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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 2,761 △34.6 △373 － △388 － △844 －

19年３月期 4,220 △33.6 79 △79.3 66 △80.1 △277 －

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 △5,492 15 － － △43.2 △9.2 △13.5

19年３月期 △1,787 20 － － △10.3 1.3 1.9

（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）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 2,716 1,539 56.3 9,938 77

19年３月期 5,702 2,384 41.8 15,505 62

（参考）自己資本 20年３月期 1,528百万円 19年３月期 2,384百万円

(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 △263 126 317 737

19年３月期 △217 △111 △320 557

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） 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 － － － － － － － － － － － － －

20年３月期 － － － － － － － － － － － － －

21年３月期（予想） － － － － － － － － － － － － －

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

1,569 36.6 △110 － △113 － △113 － △734 72

通期 3,611 30.8 109 － 103 － 103 － 669 70

－ 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、23ページ「重要な会計方針の変更」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 156,800株 19年３月期 156,800株

②　期末自己株式数 20年３月期 3,000株 19年３月期 3,000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、37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

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

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

なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当期における国内景気は、原油や国際商品市況の高騰に伴う原材料価格の上昇や米国サブプライムローン問題を発

端とする世界的金融不安、建設不況等、様々な要因が影響を及ぼし、大企業の設備投資や雇用は依然堅調なものの、

日本経済全体としては先行き不透明な状況にあります。

　このような経済環境の中、当社が係わるネットワーク製品販売業界にとって、前期同様、製品の急激なコモディティ

化による製品価格の下落、競争の激化が起こることは想定し、新規製品（Anagran,NetScout,Cosmocom等）の立ち上げ

を行ったものの、市場の変化は予想以上のものとなり、極めて厳しい事業年度となりました。当社事業部門毎の概要

を以下に報告させて頂きます。

　エンタープライズネットワーク部門では、建設会社設計部門とのネットワーク構築案件共同提案の成果が大型ネッ

トワーク構築売上として現れ、更に、当事業のコア製品である米国Infoblox社のDHCP／DNS、米国TippingPoint社の

IPSなどの各セキュリティ製品の販売案件の売上増があったものの前述の製品市場価格の下落、競争の激化により売上

高972百万円（前期比35.6％減）の計上となりました。

　ブロードバンドネットワーク部門では、次世代移動体通信サービス（Wimax,Feｍtocel）のAAA認証サーバとして米

国Juniper Networks社SBR製品が採用されましたが、本格的導入が来期となり、本製品の当期での売上は対前期の横ば

い（204百万円）でした。またADSL及びFTTHなどのブロードバンドサービス用Tango製品は市場の一巡化に伴う販売減

少により、当部門の売上高は722百万円（同32.3％減）となりました。

　ソリューションビジネス部門では、米国NetScout社ネットワーク管理製品の立ち上げがあったものの、当部門の主

要顧客での新システム構築、NTTデータとのアライアンスビジネスの一巡化があり、当部門の売上高は214百万円（同

68.2％減）となりました。

　次世代ネットワーク部門では、主要キャリアの次世代ネットワーク（NGN)構築、本格サービス稼動が予定を大幅に

遅れたために限定的な範囲にとどまり、米国Anagran社フロールータの導入が見送られ、来期にズレ込みました。また、

米国CosmoCom社次世代コンタクトセンターソリューション各製品は大手保守サービス会社との業務提携により、ASP

サービスが開始されたものの当期での本格的拡大が見送られた為、当部門の売上高は18百万円（同90.5減）となりま

した。

　保守サービス部門では、前記各部門での新規製品の販売増加に伴う保守契約の増加により、売上高832百万円（同

7.3％増）を計上いたしました。

　以上の結果、当期売上高は2,761百万円（同34.6％減）となりました。利益面におきましては、営業損失は373百万

円（前年同期は利益79百万円）、経常損失は388百万円（前年同期は利益66百万円）となりました。

　特別損失として投資有価証券評価損129百万円、商品評価損78百万円を計上したことおよび繰延税金資産の取崩しに

より法人税調整額225百万円を計上したこと等により844百万円の当期純損失となりました。

　従いまして、今期は残念ながら無配とさせていただきました。

　　事業別の見通し：

　エンタープライズネットワーク事業では、エンドユーザへの販売強化、構築力の強いパートナーとの提携強化、み

ずほ銀行グループへの納品開始を足がかりに銀行市場への販売強化を目指します。

　ブロードバンドネットワーク事業では、ブロードバンド用Tango製品の売上は市場の一巡化のため対前年度の横ばい

となるものの、大手通信キャリアの次世代移動体通信サービスに採用されたJuniper/AAA認証サーバの本格的納品が開

始され、更に、地方自治レベルの通信サービス会社であるCATV会社への販売強化を目指します。

　ソリューションビジネスサービス事業では、19期で納入開始されたNetScoutネットワーク管理製品に関し、エンド

ユーザへの販売強化、同分野で実績あるSIパートナーとの提携強化を目指します。

　次世代ネットワーク事業では、本年３月末にサービスが開始されたNTT次世代ネットワーク（NGN)の本格稼動には

2,3年要する為、当期は、フロールータが持つQOS機能をコアとした企業向けWAN最適化案件を中心に特化した市場での

販売を目指します。保守サービス事業では、100百万円の売上増が見込めます。

㈱テリロジー（3356）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 3 －



  (2) 財政状態

①当事業年度末の資産、負債、純資産の状況

（流動資産）

　当事業年度末における流動資産の残高は、2,213百万円（前事業年度末は4,729百万円）となり2,516百万円減少い

たしました。

　売上債権の減少（3,277百万円から696百万円へ2,580百万円減少）が主な要因であります。

（固定資産）

　当事業年度末における固定資産の残高は、503百万円（前事業年度末は973百万円）となり469百万円減少いたしま

した。

　投資有価証券の減少（639百万円から126百万円へ513百万円減少）が主な要因であります。

（流動負債）

　当事業年度末における流動負債の残高は、1,172百万円（前事業年度末は3,318百万円）となり2,145百万円減少い

たしました。

　買掛金の減少（2,820百万円から294百万円へ2,526百万円減少）が主な要因であります。

（純資産）

　当事業年度末における純資産の残高は、1,539百万円（前事業年度末は2,384百万円）となり845百万円減少いたし

ました。

　当期純損失計上による利益剰余金の減少（246百万円から△598百万円へ844百万円減少）が主な要因であります。

②当事業年度のキャッシュ・フローの状況

　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、仕入債務の減少額2,526百万円、税引前当

期純損失615百万円の支出要因があったものの、売上債権の減少額2,548百万円、投資有価証券の売却による収入298

百万円、投資有価証券評価損129百万円、法人税等の還付額70百万円、短期借入金の純増加額335百万円等により前事

業年度末に比べ180百万円増加し、737百万円となっております。

当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況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）

　営業活動の結果使用した資金は263百万円（前事業年度は217百万円）となりました。これは主に売上債権の減少額

2,548百万円、投資有価証券評価損129百万円、法人税等の還付額70百万円の収入要因があったものの、仕入債務の減

少額2,526百万円、税引前当期純損失615百万円等があったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は126百万円（前事業年度は111百万円の支出）となりました。これは主に、定期預金

の預入による支出365百万円および固定資産の取得による支出47百万円があったものの、定期預金の払戻による収入

245百万円、投資有価証券の売却による収入298百万円があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は317百万円（前事業年度は320百万円の支出）となりました。これは主に短期借入金

の純増加額335百万円があったためであります。

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成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（％） 65.7 41.8 56.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
528.0 137.5 56.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － －

自己資本比率：自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

※各指標は、いずれも財務数値により算出しております。

※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。

※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。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。
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※平成18年３月期、平成19年３月期および平成20年３月期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるた

め、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

(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、株主に対する利益還元を充実させていくことを経営上の最重要課題と位置づけております。

　剰余金の配当につきましては、基本的に配当性向20％以上を継続して実施してまいります。

　当期の配当につきましては、特別損失の発生を含め当期利益がマイナスとなりましたことに伴い誠に遺憾ながら無

配とさせていただきます。なお、次期の配当につきましては、一層の経営効率化により業績の回復を図り、上記の基

本方針に基づき配当出来るよう努力してまいります。

(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して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とは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考

えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。

　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、発生の回避および発生した場合の対応に努めるもので

ありますが、本株式に関する投資判断は、以下の特別記載事項および本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行わ

れる必要があると考えております。

① 特定の取引先等について

　ⅰ 販売先への依存度

　　当社の事業はネットワーク機器および通信ソフトウェアの仕入・販売、それに係わるネットワークシステムの構

　築、ソリューションの提供および保守サービスであり、顧客は大手通信事業会社等が主たるものとなっておりま

　す。過去２事業年度においてもNTTグループが主要販売先であり同グループに対する依存度が高くなっておりま

　す。同グループとは継続的な取引をすべくニーズに応える商品供給に努めておりますが、長期契約等は締結してお

　らず、何らかの事情により取引が解消された場合、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

　ⅱ 仕入先への依存度

　　当社の販売においては、ブロードバンドサービス市場向けのSiemens Subscriber Networks,Inc.社（独シーメン

　ス社の子会社）製品への依存度が高く、過去２事業年度の売上高に占める割合は次の通りであります。当社は同社

　との間でパートナーとして取引契約を締結しており取引は安定的かつ継続的でありますが、独占販売権契約や長期

　購入契約の類は締結しておらず、将来において何らかの事情により取引が継続できなくなった場合、当社の業績に

　影響を及ぼす可能性があります。

 平成19年３月期 平成20年３月期

 同社製品の売上高 　　　　846,453千円（20.1％） 　　　　  514,885千円（18.6％） 

ⅲ 海外仕入先の経営内容

　当社では米国等海外仕入先よりネットワーク関連製品を仕入れており、その中には売上高のうち重要な割合を占

めるものも含まれております。これら海外仕入先に関しては、取引開始に際し現地調査会社による調査、当社役職

員による訪問等により技術力・信用力等について調査を実施しているものの、海外会社の慣例として販売先に対し

ても経営成績・財政状態等が開示されないことから、当社も海外仕入先の企業内容について十分に把握していると

はいえず、当該海外仕入先の財政状態等に重要な変動が生じた場合、それを認識し得ず、商品仕入れに支障を来た

す可能性があります。

　 ② 技術革新および商品供給について

　当社の取扱商品であるルータ、LANスイッチ、サーバ等ネットワーク機器およびこれらに関するソフトウェアは技

術革新スピードが極めて速く、ライフサイクルは通常の製品と比較して短くなっております。これに対応して当社で

は海外を含めて最新技術情報等の収集や最新技術を有するメーカー等の発掘に努めておりますが、当業界の技術革新

に追随することができなかった場合、ユーザの要求に応え得ない、あるいは市場に適合した商品を供給できない等に

より、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　 ③ 売上高の季節変動について

　当社の主たるユーザはいわゆる大企業または大企業グループに属する企業が多く、当該企業においては年度予算管

理に基づき設備投資がなされること等により、当社の売上高が第２四半期および第４四半期に偏重する傾向がありま

す。

　 ④ 競合について

　本格的なブロードバンド時代の到来を受け、ネットワークインフラの関連市場も急激に拡大しており、また、ネッ

トワークインテグレーション市場においても、大手システムインテグレータを始めとする競合企業が多数存在し、競

合が厳しくなっております。さらに、これら競合先による優れたシステムやサービスの提供等も考えられることや、

価格・サービス競争がさらに激化することも予想され、今後、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
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　 ⑤ 技術者の確保について

　ネットワーク技術の進歩の速さに対応して、顧客に対して最適なネットワーク環境を提供するためには、市場動向

調査とともに最新技術を熟知し応用力のあるネットワーク技術者の確保がますます重要となってきております。

　当社では、ネットワークインテグレーション分野に必要な技術をネットワーク技術、セキュリティ技術、サーバ技

術、ネットワーク保守・運用技術、ネットワークコンサルタント技術の５つに区分し、社内技術教育プログラムに基

づく研修により技術者養成に努めており、また技術素養のある人材および必要な能力をもった技術者の確保にも注力

し、新卒または外部専門機関との連携による中途を採用しております。今後、必要な技術者を確保できない場合、当

社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　 ⑥ 為替変動の影響について

　当社は、米国を中心とする海外メーカーの製品を輸入し、または、海外メーカーの日本法人または代理店等を通し

て購入しており、仕入総額に対する輸入仕入の割合は、平成19年３月期においては49.6％、平成20年３月期において

は52.5％となっております。為替変動に備える方策等を講ずることにより、リスクの軽減に努めておりますが、予想

を超えるような為替の変動により円換算による仕入価格が上昇し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社は、子会社ならびに関連会社が存在いたしませんので、企業集団は構成されておりません。

　当社の事業は、エンタープライズネットワーク事業、ブロードバンドネットワーク事業、ソリューションビジネス事

業、次世代ネットワーク事業および保守サービス事業の５事業に区分し、ネットワークのコンサルティングから設計・

構築・運用管理に至るトータル・ソリューションを提供しております。

事業名 事業の内容

 エンタープライズネットワーク事業

　ルータ、スイッチ、IPサーバ、セキュリティ機器等のネッ

トワーク製品販売およびこれらをベースにした企業内ネット

ワーク構築を行う事業 

 ブロードバンドネットワーク事業
  ADSL、FTTH等のブロードバンド通信事業者に対して、ブロー

ドバンドアクセスサーバ・無線LAN等を販売する事業

 ソリューションビジネス事業

　SLA/SLM関連のソフトウェア販売およびシステム開発、ネッ

トワークのパフォーマンスやレスポンスの解析、診断サービ

ス、品質向上やコスト削減等のコンサルティングサービスを

提供する事業 

 次世代ネットワーク事業

　NTTをはじめ主要国内通信キャリア構想の次世代ネットワー

ク基盤に関する製品およびソリューションを販売・サポート

する事業。具体的には、フロールータ、スイッチ、ユーザ認

証サーバ、ネットワーク管理・監視システム等

 保守サービス事業
　当社が構築したネットワークに対するメンテナンスサービ

スや製品のオンサイト保守を行う事業
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、平成元年７月の創業以来一貫してIPネットワークに係わる海外製品の輸入と国内大手企業向けに当該製品

をコアとしたソリューションを提供してまいりました。

  1990年代は、汎用コンピュータを中心としたクローズドネットワークからUNIX＆WINDOWSを中心としたオープンネッ

トワークへの切り替えの黎明期にあった大手一般企業へのネットワーク基盤構築を、2000年初頭からは大手通信事業

会社が開始したブロードバンドサービスに係わる製品＆ソリューションの提供を、2005年半ばからは、個人情報保護

法に伴うセキュリティ製品＆ソリューションの提供を行ってきました。

 　　 技術革新の著しいIPネットワーク業界の中で、ネットワーク製品のコモディティ化、過当競争による製品販売の利

    益性の低下、さらに企業ユーザの大手SI会社への依存シフトといった市場変化が起こっています。当社は今後、「サ

    ービス」すなわち、ICT全般におけるコンサルティングを含む設計・開発・構築・運用・保守までの一貫したサービ

    ス、「ブランド」すなわち、今後当社が注力する領域でのNo.1ブランドおよび「収益性」の３つの経営戦略と経営基

    盤の強化を経営の基本方針としてまいります。

(2）目標とする経営指標

  当社は、安定的な収益向上を重視しており、当面売上高経常利益率３％を、中期的には10％を目指しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

  企業および主要通信事業会社のビジネスのグローバル化とICTに代表される通信技術が進展する中で当社は、これま

で手掛けてきたネットワーク&セキュリティ分野のプロダクトセールスのビジネススタイルから脱却し、サービスビジ

ネスモデル確立、グローバルな展開をも含めた更なる成長を目指します。具体的には、

①営業部門と技術部門を事業本部として統合、機構改革し、まずは絶対黒字化するためのビジネスインフラの整

　備、 ワークスタイルの変革を実施し、基礎体力の強化を図ります。

②サービスビジネスモデルを確立し、コアビジネスとしての独自サービスの差別化を図り、成長飛躍への準備を目指

　します。

③サービスの拡大と収益の向上を図り、第二の成長として、グローバルな展開を目指します。

④ネットワーク専門商社から脱却し、ICT業界における以下のセグメントでのNo.1ブランドを確立します。

　＊ブロードバンド加入ユーザマネジメント

　＊ネットワークマネジメント

　＊ポリシーコントロール

　＊IDマネジメント

　＊帯域制御

　＊セキュリティマネジメント

　＊コラボレーションツール

　＊IPベースアプリケーションの連携

(4）会社の対処すべき課題

   当社は、前期での赤字経営から絶対黒字化を達成するため、今期以下の取り組みを行います：

　①人員体制の見直しによる労務費の削減（年間200百万円）

　②フリーアドレスワークスタイルの導入によりオフィススペースの25％削減

　③部門単位の営業利益管理の厳格な実施

　④各営業部門では、コスト重視の営業利益管理に加えコア製品への付加価値機能やサービス事業の高い利益性、競

　　争力の強いサービスビジネスモデルの創出

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向け内部管理体制強化のための整備を推進しております。社内業務全

般にわたる諸規程を整備し、業務分掌規程等により責任と権限を明確にし、職務を遂行する体制を構築しておりま

す。

　会社の意思決定を行う取締役会は、取締役３名で構成されており、月１回の定例取締役会と必要に応じ臨時の取締

役会を開催し、機動的かつ迅速な意思決定を行っております。

　監査役会は３名で構成されており、その内、社外監査役２名（常勤監査役１名を含む）であります。取締役会・経

営会議（毎週１回開催）には原則出席し、さらにその他の社内の重要会議にも出席し、必要に応じ、社内書類の閲覧

等も行い、取締役の職務執行を十分監視できる体制をとっております。

　また、社長直属の内部監査担当を２名選任し、職務遂行の法令・定款・各規程への準拠状況・整合性について年間
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監査計画に基づき内部監査を実施しております。内部監査の結果については監査役、会計監査人との連携のもと業務

の改善、内部統制の強化に寄与しております。

　当社の会計監査人には、あずさ監査法人が就任しており、会計監査のほか、会計上の課題やコーポレート・ガバナ

ンス体制についても確認を行い、処理の適正化に努めております。

　その他重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事項については、顧問弁護士に相談し、必要な検討を行って

おります。

　なお、社外監査役、監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係

はありません。

コーポレート・ガバナンスと内部管理体制

 

取締役会 

代表取締役社長 

業務担当部門 

内部監査担当 

監査役 

会計監査人 

顧問弁護士 

税理士 

選任・解任 

業務執行を監督 

内部監査実施 

助言・指導 

助言・指導 

会計監査 

監査 

選任・解任 

連携 

連携 

株主総会 

連携 
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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   753,875   965,138   

２．受取手形   17,437   11,053   

３．売掛金   3,259,694   685,094   

４．有価証券   ―   39,439   

５．商品   311,647   281,518   

６．仕掛品   3,798   5,071   

７．前渡金   153,296   171,404   

８．前払費用   25,466   22,629   

９．繰延税金資産   133,089   ―   

10．未収還付法人税等   69,295   ―   

11．未収消費税等   ―   27,917   

12．その他   3,395   7,389   

貸倒引当金   △1,346   △3,343   

流動資産合計   4,729,649 82.9  2,213,313 81.5 △2,516,336

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

  (1）建物  28,323   28,323    

　　　減価償却累計額  7,729 20,593  10,653 17,669   

(2）工具器具備品  26,095   76,266    

減価償却累計額  14,200 11,895  31,220 45,045   

有形固定資産合計   32,489 0.6  62,715 2.3 30,225

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   3,640   6,795   

(2）電話加入権   1,282   1,282   

無形固定資産合計   4,922 0.1  8,077 0.3 3,154

㈱テリロジー（3356）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 10 －



 
 

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）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   639,773   126,646   

(2）破産更生債権等   ―   32,119   

(3）繰延税金資産   86,698   ―   

(4）長期性預金   11,000   100,000   

(5）敷金及び保証金   69,952   70,170   

(6）会員権   96,109   95,709   

(7）保険積立金   32,240   35,224   

貸倒引当金   ―   △27,069   

投資その他の資産合計   935,774 16.4  432,800 15.9 △502,973

固定資産合計   973,186 17.1  503,593 18.5 △469,593

資産合計   5,702,836 100.0  2,716,906 100.0 △2,985,930
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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   2,820,955   294,646   

２．短期借入金   100,000   435,100   

３．１年内返済予定長期借
入金

  17,500   ―   

４．未払金   33,565   54,221   

５．未払費用   26,784   23,058   

６．未払法人税等   ―   6,534   

７．前受金   226,044   299,107   

８．預り金   9,116   3,559   

９．賞与引当金   84,106   56,747   

流動負債合計   3,318,072 58.2  1,172,975 43.2 △2,145,097

Ⅱ　固定負債         

１．繰延税金負債   ―   4,352   

固定負債合計   ― ―  4,352 0.1 4,352

負債合計   3,318,072 58.2  1,177,327 43.3 △2,140,745

㈱テリロジー（3356）平成 20 年３月期決算短信（非連結）

－ 12 －



 
 

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）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,182,604 20.7  1,182,604 43.5 ―

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  1,229,039   929,039    

(2）その他資本剰余金  ―   300,000    

資本剰余金合計   1,229,039 21.6  1,229,039 45.2 ―

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  10,000   10,000    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  130,000   130,000    

繰越利益剰余金  106,024   △738,669    

利益剰余金合計   246,024 4.3  △598,669 △22.0 △844,693

４．自己株式   △280,637 △4.9  △280,637 △10.3 ―

株主資本合計   2,377,030 41.7  1,532,337 56.4 △844,693

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  7,733 0.1  △3,754 △0.1 △11,487

評価・換算差額等合計   7,733 0.1  △3,754 △0.1 △11,487

Ⅲ　新株予約権   ― ―  10,996 0.4 10,996

純資産合計   2,384,764 41.8  1,539,579 56.7 △845,184

負債純資産合計   5,702,836 100.0  2,716,906 100.0 △2,985,930
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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．システム売上高  3,444,475   1,928,171    

２．サービス収入  776,453 4,220,929 100.0 832,897 2,761,069 100.0 △1,459,860

Ⅱ　売上原価         

１．システム売上原価  2,578,361   1,477,701    

２．サービス収入原価  566,292 3,144,653 74.5 616,491 2,094,193 75.8 △1,050,460

売上総利益   1,076,276 25.5  666,876 24.2 △409,399

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．広告宣伝費  10,347   8,835    

２．営業支援費  133,692   95,928    

３．役員報酬  71,508   59,031    

４．給与手当  305,895   316,816    

５．賞与  41,266   50,599    

６．賞与引当金繰入額  40,685   26,298    

７．法定福利費  53,425   50,875    

８．福利厚生費  18,442   18,853    

９．交際接待費  26,788   17,014    

10．地代家賃  50,562   48,380    

11．運賃  7,242   6,280    

12．リース料  48,062   66,418    

13．消耗品費  5,003   6,073    

14．通信費  6,807   6,727    

15．旅費交通費  43,066   40,398    

16．水道光熱費  5,024   5,225    

17．支払手数料  72,294   129,500    

18．研修費  3,616   6,161    

19．減価償却費  4,470   11,055    

20．租税公課  11,513   14,379    

21．貸倒引当金繰入額  ―   1,997    

22．その他  37,077 996,794 23.6 53,376 1,040,228 37.7 43,433

営業利益又は営業損失
（△）

  79,481 1.9  △373,352 △13.5 △452,833
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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   1,404    

２．有価証券利息  6,826   2,342    

３．受取配当金  4,062   1,561    

４．為替差益  ―   22,909    

５．その他  675 12,150 0.3 2,293 30,511 1.1 18,361

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,021   2,753    

２．為替差損  8,373   ―    

３．デリバティブ評価損  15,386   42,461    

４．その他  847 25,628 0.6 6 45,221 1.7 19,592

経常利益又は経常損失
（△）

  66,003 1.6  △388,061 △14.1 △454,064

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  381   ―    

２．投資有価証券売却益  ― 381 0.0 8,400 8,400 0.3 8,018

Ⅶ　特別損失         

１．会員権売却損  ―   200    

２．貸倒引当金繰入額  ―   27,069    

３．投資有価証券評価損  502,652   129,982    

４．商品評価損  ― 502,652 11.9 78,679 235,931 8.5 △266,721

税引前当期純損失   436,268 △10.3  615,592 △22.3 △179,324

法人税、住民税及び事
業税

 3,780   4,005    

過年度法人税等  15,410   ―    

法人税等調整額  △177,943 △158,753 △3.7 225,095 229,100 8.3 387,854

当期純損失   277,514 △6.6  844,693 △30.6 △567,178
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売上原価明細書

システム売上原価

  
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  344,459 70.4 335,327 69.7 △9,131

Ⅱ　経費 ※１ 144,622 29.6 145,773 30.3 1,150

当期総製造費用  489,082 100.0 481,101 100.0 △7,980

期首仕掛品たな卸高  70  3,798   

計  489,152  484,899   

期末仕掛品たな卸高  3,798  5,071   

他勘定振替高 ※２ 133,692  95,928   

差引計  351,661  383,899   

期首商品たな卸高  50,843  311,647   

当期商品仕入高  2,487,026  1,152,355   

ソフトウェア償却費  1,199  759   

計  2,890,730  1,848,661   

期末商品たな卸高  311,647  281,518   

他勘定振替高 ※３ 721  89,441   

システム売上原価  2,578,361  1,477,701   

※１．経費の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

外注費（千円） 32,264 38,110

賃借料（千円） 32,016 34,901

旅費交通費（千円） 15,276 12,448

リース料（千円） 12,302 14,748

※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

営業支援費（千円） 133,692 95,928

※３．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

商品評価損（千円) ― 78,679

工具器具備品（千円) 721 10,761

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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サービス収入原価

  
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  68,991 12.2 69,749 11.3  

Ⅱ　経費 ※ 497,300 87.8 546,741 88.7  

サービス収入原価  566,292 100.0 616,491 100.0  

※ 経費の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

保守外注費（千円） 421,436 462,441

リース料（千円） 45,947 57,045

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,182,604 1,229,039 1,229,039 10,000 105,000 515,019 630,019 ― 3,041,663

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 　（注）     25,000 △25,000 ―  ―

剰余金の配当　　　 （注）      △74,480 △74,480  △74,480

役員賞与　　　　　 （注）      △32,000 △32,000  △32,000

当期純損失（△）      △277,514 △277,514  △277,514

自己株式の取得        △280,637 △280,637

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）

― ― ― ― 25,000 △408,994 △383,994 △280,637 △664,632

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,182,604 1,229,039 1,229,039 10,000 130,000 106,024 246,024 △280,637 2,377,030

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）

△38,577 △38,577 3,003,085

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 　（注）   ―

剰余金の配当　　　 （注）   △74,480

役員賞与　　　　　 （注）   △32,000

当期純損失（△）   △277,514

自己株式の取得   △280,637

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

46,311 46,311 46,311

事業年度中の変動額合計
（千円）

46,311 46,311 △618,321

平成19年３月31日　残高
（千円）

7,733 7,733 2,384,764

（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
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,182,604 1,229,039 ― 1,229,039 10,000 130,000 106,024 246,024 △280,637 2,377,030

事業年度中の変動額

資本準備金の取崩し △300,000 300,000 ― ―

当期純損失（△） △844,693 △844,693 △844,693

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）
― △300,000 300,000 ― ― ― △844,693 △844,693 ― △844,693

平成20年３月31日　残高

（千円）
1,182,604 929,039 300,000 1,229,039 10,000 130,000 △738,669 △598,669 △280,637 1,532,337

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

評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
7,733 7,733 ― 2,384,764

事業年度中の変動額

資本準備金の取崩し ―

当期純損失（△） △844,693

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額）
△11,487 △11,487 10,996 △491

事業年度中の変動額合計

（千円）
△11,487 △11,487 10,996 △845,184

平成20年３月31日　残高

（千円）
△3,754 △3,754 10,996 1,539,579
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(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）

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） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

税引前当期純損失（△）  △436,268 △615,592  

減価償却費  9,287 22,053  

賞与引当金の増減額  28,734 △27,359  

貸倒引当金の増減額  △2,155 29,066  

受取利息及び受取配当金  △11,475 △5,308  

支払利息  1,021 2,753  

投資有価証券売却益  ― △8,400  

投資有価証券評価損  502,652 129,982  

デリバティブ評価損  15,386 42,461  

売上債権の増減額  △1,660,401 2,548,864  

たな卸資産の増減額  △265,253 18,093  

仕入債務の増減額  1,819,938 △2,526,308  

未払消費税等の増減額  △28,582 ―  

役員賞与の支払額  △32,000 ―  

その他  △23,827 55,519  

小計  △82,943 △334,174 △251,231

利息及び配当金の受取額  11,253 4,842  

利息の支払額  △1,106 △3,431  

法人税等の支払額  △144,719 △1,891  

法人税等の還付額  ― 70,961  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △217,516 △263,693 △46,176
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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） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

定期預金の預入による支出  △286,433 △365,308  

定期預金の払戻による収入  208,799 245,440  

有形固定資産の取得による支
出

 △2,425 △42,286  

無形固定資産の取得による支
出

 △2,000 △5,263  

投資有価証券の取得による支
出

 △17,302 △1,200  

投資有価証券の売却による収
入

 ― 298,400  

貸付けによる支出  △30,000 ―  

貸付けの回収による収入  30,000 ―  

会員権の取得による支出  △4,000 ―  

敷金及び保証金の差入による
支出

 △5,060 △1,000  

敷金及び保証金の返還による
収入

 ― 782  

その他  △2,983 △2,783  

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △111,406 126,781 238,188

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  100,000 335,100  

長期借入金の返済による支出  △66,020 △17,500  

配当金の支払額  △73,859 △293  

自己株式の取得による支出  △280,637 ―  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △320,517 317,306 637,824

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  △649,440 180,395 829,835

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,206,649 557,209 △649,440

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 557,209 737,605 180,395
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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

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。

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。

 

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

　時価法を採用しております。

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）商品

同左

 (2）仕掛品

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

(2）仕掛品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）有形固定資産

同左

 建物　　　　　　15年

工具器具備品　　４～10年

 

 ― （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成19年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しております。

　これにより営業損失、経常損失及び税引

前当期純損失は、それぞれ3,114千円増加

しております。

 ― （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の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。

　これによる営業損失、経常損失及び税引

前当期純損失に対する影響は軽微でありま

す。
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、市場販売目的のソフトウェアに

ついては、販売可能な有効期間（３年以

内）に基づく定額法、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

(2）無形固定資産

同左

 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

 (3）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。

(会計方針の変更)

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。

(3）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。

 

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によって

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

理を、振当処理の要件を満たす為替予

約については振当処理を採用しており

ます。

（1）ヘッジ会計の方法

同左

 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・為替予約取引

　　　　　　　　金利スワップ取引

ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務

　　　　　　　　借入金利息

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 （3）ヘッジ方針

　当社の内部規定に基づき、営業活動

及び財務活動における為替変動リスク

及び金利変動リスクをヘッジしており

ます。

（3）ヘッジ方針

同左
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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）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。ただし、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たしている

ので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

同左

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

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、2,384,764

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）

　前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収消費税等」は、当期において、資産の総額の100

分の１を超えたため区分掲記しました。

　なお、前期末の「未収消費税等」は2,006千円でありま

す。

追加情報

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）

（売上高の純額表示に関する会計処理）

　平成18年３月30日公表「ソフトウェア取引の収益の会計

処理に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会　実

務対応報告第17号）の趣旨に鑑み、従来、総額表示として

いた取引の仲介等に係る収益を当事業年度より仕入高と相

殺のうえ、純額表示にて計上することといたしました。従

来の方法に比べ売上高、売上原価はそれぞれ8,256,722千円

減少いたしましたが損益に与える影響はありません。

――――
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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。 同左

（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）

該当事項はありません。 同左

（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　（注）１ 39,200 117,600 ― 156,800

合計 39,200 117,600 ― 156,800

自己株式

普通株式　（注）２ ― 3,000 ― 3,000

合計 ― 3,000 ― 3,000

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加117,600株は、平成18年４月１日付で１株につき４株の割合で実施した株式分割

によるものであります。

２．普通株式の自己株式数の株式数の増加3,000株は、平成18年８月21日取締役会決議に基づく市場取引による買受

けによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

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23日

定時株主総会
普通株式 74,480 1,900 平成18年３月31日 平成18年６月26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

該当事項はありません。
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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）

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 156,800 ― ― 156,800

合計 156,800 ― ― 156,800

自己株式

普通株式 3,000 ― ― 3,000

合計 3,000 ― ― 3,000

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） 
当事業年度末残

高

（千円）
前事業年度末 

当事業年度

増加 

当事業年度

減少 
当事業年度末 

 提出会社
 ストック・オプションとしての

新株予約権
 －  －  －  －  － 10,996

 合計  －  －  －  －  － 10,996

（注）上記の新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

（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）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

※　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） （平成20年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 753,875

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △196,666

現金及び現金同等物 557,209

 （千円）

現金及び預金勘定 965,138

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △227,533

現金及び現金同等物 737,605
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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）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

 機械及び装置 34,377 8,255 26,121

工具器具備品 177,747 78,890 98,857

ソフトウェア 43,590 7,118 36,472

合計 255,714 94,263 161,451

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

 機械及び装置 34,377 18,151 16,225

工具器具備品 207,521 100,796 106,724

ソフトウェア 57,712 18,029 39,683

合計 299,611 136,978 162,633

（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年内 66,028千円

１年超 99,961千円

合計 165,990千円

１年内 71,573千円

１年超 96,725千円

合計 168,299千円

（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 64,376千円

減価償却費相当額 60,550千円

支払利息相当額 4,862千円

支払リース料 93,526千円

減価償却費相当額 87,661千円

支払利息相当額 7,474千円

（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．オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料 

１年内 3,720千円

１年超 3,720千円

合計 7,440千円

２．オペレーティング・リース取引（借主側）

未経過リース料 

１年内 3,720千円

１年超 ― 千円

合計 3,720千円

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

 （減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

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）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
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 23,671 34,341 10,669 8,934 19,627 10,693

(2）債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 ― ― ― ― ― ―

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 23,671 34,341 10,669 8,934 19,627 10,693

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 304,000 304,000 ― 26,977 20,065 △6,911

(2）債券       

①　国債・地方債等 ― ― ― ― ― ―

②　社債 100,764 81,900 △18,863 100,764 39,439 △61,324

③　その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 404,764 385,900 △18,863 127,741 59,504 △68,236

合計 428,435 420,242 △8,193 136,675 79,131 △57,543

（注）表中の「取得価額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、前事業年度において502,652千円、当事業年度にお

いて52,960千円の減損処理を行っております。

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

 

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）

 売却額（千円） ― 298,400

 売却益の合計額（千円） ― 8,400

 売却損の合計額（千円） ― ―

３．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

 

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）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 219,531 86,953
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４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類

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年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券         

(1）国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ―

(2）社債 ― 100,764 ― ― 100,764 ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

２．その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― 100,764 ― ― 100,764 ― ― ―
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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）取引の内容及び利用目的

当社が利用しているデリバティブ取引は、通貨関連

では為替予約取引、金利関連では金利スワップ取引、

投資関連では複合金融商品（他社株転換社債）であ

ります。デリバティブ取引は、通貨関連及び金利関

連では営業活動及び財務活動における為替変動リス

ク及び金利変動リスクを回避することを目的とし、

投資関連では運用収益を獲得する目的で利用してお

ります。

（１）取引の内容及び利用目的

同左

①ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップに

ついては特例処理を、振当処理の要件を満たす為

替予約については振当処理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・為替予約取引、金利スワップ取引

ヘッジ対象・・外貨建金銭債務、借入金利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

当社の内部規定に基づき、営業活動及び財務活動

における為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッ

ジしております。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性の評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断して

おります。ただし、金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしているので決算日における

有効性の評価を省略しております。

④ヘッジ有効性の評価の方法

同左

（２）取引に関する取組方針

将来の為替、金利の変動によるリスク回避、運用収

益の獲得を目的として行っており、投機目的のため

の取引は行わない方針です。

（２）取引に関する取組方針

同左

（３）取引に係るリスクの内容

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、

また、複合金融商品は株式市場価格の変動によるリ

スクを有しております。

なお、当社の取引相手先は、信用度の高い大手金融

機関であるため相手先の契約不履行による信用リス

クは、ほとんどないと判断しております。

（３）取引に係るリスクの内容

同左

（４）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資

金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。

（４）取引に係るリスク管理体制

同左
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２．取引の時価等に関する事項

　　　複合金融商品関連

区分 種類

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）

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
他社株転換社債 100,764 100,764 81,900 △18,863 100,764 ― 39,439 △61,324

合計 100,764 100,764 81,900 △18,863 100,764 ― 39,439 △61,324

　（注）１　前事業年度

①　時価の算定方法については、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

②　組込デリバティブを合理的に区分して測定できないため、当該複合金融商品全体を時価評価し、評価差額

を損益に計上しております。

③　契約額等には、当該複合金融商品（他社株転換社債）の額面金額を記載しております。

　　　　２　当事業年度

①　時価の算定方法については、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

②　組込デリバティブを合理的に区分して測定できないため、当該複合金融商品全体を時価評価し、評価差額

を損益に計上しております。

③　契約額等には、当該複合金融商品（他社株転換社債）の額面金額を記載しております。

（退職給付関係）

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、当期より確定拠出年金制度を採用しております。

２．退職給付費用に関する事項

 （単位：千円）

確定拠出年金への掛金支払額 11,843

退職給付費用 11,843

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

２．退職給付費用に関する事項

 （単位：千円）

確定拠出年金への掛金支払額 12,120

退職給付費用 12,120
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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）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　３名

当社監査役　１名

当社従業員　109名

ストック・オプション数　（注） 普通株式　4,000株

付与日 平成18年４月24日

権利確定条件

付与日（平成18年４月24日）

から権利確定日（平成19年６

月30日）まで継続して勤務し

ていること

対象勤務期間
平成18年４月24日

～平成19年６月30日

権利行使期間
平成19年７月１日

～平成22年６月30日

（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成18年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前事業年度末 ―

付与 4,000

失効 360

権利確定 ―

未確定残 3,640

権利確定後　　　　　　（株）  

前事業年度末 ―

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 ―

②　単価情報

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 168,347

行使時平均株価　　　　　（円） ―

公正な評価単価（付与日）（円） ―
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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）

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名

売上原価 4,160千円

販売費及び一般管理費 6,835千円 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成18年
ストック・オプション

平成19年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　３名

当社監査役　１名

当社従業員　109名

当社従業員　133名

ストック・オプション数　（注） 普通株式　4,000株  普通株式　1,000株

付与日 平成18年４月24日  平成19年６月６日

権利確定条件

付与日（平成18年４月24日）

から権利確定日（平成19年６

月30日）まで継続して勤務し

ていること

付与日（平成19年６月６日）

から権利確定日（平成20年６

月30日）まで継続して勤務し

ていること

対象勤務期間
平成18年４月24日

～平成19年６月30日

 平成19年６月６日

～平成20年６月30日

権利行使期間
平成19年７月１日

～平成22年６月30日

平成20年７月１日

～平成23年６月30日

（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成18年
ストック・オプション

平成19年 
ストック・オプション 

権利確定前　　　　　　（株）   

前事業年度末 3,640 ―

付与 ― 1,000

失効 180 215

権利確定 3,460 ―

未確定残 ― 785

権利確定後　　　　　　（株）   

前事業年度末 ― ―

権利確定 3,460 ―

権利行使 ― ―

失効 500 ―

未行使残 2,960 ―
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②　単価情報

平成18年
ストック・オプション

平成19年 
ストック・オプション 

権利行使価格　　　　　　（円） 168,347 45,600

行使時平均株価　　　　　（円） ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― 18,210

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当事業年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下

のとおりであります。

①　使用した評価方法　　　　　ブラック・ショールズ式

②　主な基礎数値及び見積方法

 平成19年ストック・オプション

株価変動性（注）１ 67％

予想残存期間（注）２ 2.6年

予想配当率（注）３ 1.1％

無リスク利子率（注）４ 1.1％

（注）１．上場日（平成16年12月21日）から算定基準日（平成19年６月６日）までの株価実績に基づき算定

しております。

２．算定基準日（平成19年６月６日）から権利行使可能期間の中間点（平成21年12月31日）までの期

間で見積もっております。

３．平成20年３月期の当初の１株当たりの配当予想額を、算定基準日（平成19年６月６日）の株価の

市場終値45,600円で除しております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。

（企業結合等）

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。

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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（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

 （単位：千円）

 
前事業年度

（平成19年３月31日現在）
 

当事業年度
（平成20年３月31日現在）

繰延税金資産    

未払事業税否認 2,214  1,485

貸倒引当金繰入額否認 548  6,784

賞与引当金繰入額否認 38,004  25,641

減価償却限度超過額 3,929  2,198

投資有価証券評価損否認 12,448  61,078

会員権評価損否認 4,815  －

商品評価損否認 －  48,447

その他有価証券評価差額金 －  4,108

繰越欠損金 167,907  318,016

その他 －  1,265

繰延税金資産小計 229,866  469,026

評価性引当額 △4,771  △469,026

繰延税金資産計 225,095  －

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 5,307  4,352

繰延税金負債計 5,307  4,352

繰延税金資産の純額 219,787  △4,352

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　　　　　前事業年度、当事業年度とも税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。

（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。

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。

（関連当事者との取引）

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。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

属性 氏名 住所
資本金又は

出資金

事業の内容

又は職業

議決権等の

被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）役員の

兼任等

事業上

の関係

役員
アンソニー　

ビダル
 ― ―

当社取締役

Alferaz,

Inc.CEO

なし ―  ―
コンサルティング

フィーの支払
9,829 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．当社の取締役アンソニービダルはAlferaz,Inc.のCEOを兼任しており、上記の取引は同社との取引でありま

す。

３．取締役アンソニービダルは平成19年６月21日付で当社取締役となったため、当事業年度のうち平成19年６

月21日より平成20年３月31日までの期間での取引金額を記載しております。

４．取引条件については、業務内容を勘案のうえ、取締役会において決定しております。
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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 15,505.62円

１株当たり当期純損失金額 1,787.20円

１株当たり純資産額 9,938.77円

１株当たり当期純損失金額 5,492.15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、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

である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、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　当社は、平成18年４月１日付で株式１株につき４株の株

式分割をしております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たり情報については、以下のとおり

となります。

１株当たり純資産額 18,948.25円

１株当たり当期純利益金額 996.99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。

　

　（注）　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）

当期純損失（千円） 277,514 844,693

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円） 277,514 844,693

期中平均株式数（株） 155,279 153,800

（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）

１．平成18年６月23日開催の第17回定時株主総会において承認されましたストックオプションとして新株予約権を発行す

る件について、平成19年６月５日開催の取締役会において具体的な発行内容を決議いたしました。

　　　新株予約権の発行内容

　　　①新株予約権の発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年６月６日

　　　②新株予約権の発行数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000個

　　　③新株予約権の発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無償

　　　④新株予約権の目的たる株式の種類及び数　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　当社普通株式　1,000株

　　　⑤新株予約権の行使に際しての払込金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １株につき45,600円

　　　⑥新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　45,600,000円

　　　⑦新株予約権の行使期間　　　　                                平成20年７月１日から平成23年６月30日

　　　⑧新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組入れない額　　　　　22,800,000円

                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１株につき22,800円）

　　　⑨新株予約権の割当対象者数　　                                 　　　　　　　　　当社の従業員133名

２．　当社は、平成19年６月21日開催の第18回定時株主総会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に

基づき、当社の取締役および従業員に対して特に有利な価額をもって新株予約権を発行することを決議いたしました。

 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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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

　　・新任取締役候補

　　　　　取締役　宮村信男（現　事業本部長）

 　　　 （3）就任予定日　

　　　　　　 平成20年６月24日
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