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 (百万円未満切捨て) 

1. 20年９月期の業績（平成 19年 10月１日～平成 20年９月 30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９月期 6,499 (   6.8) 540 ( 11.0) 569 ( 10.2) 80 (△67.0) 
19年９月期 6,084 (   5.9) 487 ( 15.6) 517 ( 17.7) 244 ( 72.0) 

 

 
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９月期 21 18 21 13 3.2 14.3 8.3 
19年９月期 65 26 64 18 10.0 14.0 8.0  
(参考) 持分法投資損益 20年９月期 ―百万円  19年９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９月期 4,137 2,502 60.5 653 47 
19年９月期 3,814 2,514 65.9 663 26  
(参考) 自己資本 20年９月期 2,502百万円  19年９月期 2,514百万円 

 

(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９月期 436 △245 △71 1,311 
19年９月期 ― ― ― ― 

 
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９月期 ― ― ― ― ― ― 24 00 24 00 91 37.2 3.6 
20年９月期 ― ― ― ― ― ― 22 00 22 00 84 104.1 3.4 
21年９月期(予想) ― ― ― ― ― ― 22 00 22 00 ― ― ― 
 
3. 21年９月期の業績予想（平成 20年 10月１日～平成 21年９月 30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 3,355 (  5.1) 271 (△12.6) 279 (△12.6) 161 ( 104.8) 43 69 

通 期 6,783  (  4.4) 552 (   2.2) 579 (  1.6) 328 ( 306.2) 85 86 
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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  無 

② ①以外の変更         無 

〔(注) 詳細は、18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９月期 3,866,135株  19年９月期 3,866,135株 

 ② 期末自己株式数 20年９月期 37,194株  19年９月期 74,394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、27 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 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。

実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国の経済は、原材料価格の高騰、サブプライムローン問題に端を発し

た世界的な金融市場の混乱などの影響から、企業収益の悪化、株価の下落や個人消費の冷え込み

など景気減速感が高まる状況で推移いたしました。 

当社が属する情報サービス業界におきましては、景気に対する不安要素があったものの、企業

の旺盛な情報化投資意欲に支えられ堅調なうちに推移いたしました。 

このような状況のなかで当社は、既存顧客からの継続受注を確保するとともに、新規顧客の開

拓と新規案件の獲得に注力してまいりました。又、人材の確保・育成のために採用活動の強化を

推進するとともに、品質及び情報セキュリティ向上のための教育も徹底してまいりました。 

これらの結果、当事業年度におきましては、製造、通信、金融、サービスの各業種向け案件を

中心に受注が堅調に推移いたしました。その結果、売上高は 6,499 百万円と前年同期と比べ 415

百万円(前年同期比 6.8％増)の増収となり、利益面におきましても、採用活動経費や研究開発費

など諸経費の増加があったものの、営業利益は 540 百万円と前年同期と比べ 53 百万円(前年同期

比 11.0％増)の増益、経常利益は 569 百万円と前年同期と比べ 52 百万円(前年同期比 10.2％増)

の増益となりました。しかしながら、当期純利益につきましては、投資有価証券の評価損失の発

生及び役員退職慰労引当金の計上などにより 80 百万円と前年同期と比べ 164 百万円(前年同期比

67.0％減)の減益となりました。 

② 事業部門別業績の概況 

（ソフトウェア開発） 

ソフトウェア開発につきましては、製造、通信の各業種向けシステム開発の受注が増加した

ことにより、売上高は 2,958 百万円と前年同期と比べ 164 百万円(前年同期比 5.9％増)の増収

となりました。 

（システム運用） 

システム運用につきましては、金融、製造、通信の各業種向けサーバ構築及びシステム運用

管理の受注が増加したことにより、売上高は 2,296 百万円と前年同期と比べ 210 百万円(前年

同期比 10.1％増)の増収となりました。 

（ネットワークソリューション） 

ネットワークソリューションにつきましては、通信、サービスの各業種向けネットワーク構

築・運用サービスの受注が増加したことにより、売上高は 981 百万円と前年同期と比べ 26 百

万円(前年同期比 2.8％増)の増収となりました。 

（その他） 

その他につきましては、パッケージソフトウェアの販売に伴う OA 機器の販売及び電子デバ

イスのテスティング作業の受注が減尐いたしましたが、通信関連のハードウェア設計の受注が

増加したことに加えて、自社製パッケージソフトウェア「チケット for Windows」と ASP サー

ビス「サロンキーパーコーマ(Salon Keeper COMA)」の販売も増加したことにより、売上高は

263 百万円と前年同期と比べ 14 百万円(前年同期比 5.9％増)の増収となりました。 

※ASP サービスとは、インターネットを利用してソフトウェアを月極めで提供するサービス 
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③ 次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、国内経済の景気減速が懸念されることから、企業の情報化投資

におきましては、先行き不透明な予断を許さない状況が続くものと思われます。 

このような状況のなかで当社は、顧客密着型ソリューションビジネスを主体としたサービス・

技術の提供の拡充を進めるとともに、人材の確保・育成、諸経費の節減にも努めながら、収益基

盤を強化し事業の成長を図ってまいります。ソフトウェア開発事業におきましては、組込み系シ

ステム開発の体制を強化するため専門部門を設立し、組込み系ソリューション領域の顧客拡大、

技術力の向上を図ってまいります。システム運用及びネットワークソリューション事業におきま

しては、積極的かつ計画的な人事ローテーションを展開することにより、技術力の向上とタイム

リーなサービスの提供を進めてまいります。その他事業におきましては、ASP サービス「サロン

キーパーコーマ」の拡販に注力するとともに、新たな事業としてリモート監視サービス事業（お

客様拠点設置のサーバ、ネットワークシステムの監視・運用を、当社のリモート運用センタから

ネットワーク経由で提供）を開始し収益基盤の強化を図ってまいります。 

平成 21 年９月期の業績といたしましては、売上高 6,783 百万円(前年同期比 4.4％増)、営業

利益 552 百万円（前年同期比 2.2％増）、経常利益 579 百万円（前年同期比 1.6％増）、当期純

利益 328 百万円（前年同期比 306.2％増）を予想しております。 
 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前事業年度に比べ 439 百万円増加し、2,918 百万円となりました。この主な要

因は、現金及び預金 149 百万円の増加、売掛金 36 百万円の増加、有価証券 165 百万円の増加

及び繰延税金資産 73 百万円の増加によるものであります。 

固定資産は、前事業年度に比べ 116 百万円減尐し、1,219 百万円となりました。この主な要

因は、繰延税金資産 56 百万円の増加、保証金・敷金８百万円の増加、保険積立金３百万円の

増加及び無形固定資産２百万円の増加となりましたが、投資有価証券 187 百万円の減尐及び会

員権 14 百万円の減尐によるものであります。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度に比べ 247 百万円増加し、1,337 百万円となりました。この主な要

因は、未払金 55 百万円の増加、未払法人税等 151 百万円の増加及び賞与引当金 40 百万円の増

加によるものであります。 

固定負債は、前事業年度に比べ 89 百万円増加し、298 百万円となりました。この主な要因

は、役員退職慰労引当金 73 百万円の増加及び退職給付引当金 15 百万円の増加によるものであ

ります。 

（純資産） 

純資産は、前事業年度に比べ 12 百万円減尐し、2,502 百万円となりました。この主な要因

は、ストックオプションの行使により資本剰余金１百万円増加し自己株式 17 百万円が減尐し

ておりますが、その他有価証券評価差額金 22 百万円の増加によるものであります。 



 
 

㈱インフォメーションクリエーティブ（証券コード）4769  平成 20 年９月期 決算短信（非連結） 
 

―5― 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度よりキャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期との対比は行ってお

りません。 

当事業年度の現金及び現金同等物の期末残高は 1,311 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額 192 百万円となったものの、税引

前当期純利益 308 百万円となり、投資有価証券評価損 177 百万円、役員退職慰労引当金の増加

額 73 百万円となったことにより、436 百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券取得による支出 195 百万円、固定資産取得

による支出 25 百万円、投資有価証券取得による支出 25 百万円となり、245 百万円の支出とな

りました。 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の行使による収入 19 百万円があったも

のの、配当金の支払額 90 百万円となり、71 百万円の支出となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成20年９月期 

自己資本比率 60.5％ 

時価ベースの自己資本比率 49.5％ 

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 ― 

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率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
(注１) 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
(注２) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注３) 
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。 

   

(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上の重要課題の一つとして位置付けております。財

務体質の強化と将来の事業基盤の拡大に備えるために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当

の維持継続に留意し、業績等を勘案の上、株主の皆様への利益配分政策を実施することを基本方針

としております。 

当期の業績につきましては、前期比で増収ながらも当期純利益につきましては減益となりました。

減益の主な要因は、会計方針の見直しと投資有価証券の減損処理などによるもので、いずれも一過

性のものであります。当期の配当につきましては、売上高及び経常利益が当初の予想を上回る業績

を達成できたことから、前期の配当金 20 円（記念配当を除く。）から２円増額の１株 22 円を予定

しております。 

次期の配当につきましても、年間配当 22 円を予定しております。 
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(4) 事業等のリスク 

当社の経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因のうち、主な要因

は以下のとおりであります。なお、本項における将来に関する記載は、当短信発表日現在において

当社が判断したものであります。 

①  特定の販売先への依存度 

当社の販売先のうち、株式会社日立情報システムズをはじめとする日立グループ会社への販売は、

平成 20 年９月期売上高の 59.4％を占める状況であります。 

したがって、同社の受注動向の変化やその他の理由により、当社との取引が縮小された場合には、

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 製品・サービスの品質問題 

当社は、設計・開発などの各過程において品質管理を行うことが重要であると認識しております。

そのため、平成 14 年３月に ISO9001:2000 を認証取得し、ISO の基準に基づいた品質管理を行って

います。しかしながら、当社の提供する製品・サービスにおいて、不具合の発生やサービス不良な

ど品質上の問題が発生しないという保証はありません。 

したがって、品質上の問題が発生した場合には、取引先などに対する信用を失墜させ、営業活動

に支障をきたすとともに、手直し・回収などの追加コストや損害賠償責任などの発生により、業績

や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 情報セキュリティ 

当社は、取引の中で個人情報など各種情報を取り扱います。そのため、平成 15 年 10 月にプライ

バシーマークを認定取得し、個人情報に関する法令やその他規範の遵守を徹底しています。しかし

ながら、当社からの情報漏洩が発生しないという保証はありません。 

したがって、情報漏洩が発生した場合には、社会的信用や取引先などに対する信用を失墜させ、

営業活動に支障をきたすとともに、損害賠償責任などの発生により、業績や財務状況に影響を及ぼ

す可能性があります。 

④ 人員の拡充 

当社のビジネスモデルである顧客密着型ソリューションサービスは、優秀な IT 技術者の確保と

育成が重要であると考えておりますが、今後、必要な人員の拡充が計画どおりに進まない状況が生

じた場合には、業績や財務状況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 

最近の有価証券報告書(平成 19 年 12 月 20 日提出)における「事業系統図(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、開示を省略します。 
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３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は創業以来、「お客様に喜んでいただけるコンピュータサービス」をモットーに、特定のメ

ーカーや顧客に左右されない独立系のソフト会社として、さまざまな領域において顧客に密着した

専門技術の提供を使命に掲げております。 

大型汎用機からパソコンに至るまでのトータル性を活かした複合サービス、ソフトウェア開発事

業とシステム運用事業を柱とした情報技術サービスにおいて、お客様に最適なサービスを提供して

おります。 

今後の高度情報化社会に向け、独自の専門技術と得意分野を活かしたきめ細やかなサービスをよ

り幅広く提供し、顧客の抱えるあらゆる問題の解決に役立ててまいります。 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、目標とする経営指標を売上高経常利益率としており、その目標数値は 8.0％にしており

ます。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

当社は、「顧客密着型ソリューションビジネス」を主体としたサービス・技術の提供をし続けて、

お客様の情報システムを支える IT 企業として確固たる地位の確立を目指しております。  

これからもコミュニケーション性に優れたサービス・技術の創出に励み、提供することで情報化

社会の進展に貢献し、すべてのステークホルダーに奉仕してまいります。 

そのための中期経営戦略といたしまして、「戦略的ローテーションの実施」、「経営基盤の改

革」、「新プロダクトの創出と新規事業の実現」「次代を担う人材発掘・育成システムの構築」の

四つを重点目標として掲げ実現してまいります。 

重点推進事項は、次のとおりです。 

① 戦略的ローテーションの実施 

技術の停滞・格差・偏重の問題を解決するため、積極的かつ計画的な人事ローテーションを展

開して、技術者の成長、事業の成長に繋げていきます。 

② 経営基盤の改革 

・採用方法を見直すとともに体制を強化し、人材の確保を図ります。 

・より実践的なプロジェクトマネージャーの育成教育や専門知識のない人材の効果的な教育を実

現するため、技術教育制度を見直します。 

・組込み系システム開発の体制強化のため専門部門を設立し、組込み系ソリューション領域の顧

客拡大、技術力向上を図り事業価値を高めます。 

・内部統制報告制度、コンプライアンス経営徹底のために体制を整備・強化します。 

③ 新プロダクトの創出と新規事業の実現 

・新たな自社製ソフトウェアの企画・開発を推進し、販売を実現します。 

・新たな事業としてリモート監視サービス事業を開始し、売上・利益拡大に繋げていきます。 

④ 次代を担う人材発掘・育成システムの構築 

人材開発プログラムを作成し、次代を担うリーダー・幹部社員・上級 SE の育成を進めます。 

(4) 内部管理体制の整備・運用状況 

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

の整備の状況」をご参照ください。 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

記載すべき事項はありません。 
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４ 個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成19年９月30日) 

当事業年度 

(平成20年９月30日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

 １ 現金及び預金   860,759   1,009,776   149,016 

 ２ 受取手形   2,146   ―   △2,146 

 ３ 売掛金   1,044,083   1,080,298   36,215 

 ４ 有価証券   330,986   496,708   165,721 

 ５ 商品   4,009   ―   △4,009 

 ６ 仕掛品   10,649   23,974   13,325 

 ７ 前払費用   49,941   57,631   7,689 

 ８ 未収入金   598   686   87 

 ９ 繰延税金資産   170,856   244,290   73,434 

 10 その他の流動資産   4,601   5,116   514 

   流動資産合計   2,478,633 65.0  2,918,483 70.5  439,850 

Ⅱ 固定資産          

 １ 有形固定資産          

  (1) 建物  76,688   77,379   691  

    減価償却累計額  36,848 39,839  41,910 35,469  △5,061 △4,370 

  (2) 器具及び備品  77,398   78,269   870  

    減価償却累計額  56,338 21,060  51,784 26,485  4,554 5,424 

  (3) 土地   124,591   124,591   ― 

   有形固定資産合計   185,491 4.8  186,546 4.5  1,054 

 ２ 無形固定資産          

  (1) 商標権   21   ―   △21 

  (2) ソフトウェア   29,642   32,185   2,542 

  (3) ソフトウェア仮勘定   5,282   5,302   19 

  (4) 電話加入権   2,173   2,173   ― 

   無形固定資産合計   37,120 1.0  39,661 1.0  2,540 

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券   740,707   552,709   △187,997 

  (2) 出資金   10   10   ― 

  (3) 長期前払費用   911   868   △42 

  (4) 長期性預金   100,000   100,000   ― 

  (5) 保証金・敷金   64,711   72,936   8,224 

  (6) 会員権   30,750   16,750   △14,000 

  (7) 保険積立金   89,474   93,009   3,535 

  (8) 繰延税金資産   107,692   163,941   56,248 

    貸倒引当金   △20,955   △6,985   13,970 

   投資その他の資産合計   1,113,302 29.2  993,240 24.0  △120,061 

   固定資産合計   1,335,915 35.0  1,219,448 29.5  △116,466 

   資産合計   3,814,548 100.0  4,137,932 100.0  323,383 
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前事業年度 

(平成19年９月30日) 

当事業年度 

(平成20年９月30日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

 １ 買掛金   102,035   115,306   13,271 

 ２ 未払金   398,974   454,043   55,068 

 ３ 未払費用   38,932   44,002   5,070 

 ４ 未払法人税等   90,398   241,873   151,475 

 ５ 未払消費税等   74,492   54,546   △19,946 

 ６ 前受金   2,726   2,859   133 

 ７ 預り金   7,480   8,339   858 

 ８ 賞与引当金   358,000   398,000   40,000 

 ９ 役員賞与引当金   17,630   18,836   1,206 

   流動負債合計   1,090,671 28.6  1,337,808 32.3  247,137 

Ⅱ 固定負債          

 １ 退職給付引当金   208,865   224,746   15,880 

  ２ 役員退職慰労引当金   ―   73,280   73,280 

 ３ その他   94   ―   △94 

   固定負債合計   208,960 5.5  298,026 7.2  89,066 

   負債合計   1,299,631 34.1  1,635,835 39.5  336,203 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

 １ 資本金   407,874 10.7  407,874 9.8  ― 

 ２ 資本剰余金          

  (1) 資本準備金  389,037   389,037   ―  

  (2) その他資本剰余金  6,631   8,491   1,860  

    資本剰余金合計   395,668 10.3  397,528 9.6  1,860 

 ３ 利益剰余金          

  (1) 利益準備金  42,116   42,116   ―  

  (2) その他利益剰余金          

    特別償却準備金  409   ―   △409  

    別途積立金  525,000   525,000   ―  

    繰越利益剰余金  1,195,361   1,185,698   △9,662  

    利益剰余金合計   1,762,886 46.2  1,752,814 42.4  △10,071 

 ４ 自己株式   △35,316 △0.9  △17,646 △0.4  17,670 

   株主資本合計   2,531,113 66.3  2,540,571 61.4  9,458 

Ⅱ 評価・換算差額等          

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
  △16,196 △0.4  △38,475 △0.9  △22,278 

   評価・換算差額等合計   △16,196 △0.4  △38,475 △0.9  △22,278 

   純資産合計   2,514,917 65.9  2,502,096 60.5  △12,820 

   負債純資産合計   3,814,548 100.0  4,137,932 100.0  323,383 
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(2) 損益計算書 
 

  

前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

至 平成20年９月30日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高          

 １ 製品売上高  6,066,468   6,475,326   408,858  

 ２ 商品売上高  17,749 6,084,218 100.0 24,507 6,499,833 100.0 6,757 415,615 

Ⅱ 売上原価          

 １ 当期製品製造原価  4,907,738   5,178,136   270,397  

 ２ 製品売上原価  4,907,738   5,178,136   270,397  

 ３ 期首商品たな卸高  ―   4,009   4,009  

 ４ 当期商品仕入高  19,750   15,425   △4,325  

   合計  19,750   19,435   △315  

 ５ 期末商品たな卸高  4,009   ―   △4,009  

 ６ 商品売上原価  15,741 4,923,480 80.9 19,435 5,197,571 80.0 3,693 274,091 

   売上総利益   1,160,737 19.1  1,302,262 20.0  141,524 

Ⅲ 販売費及び一般管理費          

 １ 広告宣伝費  5,733   3,339   △2,394  

 ２ 役員報酬  93,020   93,590   570  

 ３ 給料及び賞与  195,168   216,249   21,081  

 ４ 賞与引当金繰入額  30,188   31,120   932  

 ５ 役員賞与引当金繰入額  17,630   18,836   1,206  

 ６ 退職給付費用  7,696   7,387   △308  

  ７ 役員退職慰労引当金 

   繰入額 
 ―   9,363   9,363  

 ８ 福利費  48,638   52,327   3,688  

 ９ 旅費交通費  10,473   11,718   1,245  

 10 支払手数料  38,986   37,137   △1,848  

 11 交際費  10,329   5,862   △4,466  

 12 募集費  24,540   29,626   5,086  

 13 不動産賃借料  62,783   63,816   1,033  

 14 リース料  94   52   △42  

 15 研究開発費 ※１ 10,400   54,715   44,315  

 16 減価償却費  19,894   22,079   2,184  

 17 その他  98,159 673,736 11.1 104,497 761,722 11.7 6,337 87,986 

   営業利益   487,001 8.0  540,539 8.3  53,538 
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前事業年度 

(自 平成18年10月１日 

至 平成19年９月30日) 

当事業年度 

(自 平成19年10月１日 

至 平成20年９月30日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息  1,532   5,356   3,824  

 ２ 受取配当金  14,201   14,417   215  

 ３ 保険事務取扱手数料  1,664   1,734   70  

 ４ 保険金収入  7,869   754   △7,114  

 ５ 有価証券評価益  4,616   6,596   1,980  

 ６ 有価証券売却益  ―   1,764   1,764  

 ７ 雑収入  489 30,372 0.5 3,660 34,285 0.5 3,171 3,912 

Ⅴ 営業外費用          

 １ 過年度加算税等  ―   3,330   3,330  

 ２ 訴訟費用  ―   1,500   1,500  

 ３ 雑損失  61 61 0.0 60 4,891 0.1 0 4,830 

   経常利益   517,312 8.5  569,933 8.7  52,620 

Ⅵ 特別利益          

 １ 貸倒引当金戻入益  538 538 0.0 ― ― ― △538 △538 

Ⅶ 特別損失          

 １ 固定資産廃棄損 ※２ 110   635   524  

 ２ 固定資産売却損 ※３ 5,027   ―   △5,027  

 ３ 役員退職慰労引当金 

   繰入額 
 ―   63,917   63,917  

 ４ 訴訟和解費用 ※４ ―   20,000   20,000  

 ５ 投資有価証券評価損  49,967   177,011   127,043  

 ６ 投資有価証券売却損  2,224 57,330 1.0 ― 261,563 4.0 △2,224 204,233 

   税引前当期純利益   460,521 7.5  308,369 4.7  △152,152 

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 171,195   318,365   147,169  

   法人税等追徴税額  ―   23,466   23,466  

   法人税等調整額  44,386 215,581 3.5 △114,392 227,439 3.5 △158,778 11,857 

   当期純利益   244,939 4.0  80,930 1.2  △164,009 
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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 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 
 

 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 4,542 393,579 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当 ― ― ― ― 

 当期純利益 ― ― ― ― 

 自己株式の処分 ― ― 2,088 2,088 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― 

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 2,088 2,088 

平成19年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 6,631 395,668 

 

 

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 
特別償却 
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年９月30日残高(千円) 42,116 2,076 525,000 1,016,267 1,585,459 △54,752 2,332,161 

事業年度中の変動額        

 剰余金の配当 ― ― ― △67,513 △67,513 ― △67,513 

 当期純利益 ― ― ― 244,939 244,939 ― 244,939 

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 19,436 21,525 

 特別償却準備金の取崩 ― △1,667 ― 1,667 ― ― ― 

事業年度中の変動額合計(千円) ― △1,667 ― 179,093 177,426 19,436 198,951 

平成19年９月30日残高(千円) 42,116 409 525,000 1,195,361 1,762,886 △35,316 2,531,113 

 

 
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９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,396,627 

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △67,513 

 当期純利益 ― ― 244,939 

 自己株式の処分 ― ― 21,525 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― 
 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△80,662 △80,662 △80,662 

事業年度中の変動額合計(千円) △80,662 △80,662 118,289 

平成19年９月30日残高(千円) △16,196 △16,196 2,514,917 
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当事業年度(自 平成 19 年 10 月１日 至 平成 20 年９月 30 日) 

 

 

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 6,631 395,668 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当 ― ― ― ― 

 当期純利益 ― ― ― ― 

 自己株式の処分 ― ― 1,860 1,860 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― 

 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) ― ― 1,860 1,860 

平成20年９月30日残高(千円) 407,874 389,037 8,491 397,528 

 

 

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 
特別償却 
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成19年９月30日残高(千円) 42,116 409 525,000 1,195,361 1,762,886 △35,316 2,531,113 

事業年度中の変動額        

 剰余金の配当 ― ― ― △91,001 △91,001 ― △91,001 

 当期純利益 ― ― ― 80,930 80,930 ― 80,930 

 自己株式の処分 ― ― ― ― ― 17,670 19,530 

 特別償却準備金の取崩 ― △409 ― 409 ― ― ― 

 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) ― △409 ― △9,662 △10,071 17,670 9,458 

平成20年９月30日残高(千円) 42,116 ― 525,000 1,185,698 1,752,814 △17,646 2,540,571 

 

 
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９月30日残高(千円) △16,196 △16,196 2,514,917 

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △91,001 

 当期純利益 ― ― 80,930 

 自己株式の処分 ― ― 19,530 

 特別償却準備金の取崩 ― ― ― 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△22,278 △22,278 △22,278 

事業年度中の変動額合計(千円) △22,278 △22,278 △12,820 

平成20年９月30日残高(千円) △38,475 △38,475 2,502,096 
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

前事業年度は、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたので、当事業年度に係る

キャッシュ・フロー計算書のみを記載しております。 
 

  
当事業年度 

(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30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   

 １ 税引前当期純利益  308,369 

 ２ 減価償却費  22,911 

 ３ 賞与引当金の増加額  40,000 

 ４ 役員賞与引当金の増加額  1,206 

 ５ 貸倒引当金の減尐額  △13,970 

 ６ 退職給付引当金の増加額  15,880 

 ７ 役員退職慰労引当金の増加額  73,280 

 ８ 受取利息及び受取配当金  △19,773 

 ９ 固定資産廃棄損  635 

 10 会員権売却損  30 

 11 投資有価証券評価損  177,011 

 12 売上債権の増加額  △34,069 

 13 たな卸資産の増加額  △9,315 

 14 その他資産の増加額  △7,434 

 15 仕入債務の増加額  13,271 

 16 未払金の増加額  52,905 

 17 未払消費税等の減尐額  △19,946 

 18 その他負債の増加額  7,633 

    小計  608,626 

 19 利息及び配当金の受取額  19,585 

 20 法人税等の支払額  △192,021 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  436,190 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 有価証券取得による支出  △195,427 

 ２ 固定資産取得による支出  △25,154 

 ３ 投資有価証券取得による支出  △25,000 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △245,581 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 新株予約権行使による収入  19,530 

 ２ 配当金の支払額  △90,827 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △71,297 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  119,311 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,191,746 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,311,058 
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(5) 重要な会計方針 
 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 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 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 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 

(1) 商品、製品及び仕掛品 

個別法による原価法 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品、製品及び仕掛品 

同左 

(2) 原材料 

最終仕入原価法 

(2) 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 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物 ３年～50年 

器具及び備品 ３年～20年 

（会計処理の変更） 

平成19年４月１日以降取得した有形固定資産の

減価償却の方法については、平成19年度の税制改

正により導入された減価償却の方法により減価償

却費を計上しております。なお、この変更による

損益に与える影響は軽微であります。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物 ３年～50年 

器具及び備品 ３年～20年 

（追加情報） 

当事業年度から、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可能限度額まで償却が

終了した翌年から５年間で均等償却する方法によ

っております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微であ

ります。 

(2) 無形固定資産 

定額法 

ただし、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

(３年)に基づく均等償却額を比較し、いずれか大

きい額を計上しております。 

自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づく定額法によって

おります。 

(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

等の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。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見

込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 
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前事業年度 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

(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、当事業年度における支給見込額を計上してお

ります。 

(3) 役員賞与引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末に

おいて発生している額を計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(５年)による定

額法により、翌期から費用処理しております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

（追加情報） 

役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として

処理しておりましたが、「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員

退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会 平成19年４月13日 監査・保

証実務委員会報告第42号）が発表されたことを機

に、「役員退職慰労金規程」の整備見直しを当下

期に行った結果、役員退職慰労金が合理的に計算

できることとなったため、事業年度末要支給額を

役員退職慰労引当金として計上しております。 

これにより、当期発生額9,363千円は販売費及び

一般管理費へ、過年度分相当額63,917千円は特別

損失に計上しております。この結果、営業利益及

び経常利益は9,363千円、税引前当期純利益及び当

期純利益は73,280千円それぞれ減尐しておりま

す。 

５ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

―――――― 

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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以

内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅尐なリスクしか負わない短期的な投資であり

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方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。 

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方法 

同左 

 



 
 

㈱インフォメーションクリエーティブ（証券コード）4769  平成 20 年９月期 決算短信（非連結） 
 

―18― 

(6) 重要な会計方針の変更 

(会計処理の変更) 

該当事項はありません。 

(表示方法の変更) 

該当事項はありません。 

(7) 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成19年９月30日) 

当事業年度 
(平成20年９月30日) 

―――――― 

 

―――――― 

 

(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

※１ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 10,400千円 
 

※１ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 54,715千円 
 

※２ 固定資産廃棄損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

器具及び備品 110千円 
 

※２ 固定資産廃棄損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

器具及び備品 635千円 
 

※３ 固定資産の売却損は、厚生施設の売却によるも

のであります。 

―――――― 

 

―――――― ※４ 訴訟和解費用は、元従業員の遺族より提起され

ておりました係争事案の和解に伴う当社負担金額

であります。なお、和解は平成20年10月21日に成

立いたしました。 
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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 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減尐 当事業年度末 

普通株式（株） 115,394 ― 41,000 74,394 
 
  （変動事由の概要） 

  減尐数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   ストックオプションの行使による減尐   41,000 株  
 

当事業年度（自 平成 19 年 10 月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減尐 当事業年度末 

普通株式(株) 3,866,135 ― ― 3,866,135 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減尐 当事業年度末 

普通株式(株) 74,394 ― 37,200 37,194 
 

  （変動事由の概要） 

  減尐数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   ストックオプションの行使による減尐   37,200 株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 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12月19日 
定時株主総会 

普通株式 91,001 24 平成19年９月30日 平成19年12月20日 

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
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20年12月18日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 84,236 22 平成20年９月30日 平成20年12月19日 
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

前事業年度については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、当事業年度

に係る注記事項のみを記載しております。 
 

当事業年度 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

１ 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 

現金及び預金勘定 1,009,776千円 

有価証券勘定 496,708千円 

       計 1,506,485千円 

株式投資信託 △195,427千円 

現金及び現金同等物 1,311,058千円 
  

 

(リース取引関係) 
 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 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(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 

前事業年度 
平成19年９月30日 

取得原価(千円) 
決算日における 

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 
 株式 

 
 

248,362 

 
 

319,337 

 
 

70,974 
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの 
 株式 

 
 

469,657 

 
 

371,370 

 
 

△98,287 

合計 718,020 690,707 △27,312 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当事業年度において減損処理を行い、特別

損失「投資有価証券評価損」49,967 千円を計上しております。 

なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は事業年度末日における時価の簿価に対する下落率が 50％以

上の銘柄について、一律減損処理をしております。下落率が 30～50％の株式の減損にあたっては、個別

銘柄ごとに、当該事業年度末日より前１年間の各日の時価の平均が 30％以上下落している銘柄について、

減損処理をしております。 

 

２ 前事業年度中に売却したその他有価証券 

 

区分 
前事業年度 

(自 平成18年10月１日 
 至 平成19年９月30日) 

売却額（千円） 4,201 

売却益の合計額（千円） ― 

売却損の合計額（千円） 2,224 

 

３ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
前事業年度 

平成19年９月30日 

その他有価証券 貸借対照表計上額(千円) 

中期国債ファンド 100,444 

公社債投資信託 230,541 

匿名組合出資金 50,000 

計 380,986 

 

４ 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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当事業年度(自 平成 19 年 10 月１日 至 平成 20 年９月 30 日) 

 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 

当事業年度 
平成20年９月30日 

取得原価(千円) 
決算日における 

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 119,964 135,437 15,473 

② その他 ― ― ― 

小計 119,964 135,437 15,473 

貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの 

   

① 株式 441,045 364,089 △76,955 

② その他 25,000 21,600 △3,400 

小計 466,045 385,689 △80,355 

合計 586,009 521,126 △64,882 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。又、当事業年度において、その他有価証券で時

価のある株式について 157,011 千円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたり、時価のある銘柄は事業年度末日における時価の簿価に対する下落率が 50％以

上の銘柄について、一律減損処理をしております。下落率が 30～50％の株式の減損にあたっては、個別

銘柄ごとに、当該事業年度末日より前１年間の各日の時価の平均が 30％以上下落している銘柄について、

減損処理をしております。 

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

 

区分 
当事業年度 

(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売却額（千円） 202,836 

売却益の合計額（千円） 1,764 

売却損の合計額（千円） ― 

 

３ 時価評価されていない有価証券 
 

区分 
当事業年度 

平成20年９月30日 

その他有価証券 貸借対照表計上額(千円) 

中期国債ファンド 100,808 

公社債投資信託 200,472 

株式投資信託 195,427 

匿名組合出資金 31,583 

計 528,291 

 

４ 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) 

前事業年度については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、当事業年度

に係る注記事項のみを記載しております。 

当事業年度(自 平成 19 年 10 月１日 至 平成 20 年９月 30 日) 

当社はデリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

(持分法投資損益等) 
 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

前事業年度については、連結財務諸表を作成してい

たため、記載しておりません。 

当社は関連会社がありませんので、該当事項はあり

ません。 

 

(関連当事者との取引) 

当事業年度(自 平成 19 年 10 月１日 至 平成 20 年９月 30 日) 

 該当事項はありません。 
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(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成19年９月30日) 

当事業年度 
(平成20年９月30日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 
(繰延税金資産) 

賞与引当金損金算入限度超過額 145,706千円 

未払事業税 9,062千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 8,528千円 

退職給付引当金損金算入限度超過額 85,008千円 

投資有価証券評価損 8,764千円 

一括償却資産償却額 1,159千円 

未払費用 15,845千円 

減価償却費の償却超過額 1,931千円 

投資有価証券減損 20,336千円 

その他 5,532千円 

繰延税金資産小計 301,876千円 

評価性引当金 △34,155千円 

繰延税金資産合計 267,720千円 

(繰延税金負債)  

特別償却準備金 △287千円 

その他有価証券評価差額金 11,116千円 

繰延税金負債合計 10,828千円 

繰延税金資産の純額 278,548千円 
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 
(繰延税金資産) 

賞与引当金 161,986千円 

未払事業税 20,358千円 

貸倒引当金 2,842千円 

退職給付引当金 91,471千円 

投資有価証券評価損 16,904千円 

一括償却資産償却額 1,650千円 

未払費用 17,909千円 

減価償却資産償却額 27,506千円 

投資有価証券減損 84,240千円 

訴訟和解金 8,140千円 

未払賞与 35,490千円 

役員退職慰労引当金 29,824千円 

役員賞与引当金 7,666千円 

その他 4,907千円 

繰延税金資産小計 510,899千円 

評価性引当金 △129,074千円 

繰延税金資産合計 381,824千円 

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 26,407千円 

繰延税金負債合計 26,407千円 

繰延税金資産の純額 408,232千円 
  

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 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

1.0 

受取配当金等永久に益金に算入 
されない項目 

△0.6 

住民税均等割 0.2 

評価性引当金 4.3 

その他 1.2 

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

46.8 

  

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 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

1.1 

受取配当金等永久に益金に算入 
されない項目 

△1.0 

住民税均等割 0.5 

評価性引当金 30.8 

法人税等追徴税額 1.3 

その他 0.4 

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

73.8 
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(退職給付関係) 
 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

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、適格退職年金制

度を設けております。 

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、適格退職年金制

度を設けております。 

２ 退職給付債務及びその内訳(平成19年９月30日) 

(1) 退職給付債務 △640,109千円 

(2) 年金資産 431,294千円 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △208,814千円 

(4) 未認識数理計算上の差異 △51千円 

(5) 退職給付引当金(3)＋(4) △208,865千円 

  

２ 退職給付債務及びその内訳(平成20年９月30日) 

(1) 退職給付債務 △707,116千円 

(2) 年金資産 491,328千円 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △215,787千円 

(4) 未認識数理計算上の差異 △8,959千円 

(5) 退職給付引当金(3)＋(4) △224,746千円 

  

３ 退職給付費用の内訳 

(1) 勤務費用 55,897千円 

(2) 利息費用 9,298千円 

(3) 期待運用収益 △2,935千円 

(4) 
数理計算上の差異の 
費用処理額 

24,496千円 

(5) 
退職給付費用 
(1)＋(2)＋(3)＋(4) 

86,756千円 

  

３ 退職給付費用の内訳 

(1) 勤務費用 55,254千円 

(2) 利息費用 9,601千円 

(3) 期待運用収益 △3,234千円 

(4) 
数理計算上の差異の 
費用処理額 

20,630千円 

(5) 
退職給付費用 
(1)＋(2)＋(3)＋(4) 

82,252千円 

  
４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 割引率 1.50％ 

(2) 期待運用収益率 0.75％ 

(3) 
退職給付見込額の 
期間配分方法 

期間定額基

準 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 ― 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 ５年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法により、翌期か

ら費用処理しております。) 

    

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 割引率 1.50％ 

(2) 期待運用収益率 0.75％ 

(3) 
退職給付見込額の 
期間配分方法 

期間定額基

準 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 ― 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 ５年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法により、翌期か

ら費用処理しております。) 
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(ストック・オプション等関係) 

前事業年度については、連結財務諸表における注記事項として記載していたため、当事業年度

に係る注記事項のみを記載しております。 

当事業年度(自 平成 19 年 10 月１日 至 平成 20 年９月 30 日) 

当事業年度においてはストック・オプションを付与しておりませんので、該当事項はありませ

ん。 

 

(企業結合等関係) 

前事業年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

 該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成 19 年 10 月１日 至 平成 20 年９月 30 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10月１日 
至 平成19年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

１株当たり純資産額 663円26銭 
 

１株当たり純資産額 653円47銭 
 

１株当たり当期純利益 65円26銭 
 

１株当たり当期純利益 21円18銭 
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

64円18銭 

  

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

21円13銭 

  
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
 

項目 
前事業年度 

(平成19年９月30日) 
当事業年度 

(平成20年９月30日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額 2,514,917千円 2,502,096千円 

普通株式に係る純資産額 2,514,917千円 2,502,096千円 

差額の主な内訳 ― ― 

普通株式の発行済株式数 3,866千株 3,866千株 

普通株式の自己株式数 74千株 37千株 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数 
3,791千株 3,828千株 

 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

損益計算書上の当期純利益 244,939千円 80,930千円 

普通株式に係る当期純利益 244,939千円 80,930千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 ― ― 

普通株式の期中平均株式数 3,753千株 3,821千株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に
用いられた当期純利益調整額の主要な内訳 

― ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳 

  

 新株予約権 63千株 8千株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要 

― ― 
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(重要な後発事象) 
 

前事業年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日) 

 該当事項はありません。  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 代表者の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動（平成 20 年 12 月 18 日付予定） 

（新任監査役候補） 

常勤監査役 川瀬 俊一（現 当社嘱託社員） 

（退任予定監査役） 

監査役 堀越 直光 
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(参考) 

連結財務諸表 

連結子会社であったグローバルテクノロジーアライアンス株式会社は平成 19 年３月 15 日付けで清

算結了したため、連結子会社がなくなりました。 

このため、前連結会計年度においては、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャ

ッシュ・フロー計算書を作成しておりますが、連結貸借対照表は作成しておりません。 

(1) 連結貸借対照表 

該当事項はありません。 

(2) 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   6,084,218 100.0 
Ⅱ 売上原価   4,923,480 80.9 

   売上総利益   1,160,737 19.1 
Ⅲ 販売費及び一般管理費     
 １ 広告宣伝費  5,733   

 ２ 役員報酬  93,020   
 ３ 給料及び賞与  195,122   
 ４ 賞与引当金繰入額  30,188   

 ５ 役員賞与引当金繰入額  17,630   
 ６ 退職給付費用  7,696   
 ７ 福利費  48,818   
 ８ 支払手数料  39,003   

 ９ 不動産賃借料  62,783   
 10 研究開発費 ※１ 10,400   
 11 減価償却費  20,038   

 12 その他  143,728 674,163 11.1 

   営業利益   486,574 8.0 
Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  1,532   
 ２ 受取配当金  14,201   
 ３ 有価証券評価益  4,616   
 ４ 保険事務取扱手数料  1,664   

 ５ 保険金収入  7,869   
 ６ 雑収入  1,584 31,469 0.5 

Ⅴ 営業外費用     

 １ 為替差損  14   
 ２ 雑損失  61 76 0.0 

   経常利益   517,966 8.5 

Ⅵ 特別損失     
 １ 固定資産廃棄損 ※２ 335   
 ２ 固定資産売却損 ※３ 5,027   

 ３ 投資有価証券売却損  2,224   
 ４ 投資有価証券評価損  49,967 57,554 0.9 

   税金等調整前当期純利益   460,412 7.6 

   法人税、住民税及び事業税  171,595   
   法人税等調整額  24,876 196,471 3.3 

   当期純利益   263,940 4.3 
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 
 

 

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年９月30日残高(千円) 407,874 393,579 1,566,458 △54,752 2,313,161 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当 ― ― △67,513 ― △67,513 

 当期純利益 ― ― 263,940 ― 263,940 

 自己株式の処分 ― 2,088 ― 19,436 21,525 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

― 2,088 196,427 19,436 217,952 

平成19年９月30日残高(千円) 407,874 395,668 1,762,886 △35,316 2,531,113 

 

 
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９月30日残高(千円) 64,465 64,465 2,377,626 

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当 ― ― △67,513 

 当期純利益 ― ― 263,940 

 自己株式の処分 ― ― 21,525 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△80,662 △80,662 △80,662 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△80,662 △80,662 137,290 

平成19年９月30日残高(千円) △16,196 △16,196 2,514,917 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30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   

 １ 税金等調整前当期純利益  460,412 

 ２ 減価償却費  20,904 

 ３ 賞与引当金の増加額  29,000 

 ４ 役員賞与引当金の増加額  6,410 

 ５ 貸倒引当金の減尐額  △1,847 

 ６ 退職給付引当金の増加額  39,206 

 ７ 受取利息及び受取配当金  △15,734 

 ８ 固定資産廃棄損  335 

 ９ 固定資産売却損  5,027 

 10 投資有価証券売却損  2,224 

 11 投資有価証券評価損  49,967 

 12 売上債権の増加額  △73,109 

 13 たな卸資産の減尐額  4,343 

 14 その他資産の減尐額  150,709 

 15 仕入債務の減尐額  △21,527 

 16 未払金の増加額  34,439 

 17 未払消費税等の増加額  33,367 

 18 その他負債の増加額  811 

    小計  724,938 

 19 利息及び配当金の受取額  15,728 

 20 法人税等の支払額  △194,992 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  545,674 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 固定資産の売却による収入  9,534 

 ２ 固定資産の取得による支出  △41,724 

 ３ 投資有価証券の売却による収入  4,201 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △27,988 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 新株予約権の行使による収入  21,525 

 ２ 配当金の支払額  △67,521 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △45,996 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減尐)  471,689 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  720,057 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,191,746 
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(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数   ―社 

連結子会社の名称  ― 

前連結会計年度において連結子会社であったグローバルテクノロジーアライ

アンス株式会社は、平成19年３月15日に清算結了したため、当連結会計年度末

には連結子会社はありません。したがって連結財務諸表のうち、連結損益計算

書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書は作成して

おりますが、連結貸借対照表は作成しておりません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

関連会社がありませんので、記載しておりません。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

決算日が連結決算日と異なる場合の内容等 

グローバルテクノロジーアライアンス株式会社は平成19年３月15日に清算結

了しましたので、連結子会社の最後の事業年度は平成18年10月１日から平成19

年３月15日までとなっております。 

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 その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度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 

ａ 商品、製品及び仕掛品 

個別法による原価法 

ｂ 原材料 

最終仕入原価法 

(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 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 ３～50年 

器具及び備品 ３～20年 

（会計処理の変更） 

 平成19年４月１日以降取得した有形固定資産の減価償却の方法につ

いては、平成19年度の税制改正により導入された減価償却の方法によ

り減価償却費を計上しております。なお、この変更による損益に与え

る影響は軽微であります。 

② 無形固定資産 

定額法 

ただし、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(３年)に基づく均等償却額を比較し、い

ずれか大きい額を計上しております。 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっております。 
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前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

当社は、従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額を計上し

ております。 

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、当連結会計年度にお

ける支給見込額を計上しております。 

④ 退職給付引当金 

当社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計期間末におい

て発生していると認められる額を計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)による定額法により、翌連結会計年度より費用処理し

ております。 

(4) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

５ 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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅尐なリスクしか負

わない短期的な投資であります。   
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(6) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

該当事項はありません。 

(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、10,400千円であります。 

※２ 固定資産廃棄損の内容は、次のとおりであります。 

器具及び備品 335千円 
  

※３ 固定資産の売却損は、厚生施設の売却によるものであります。 

 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度（自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減尐 当連結会計年度末 

普通株式(株) 3,866,135 ― ― 3,866,135 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減尐 当連結会計年度末 

普通株式(株) 115,394 ― 41,000 74,394 
 
（変動事由の概要） 

減尐数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 ストックオプションの行使による減尐   41,000 株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

４ 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12月20日 
定時株主総会 

普通株式 67,513 18 平成18年９月30日 平成18年12月21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 配当の原資 
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12月19日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 91,001 24 平成19年９月30日 平成19年12月20日 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１ 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 

現金及び預金勘定 860,759千円 

有価証券勘定 330,986千円 

       計 1,191,746千円 

現金及び現金同等物 1,191,746千円 
  

 

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

 

 
ソフトウェ

ア開発 
システム運

用 

ネットワー
クソリュー

ション 
その他 計 

消去又は 
全社 

連結 

 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

2,794,711 2,086,010 955,131 248,364 6,084,218 ― 6,084,218 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― 

計 2,794,711 2,086,010 955,131 248,364 6,084,218 ― 6,084,218 

営業費用 2,321,021 1,752,827 805,681 277,484 5,157,015 440,628 5,597,643 

営業利益又は 
営業損失(△) 

473,689 333,183 149,449 △29,120 927,202 (440,628) 486,574 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

       

資産 ― ― ― ― ― ― ― 

減価償却費 7,085 5,997 2,381 4,631 20,095 808 20,904 

資本的支出 ― ― ― ― ― ― ― 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の内容 
(1)ソフトウェア開発事業 ソフトウェアの開発 

(2)システム運用事業 システムの運用 

(3)ネットワークソリューション事業 ネットワークの設計及び構築 

(4)その他事業 自社製パッケージソフトウェアの販売及びその保守,ASPサービ
ス,ハードウェア設計,商品の販売 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、440,628 千円であり、そ

の主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 当連結会計年度は、連結貸借対照表を作成しておりませんので、資産及び資本的支出についての記載

をしておりません。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

３ 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 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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(リース取引関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。 

 

(関連当事者との取引) 

前連結会計年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

 該当事項はありません。 

 

(税効果会計関係) 
 

前連結会計年度 
(平成19年９月30日) 

１ 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 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.6 

住民税均等割 0.3 

税額控除 △0.4 

評価性引当金 4.2 

その他 △2.5 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.7 
  

 

 

(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

当連結会計年度については、連結貸借対照表を作成しておりませんので、財務諸表の注記事項

として記載しております。 

 

(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

当グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

(退職給付関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

 当連結会計年度については、連結貸借対照表を作成しておりませ

んので、財務諸表の注記事項として記載しております。 
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(ストック・オプション等関係) 

前連結会計年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 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 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年12月19日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役６名 
当社従業員186名 

株式の種類及び付与数 普通株式 370,000株(上限) 

付与日 平成15年９月１日 

権利確定条件 
付与日(平成15年９月１日)以降、権利確定日(平成16年12月20日)まで
継続して勤務していること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成16年12月20日～平成19年12月19日 

(注) １ 「付与対象者の区分及び人数」及び「株式の種類及び付与数」については、付与日時点における人数

及び株式数を記載しております。 

２ 付与数は、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 

① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年12月19日 

権利確定後  

 期首(株) 260,600 

 権利確定(株) ― 

 権利行使(株) 41,000 

 失効(株) 6,400 

 未行使残(株) 213,200 

② 単価情報 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成14年12月19日 

権利行使価格(円) 525 

行使時平均株価(円) 698 

公正な評価単価(付与日)(円) ― 
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(企業結合等関係) 

前連結会計年度(自 平成 18 年 10 月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

 該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

１株当たり純資産額 ― 

１株当たり当期純利益 70円32銭 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

69円16銭 
 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
 

項目 
前連結会計年度 

(平成19年９月30日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 ― 

普通株式に係る純資産額 ― 

差額の主な内訳 ― 

普通株式の発行済株式数 ― 

普通株式の自己株式数 ― 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 ― 

 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

連結損益計算書上の当期純利益 263,940千円 

普通株式に係る当期純利益 263,940千円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 ― 

普通株式の期中平均株式数 3,753千株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
当期純利益調整額の主要な内訳 

― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳 

 

 新株予約権 63千株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

― 

 

(重要な後発事象) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

 

 




