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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 9,545 3.3 847 △17.5 866 △17.0 308 △48.0

20年3月期 9,243 5.5 1,026 2.5 1,043 2.8 593 1.7

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 ％ ％ ％

21年3月期 39.55 ― 5.0 10.6 8.9
20年3月期 76.08 ― 9.7 12.8 11.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 8,095 6,171 76.2 791.38
20年3月期 8,218 6,223 75.7 797.79

（参考） 自己資本   21年3月期  6,171百万円 20年3月期  6,223百万円

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

21年3月期 570 △215 △310 2,814
20年3月期 500 △860 △306 2,769

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 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 19.00 ― 20.00 39.00 304 51.3 5.0
21年3月期 ― 19.50 ― 20.00 39.50 308 99.9 5.0

22年3月期 
（予想）

― 19.50 ― 20.00 39.50 62.9

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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

4,550 △5.7 150 △65.3 160 △63.7 95 △61.9 12.18

通期 9,700 1.6 810 △4.4 830 △4.2 490 58.8 62.83
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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、24ページ（1株当たり情報）をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 8,264,850株 20年3月期 8,264,850株

② 期末自己株式数 21年3月期  467,003株 20年3月期  463,915株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１.業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数
値と異なる場合があります。なお、業績予想に関連する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 

①当期の経営成績 

 当期におけるわが国経済は、米国に端を発した金融不安による世界経済の減速や急激な円高の進行等によって、

輸出産業をはじめとする企業収益が大幅に減少し、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷を招く等、景気の後退感が一

段と強まってまいりました。 

 情報サービス産業におきましては、前半は大手企業の情報化投資が堅調に続いたことから市場は比較的底堅く推

移してまいりましたが、後半以降、顧客の情報化投資の見直しや凍結が顕在化する等、経営環境は厳しい状況とな

りました。 

 このような情勢のもと、当社では一括アウトソーシング事業を継続的に強化することで経営資源の集中を図ると

ともに、事業の中核を担うコアリーダーの育成やパートナー企業との連繋を強化し、生産性・収益性の向上に努め

てまいりました。 

 一方で、技術者育成に対するユーザーの要求水準も年々高まっており、これらに対応できる技術者育成のための

先行投資や後半以降の景気後退の影響による稼働率の低下等により、利益が圧迫される結果となりました。 

 この結果、当期の売上高は9,545百万円（前期比3.3％増）、経常利益は866百万円（前期比17.0％減）、当期純

利益は308百万円（前期比48.0％減）となりました。  

 部門別の営業状況は、次のとおりであります。 

（ネットワークサービス） 

 一括アウトソーシング事業を軸に事業の集中を図り、技術者確保と育成に努めた結果、エンドユーザーからの

需要が拡大し、売上高は5,707百万円（前期比8.1％増）となりました。 

（システム開発） 

 顧客における情報化投資の見直しや凍結の動きもありましたが、組込みソフト開発の案件拡大と受託開発の継

続的な受注拡大に努めた結果、売上高は2,546百万円（前期比1.2％増）となりました。 

（システム運用） 

 汎用系の運用、オペレーション業務は価格下落が続いていることから、汎用系技術からネットワーク系技術へ

の移行に取組んだ結果、売上高は1,140百万円（前期比6.6％減）となりました。 

（ＯＡサービス） 

 ＯＡサービスの常駐業務は、人材派遣会社との競業が多く価格競争が激しいことから、採算性と将来性を検討

しながら当事業の縮小を進めており、売上高は151百万円（前期比32.5％減）となりました。 

  

②次期の見通し 

 情報サービス産業においては、世界経済の低迷を背景とした景気の後退により、ユーザー企業の情報化投資の見

直しや凍結が顕在化する等、先行きは不透明な状況にあります。 

 あわせて技術水準の高度化とコストダウンの要求が強まり、優秀な技術者の獲得と価格競争がさらに激化し、厳

しい環境が続くものと思われます。 

 このような状況のもと、当社は、景況に比較的左右されない運用管理業務を中心としたネットワークサービスに

軸足をおき、優秀な人材の確保と技術者育成に注力するとともに、上流工程への移行と一括アウトソーシング事業

拡大による高付加価値化を進め、より一層の業績拡大を目指してまいります。 

 ネットワークサービス事業では、今後もシステムの構築や運用管理業務のアウトソーシング化が進み、堅調な需

要増が期待されております。当社では、これまで培ってきた多様な業種にわたる運用のノウハウを活かしながら、

当該事業への技術者の移行を進めるとともに、一括アウトソーシング体制による受注拡大を図り、事業の更なる付

加価値向上を目指してまいります。 

 システム開発事業では、企業による情報化投資の抑制や納期短縮化が強まり、これまで以上に高度な技術者の要

求が高まるものと思われます。当社では、コンサルティングから設計・開発・導入までの一連の業務に取組んでお

りますが、今後とも技術者の確保、育成に注力するとともに受託開発の積極的な推進等事業基盤の強化に努め、事

業拡大を図ってまいります。 

 なお、ＯＡサービス、システム運用事業については、採算性と将来性を鑑み事業を縮小し、先に掲げたネットワ

ークサービス事業及びシステム開発事業へ経営資源を集中いたします。 

 売上高は、9,700百万円（前期比1.6％増）、営業利益は、810百万円（前期比4.4％減）、経常利益は、830百万

円（前期比4.2％減）、当期純利益は490百万円（前期比58.8％増）をそれぞれ目指しております。 
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(2）財政状態に関する分析 

①資産・負債・純資産の状況  

 当事業年度末の総資産は8,095百万円となり、前事業年度末に比べ123百万円減少いたしました。流動資産は現金

及び預金の増加等から114百万円増加し、4,511百万円となりました。固定資産は長期性預金の減少等により237百

万円減少し、3,583百万円となりました。  

 負債につきましては1,924百万円となり、前事業年度末に比べ70百万円減少いたしました。これは主に流動負債

における未払法人税等の減少等によるものであります。 

 純資産につきましては6,171百万円となり、前事業年度末に比べて52百万円減少いたしました。これは主にその

他有価証券評価差額金の減少によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ44百万円増加し、2,814百万円となりまし

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570百万円（前年同期500百万円）となりました。これは主に、税引前当期純利

益739百万円の計上や、法人税等の支払額449百万円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215百万円（前年同期860百万円）となりました。これは主に、投資有価証券

750百万円の取得による支出や投資有価証券500百万円の償還による収入があったことによるものであります。  

（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310百万円（前年同期306百万円）となりました。これは主に、配当金の支払い

によるものであります。  

  

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

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。 

※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 

１．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）により計算しております。 

２．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額を使用しております。  

  

(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、株主の皆さまに対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識しており、経営基盤の強化と長期

的な収益の向上を維持するとともに、１株当たり配当金が継続的に増額するよう努めることを基本方針としており

ます。 

 この方針のもと当期の配当金については、期末配当を１株当たり20円とし、中間配当（１株当たり19.5円）と合

わせ、前期より0.5円増配の年39.5円（配当性向99.9％）とさせていただくことを予定しております。  

 次期の配当金については、１株当たり年39.5円（中間配当19.5円）とさせていただくことを予定しております。

 また、当社は株主優待制度を設けており、３月末現在の１単元以上の株主様に対して5,000円相当の「郵便局の

選べるギフト」券を贈呈する制度を実施しております。 

  

   平成17年３月 平成18年３月  平成19年３月  平成20年３月  平成21年３月  

 自己資本比率（％）    68.7  75.0    75.4    75.7    76.2

 時価ベースの自己資本比率（％）    111.4    147.4  119.1  91.6  77.1

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）    0.3    21.7    0.8    1.0    0.8

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）    221.3    3.4    86.3    57.1    68.5
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 最近の有価証券報告書（平成20年６月26日提出）における「事業の内容」から重要な変更がないため開示を省略し

ております。 

   

(4）事業等のリスク 

 当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項に

は、以下のようなものがあります。当社はこれらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生し

た場合の対応に努める所存であります。なお、文中、将来に関する事項は、本決算短信提出日現在において当社が

判断したものであり、また、当社の事業上のリスクの全てを網羅するものではありません。 

①外部環境の変化に対するリスク 

 当社が属する情報サービス産業は、ユーザーである個々の企業等の情報化投資に係る予算統制の影響を受けるこ

とから、経済情勢の変化等により事業環境が悪化した場合、経営成績に影響を与える可能性があります。また、業

界内部では大手コンピュータメーカー等が設計・開発から保守・運用までの一括した業務支援で参入する等、これ

まで以上に競争が激化しております。さらに、情報サービス産業は比較的参入障壁が低く、価格競争が生じやすい

業界となっていることから、従来型の技術サービスでは価格の低下に拍車がかかり、当社の経営成績に影響を与え

る可能性が考えられます。 

  

②システム運用部門について 

 当社のシステム運用部門は、平成21年３月期の実績で11.9％を占めていますが、大規模なシステム運用管理業務

が多く、システム運用ミスによるシステムダウンが起きれば、損害賠償を請求される可能性があります。当社で

は、日常的なチーム活動や定期的に実施する強化月間を通して、社員の技術力・意識の向上を図り、リスクの回避

に努めております。また、万が一に備え情報サービス賠償責任保険に加入しております。 

  

③システム開発部門について 

 当業界の開発需要は、一括請負契約による受託案件が多く、受注時の見積以上の作業工数増大等により赤字が計

上される場合があります。また、納品の遅延や最終的に納品できなかった場合には、損害賠償責任が発生する可能

性があります。当社のシステム開発部門は、平成21年３月期の実績で26.7％を占めていますが、比較的小型案件が

多く、赤字プロジェクトの発生リスクは少ないと考えております。当社では、開発に係る瑕疵保証に備えて情報サ

ービス賠償責任保険に加入しております。 

  

④特定の取引先への依存度について 

 当社のお取引先は、官公庁、電気、自動車、金融、保険等特定の産業分野にかたよらない上場企業を中心とした

優良企業であります。従って、主要お取引先への売上割合は最高でも10％未満であり、特定の取引先への依存度に

よる事業リスクは少ないと考えております。 

  

⑤情報漏洩について 

 当社は、業務を遂行するうえで顧客の個人情報を扱う場合があります。当社では、個人情報マネジメントシステ

ムを確立して個人情報の取扱いを厳格に管理しており、個人情報の管理体制が十分に整っている企業に与えられる

プライバシーマークを取得しております。しかしながら万が一、個人情報の外部への漏洩が生じた場合、損害賠償

を請求される可能性があります。当社ではこのリスクに備えて個人情報漏洩保険に加入しておりますが、当社の信

用の失墜を招くことにより、経営成績等に影響を与える可能性があります。 

  

⑥人的資源にかかわるリスク 

 当社の成長と利益は、人材に大きく依存しております。高度技術者の採用・育成が重要な経営課題となっており

ますが、情報サービス産業全体における人材不足は解消されておりません。人材の採用・育成または既存社員の流

出を防止できない場合は、当社の成長と利益に大きく影響する可能性があります。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、創業以来の哲学である「誠」を社是に掲げ、「365日 24時間体制」と「正社員のみによる万全のセキュ

リティ体制」でサービスを提供することを経営の基本理念としてまいりました。そして経営の基本方針として次の

三つを掲げ、企業の社会的責任を果たすとともに、不況・競争・変化に強く常に利益をあげる会社づくりに全力を

注ぎ、経営目標である「エクセレントカンパニー」の実現を目指しております。 

顧客満足・・・ＩＴ技術を通じての顧客利益の向上 

社員満足・・・会社を通じての豊かな暮らしと自己実現 

株主満足・・・企業価値の向上と利益還元 

(2）目標とする経営指標 

 当社は、企業価値の向上と株主資本の効率的運用により投資効率の高い経営を図るため、以下の指標を重要なも

のとして、目標設定をしております。 

①売上高経常利益率      12％以上 

②自己資本利益率（ＲＯＥ）  12％以上 

③配当性向          40％以上 

 これらを達成するために、高付加価値の実現と生産性の向上を基本方針として、成長性の高いソフトサービス分

野へシフトさせる事業構造改革に積極的に取り組んでおります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 経営目標である「エクセレントカンパニー」を実現するために、「主体性と自己責任の確立」、「優秀な人材の

育成」、「お客様に評価される高度なサービスの提供」、「ＣＳＲの強化」、「株主利益還元」の５つを重点経営

方針として、事業の成長と収益力を高め、企業価値の拡大に取組んでおります。 

①主体性と自己責任の確立 

 テーマに「意識改革」を掲げ、常に主体的な業務改善とスキルアップに努め、顧客に付加価値の高いサービスを

提供する。 

②優秀な人材の育成 

当社にとって重要な資源である優秀な人材の確保に向け 

イ．採用力の強化を図る。 

ロ．技術力とともにマネジメント能力、折衝力を備えた「コアリーダー」を育成する。 

ハ．ＩＴスキル標準（ＩＴＳＳ）の導入によるキャリア開発支援を通し、高度技術者を育成する。 

③お客様に評価される高度なサービスの提供 

 市場動向や顧客ニーズの把握に努めるとともに、信頼関係を構築しながら、より上流工程のサービス提供やアウ

トソーシング事業の拡大を図る。 

④ＣＳＲの強化 

 当社の事業モデルにおいては、情報セキュリティ体制を強化し、ミスや事故を起こさないことが顧客サービスの

基本となる。内部統制システムの適正運用をはじめ、コンプライアンスの徹底を図り、定期的な強化月間の実施や

勉強会を通じて社員のモラル教育を徹底し、健全な企業体質を構築・維持する。 

⑤株主利益還元 

 競争力の高い企業体質、事業の拡大、業務の効率化や業務改善によるコスト削減等により、常に「利益のあがる

会社」を実現し、株主への利益還元を果たす。 

(4）会社の対処すべき課題 

 事業拡大と高収益化の実現には、優秀な人材の確保・育成と技術力の向上が重要な課題となります。優秀な人材

の確保に向け効率的な採用活動を積極的に行うとともに、ＩＴスキル標準（ＩＴＳＳ）を基に高度技術者の育成及

び管理力、折衝力を備えたコアリーダーの育成を行い、当社の中枢人材の強化を図ります。また、上流工程へのシ

フト及びアウトソーシング事業の強化拡大を図り、より付加価値の高いサービスを提供してまいります。  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,769,319 2,914,039

売掛金 1,247,122 1,207,507

前払費用 48,034 53,236

繰延税金資産 321,858 329,295

その他 11,113 7,743

流動資産合計 4,397,448 4,511,822

固定資産   

有形固定資産   

建物 229,670 100,915

減価償却累計額 △112,844 △21,765

建物（純額） 116,825 79,150

工具、器具及び備品 120,087 107,533

減価償却累計額 △78,831 △71,686

工具、器具及び備品（純額） 41,256 35,846

土地 46,312 －

有形固定資産合計 204,393 114,996

無形固定資産   

ソフトウエア 12,754 12,102

電話加入権 4,670 4,670

無形固定資産合計 17,424 16,772

投資その他の資産   

投資有価証券 1,745,282 1,787,292

長期預金 1,000,000 800,000

賃貸不動産 － 224,642

減価償却累計額 － △106,270

賃貸不動産（純額） － 118,372

敷金及び保証金 243,744 267,370

保険積立金 448,917 389,386

前払年金費用 83,381 59,396

繰延税金資産 61,303 11,962

その他 16,569 17,934

投資その他の資産合計 3,599,198 3,451,714

固定資産合計 3,821,017 3,583,483

資産合計 8,218,466 8,095,305
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 480,000 480,000

未払金 77,258 59,402

未払費用 357,436 362,910

未払法人税等 232,828 152,827

未払消費税等 83,390 74,322

預り金 28,958 31,141

賞与引当金 650,000 678,000

その他 13,474 13,800

流動負債合計 1,923,347 1,852,403

固定負債   

役員退職慰労引当金 71,550 71,780

固定負債合計 71,550 71,780

負債合計 1,994,897 1,924,183

純資産の部   

株主資本   

資本金 733,360 733,360

資本剰余金   

資本準備金 623,845 623,845

その他資本剰余金 556 674

資本剰余金合計 624,401 624,519

利益剰余金   

利益準備金 144,000 144,000

その他利益剰余金   

別途積立金 4,090,000 4,090,000

繰越利益剰余金 1,055,888 1,056,294

利益剰余金合計 5,289,888 5,290,294

自己株式 △346,863 △349,739

株主資本合計 6,300,786 6,298,434

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,549 △47,545

土地再評価差額金 △79,767 △79,767

評価・換算差額等合計 △77,217 △127,312

純資産合計 6,223,568 6,171,121

負債純資産合計 8,218,466 8,095,305
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 9,243,493 9,545,946

売上原価 6,803,148 7,223,529

売上総利益 2,440,344 2,322,416

販売費及び一般管理費 ※  1,413,730 ※  1,474,960

営業利益 1,026,614 847,456

営業外収益   

受取利息 2,560 2,771

有価証券利息 7,200 10,971

受取配当金 11,785 6,193

賃貸不動産収入 － 7,066

助成金収入 1,441 4,062

保険事務手数料 717 1,352

雑収入 1,871 2,198

営業外収益合計 25,573 34,615

営業外費用   

支払利息 8,504 8,426

賃貸不動産費用 － 7,151

営業外費用合計 8,504 15,578

経常利益 1,043,682 866,493

特別利益   

投資有価証券売却益 20,650 1

受取保険金 723 －

特別利益合計 21,373 1

特別損失   

投資有価証券評価損 － 114,097

固定資産除却損 8,573 6,963

事務所移転費用 32,219 6,098

その他 － 166

特別損失合計 40,792 127,325

税引前当期純利益 1,024,263 739,168

法人税、住民税及び事業税 440,293 369,741

法人税等調整額 △9,626 60,931

法人税等合計 430,666 430,673

当期純利益 593,596 308,495
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（脚注） 

売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

１．材料費   － －            

２．労務費                          

給与    4,416,580        4,555,213      

賞与    564,741        613,452      

賞与引当金繰入額    587,152        607,791      

法定福利費    659,864        701,670      

その他    131,158        174,280      

計    6,359,496  93.5  6,652,407  92.1

３．外注加工費    254,201  3.7  354,497  4.9

４．経費                          

家賃    151,252        178,665      

賃借料    1,210        398      

旅費交通費    9,110        9,366      

減価償却費    1,139        1,092      

その他    26,739        27,101      

計    189,450  2.8  216,624  3.0

売上原価    6,803,148  100.0  7,223,529  100.0

                           

前事業年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

原価計算の方法 原価計算の方法 

 実際原価による個別原価計算 同左 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 733,360 733,360

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 733,360 733,360

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 623,845 623,845

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 623,845 623,845

その他資本剰余金   

前期末残高 380 556

当期変動額   

自己株式の処分 175 118

当期変動額合計 175 118

当期末残高 556 674

資本剰余金合計   

前期末残高 624,225 624,401

当期変動額   

自己株式の処分 175 118

当期変動額合計 175 118

当期末残高 624,401 624,519

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 144,000 144,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 144,000 144,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 4,090,000 4,090,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,090,000 4,090,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 766,606 1,055,888

当期変動額   

剰余金の配当 △304,314 △308,089

当期純利益 593,596 308,495

当期変動額合計 289,282 406

当期末残高 1,055,888 1,056,294

利益剰余金合計   

前期末残高 5,000,606 5,289,888

当期変動額   

剰余金の配当 △304,314 △308,089

当期純利益 593,596 308,495

当期変動額合計 289,282 406

当期末残高 5,289,888 5,290,294
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △342,988 △346,863

当期変動額   

自己株式の取得 △4,309 △3,692

自己株式の処分 434 815

当期変動額合計 △3,875 △2,876

当期末残高 △346,863 △349,739

株主資本合計   

前期末残高 6,015,203 6,300,786

当期変動額   

剰余金の配当 △304,314 △308,089

当期純利益 593,596 308,495

自己株式の取得 △4,309 △3,692

自己株式の処分 610 933

当期変動額合計 285,582 △2,352

当期末残高 6,300,786 6,298,434

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 139,122 2,549

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △136,572 △50,095

当期変動額合計 △136,572 △50,095

当期末残高 2,549 △47,545

土地再評価差額金   

前期末残高 △79,767 △79,767

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △79,767 △79,767

評価・換算差額等合計   

前期末残高 59,355 △77,217

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △136,572 △50,095

当期変動額合計 △136,572 △50,095

当期末残高 △77,217 △127,312

純資産合計   

前期末残高 6,074,558 6,223,568

当期変動額   

剰余金の配当 △304,314 △308,089

当期純利益 593,596 308,495

自己株式の取得 △4,309 △3,692

自己株式の処分 610 933

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △136,572 △50,095

当期変動額合計 149,010 △52,447

当期末残高 6,223,568 6,171,121
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 1,024,263 739,168

減価償却費 26,339 26,571

長期前払費用償却額 9,197 9,005

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,000 28,000

有形固定資産除却損 8,573 6,963

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,490 230

投資有価証券評価損益（△は益） － 114,097

投資有価証券売却損益（△は益） △20,650 △1

受取利息及び受取配当金 △21,545 △19,935

支払利息 8,504 8,426

賃貸不動産収入 － △7,066

賃貸不動産費用 － 7,151

売上債権の増減額（△は増加） △71,485 39,615

保険積立金の増減額（△は増加） △69,362 59,531

その他の資産の増減額（△は増加） △6,647 20,717

未払費用の増減額（△は減少） 26,412 5,473

未払消費税等の増減額（△は減少） 23,148 △9,068

その他の負債の増減額（△は減少） 9,368 △19,539

その他 △785 △1,025

小計 987,821 1,008,316

利息及び配当金の受取額 21,539 19,939

利息の支払額 △8,773 △8,331

法人税等の支払額 △499,771 △449,283

営業活動によるキャッシュ・フロー 500,816 570,641

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 △10,962 △56,742

投資有価証券の取得による支出 △949,187 △750,383

投資有価証券の売却による収入 30,040 25,153

投資有価証券の償還による収入 13,754 500,000

定期預金の預入による支出 － △900,000

定期預金の払戻による収入 － 1,000,000

賃貸不動産の賃貸による収入 － 7,501

賃貸不動産の管理による支出 － △3,801

敷金及び保証金の差入による支出 △18,325 △52,164

敷金及び保証金の回収による収入 80,387 19,506

その他 △5,785 △4,783

投資活動によるキャッシュ・フロー △860,077 △215,715

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の増減額（△は増加） △3,699 △2,758

配当金の支払額 △303,229 △307,447

財務活動によるキャッシュ・フロー △306,928 △310,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △666,190 44,720

現金及び現金同等物の期首残高 3,435,509 2,769,319

現金及び現金同等物の期末残高 2,769,319 2,814,039
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継続企業の前提に関する注記

 該当事項はありません。  

  

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

時価のないもの 

同左 

２．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。 

なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

定額法によっております。 

なお、償却期間については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によって

おります。 

(3）長期前払費用 

同左 

３．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、回収不能見込額を計上すること

にしております。なお、貸倒懸念債権

等については当期末において該当事項

はありません。 

(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、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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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  

(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及び年

金資産の見込額に基づき計上しており

ます。 

なお、数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（7年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生事業年度から費用処理すること

にしております。 

年金資産が退職給付債務を上回る部分

については、前払年金費用として固定

資産に計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  (4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

４．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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来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した

が、当事業年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、引き続き通常の賃貸

借処理に係る方法に準じた会計処理を適

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。 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

同左 

６．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 

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

  

前事業年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（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。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

― 

 （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

の運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

年間に亘り均等償却し、減価償却に含めて計上しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

― 

追加情報

前事業年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

― （賃貸不動産の計上区分の変更） 

 当社が保有する社員寮について、厚生施設として利用

する一方、設備の効率的運営のため、空室については賃

貸用物件として活用してまいりました。当事業年度にお

いて、賃貸用物件としての重要性の高まりを受け、主目

的を賃貸用として位置付けたことから、関連する表示科

目として、投資その他の資産に「賃貸不動産」、営業外

収益に「賃貸不動産収入」及び営業外費用に「賃貸不動

産費用」を新たに設定しております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

  

前事業年度
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号 最終改正 平成13年３月31日）に基づ

き、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額

金を純資産の部に計上しています。 

※１．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号 最終改正 平成13年３月31日）に基づ

き、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額

金を純資産の部に計上しています。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布 政令第119号）第２条第３号に定める土

地課税台帳（平成13年１月１日基準日）に登録さ

れている価格に、合理的な調整を行って算出して

おります。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布 政令第119号）第２条第３号に定める土

地課税台帳（平成13年１月１日基準日）に登録さ

れている価格に、合理的な調整を行って算出して

おります。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額 

△10,325千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末に

おける時価と再評価後の帳簿

価額との差額 

△12,471千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は３％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

97％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は３％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

97％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 141,486千円

給与 420,076千円

賞与引当金繰入額 62,848千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,490千円

家賃 276,228千円

減価償却費 25,199千円

退職給付費用 13,091千円

法定福利費 67,670千円

役員報酬 146,448千円

給与 457,124千円

賞与引当金繰入額 70,208千円

役員退職慰労引当金繰入額 11,830千円

家賃 278,089千円

減価償却費 25,476千円

退職給付費用 14,682千円

法定福利費 75,186千円
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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 

 （注）１．自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。 

２．自己株式の普通株式の減少は、単元未満株式の売渡し請求による減少分であります。 

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 

(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 

  
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  8,264,850  －  －  8,264,850

合計  8,264,850  －  －  8,264,850

自己株式         

普通株式（注）１、２  460,694  3,803  582  463,915

合計  460,694  3,803  582  463,915

（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22日 

定時株主総会 
普通株式  156,083  20.0 平成19年３月31日 平成19年６月25日

平成19年10月26日 

取締役会 
普通株式  148,231  19.0 平成19年９月30日 平成19年11月27日

（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25日 

定時株主総会 
普通株式  156,018 利益剰余金  20.0 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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 

 （注）１．自己株式の普通株式の増加は、単元未満株式の買取による増加分であります。 

２．自己株式の普通株式の減少は、単元未満株式の売渡し請求による減少分であります。 

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 

(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 

  

  
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  8,264,850  －  －  8,264,850

合計  8,264,850  －  －  8,264,850

自己株式         

普通株式（注）１、２  463,915  4,178  1,090  467,003

合計  463,915  4,178  1,090  467,003

（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20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  156,018  20.0 平成20年３月31日 平成20年６月26日

平成20年10月28日 

取締役会 
普通株式  152,070  19.5 平成20年９月30日 平成20年11月27日

（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21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  155,956 利益剰余金  20.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

  

現金及び預金勘定 2,769,319千円

有価証券勘定 －千円

現金及び現金同等物期末残高 2,769,319千円
  

現金及び預金勘定 2,914,039千円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金  

△100,000千円

現金及び現金同等物期末残高 2,814,039千円
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 該当事項はありません。 

（リース取引関係）

（有価証券関係）

前事業年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在） 

 （注）  なお、当社では有価証券個々の銘柄の時価の下落率が30％以上になった場合、時価が「著しく下落した」と

判断し、減損処理を行うことにしております。 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  
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 

株式  137,522  209,882  72,360

 債券 

国債・地方

債等 

 997,260  1,001,350  4,090

その他  －  －  －

小計  1,134,782  1,211,232  76,450

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

株式  139,846  116,060  △23,786

債券 

国債・地方

債等 

 200,000  193,240  △6,760

その他  266,133  224,550  △41,583

小計  605,979  533,850  △72,129

合計  1,740,761  1,745,082  4,321

  売却額   売却益の合計額   売却損の合計額

  30,040千円   20,650千円   －千円 

債券 1年以内 1年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

  国債・地方債等 500,000千円 700,000千円 －千円 －千円 
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

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

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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

当事業年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日現在） 

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

価のあるものについて114,097千円減損処理を行なっております。 

      当社では有価証券個々の銘柄の時価の下落率が30％以上になった場合、時価が「著しく下落した」と判断

し、減損処理を行うことにしております。 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  
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 

株式  65,445  73,615  8,170

 債券 

国債・地方

債等 

 997,260  1,002,750  5,490

その他  －  －  －

小計  1,062,705  1,076,365  13,660

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

株式  175,209  144,327  △30,882

債券 

国債・地方

債等 

 299,110  295,950  △3,160

その他  314,870  270,450  △44,420

小計  789,190  710,727  △78,463

合計  1,851,895  1,787,092  △64,802

  売却額   売却益の合計額   売却損の合計額

  16千円   1千円   －千円 

債券 1年以内 1年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

  国債・地方債等 1,300,000千円 －千円 －千円 －千円 

（デリバティブ取引関係）
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該当事項はありません。 

（退職給付関係）

  

前事業年度
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

(1)退職給付債務 △1,057,118千円 

(2)年金資産 1,104,133千円 

(3）未積立退職給付債務 

((1)+(2)) 
47,014千円 

(4)未認識数理計算上の差異 36,366千円 

(5)貸借対照表計上額の純額 83,381千円 

(6)前払年金費用 83,381千円 

(1)退職給付債務 △1,154,264千円 

(2)年金資産 955,290千円 

(3）未積立退職給付債務 

((1)+(2)) 
△198,973千円 

(4)未認識数理計算上の差異 258,369千円 

(5)貸借対照表計上額の純額 59,396千円 

(6)前払年金費用 59,396千円 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

(1)勤務費用 120,330千円 

(2)利息費用 19,775千円 

(3)期待運用収益(減算) △18,391千円 

(4)数理計算上の差異の費用

処理額 
8,928千円 

計 130,643千円 

(1)勤務費用 125,446千円 

(2)利息費用 21,142千円 

(3)期待運用収益(減算) △16,561千円 

(4)数理計算上の差異の費用

処理額 
44,312千円 

計 174,339千円 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1)割引率 2.0％ 

(2)期待運用収益率 1.5％ 

(3)退職給付見込額の期間配分

方法 
期間定額基準 

(4)数理計算上の差異の処理

年数 
7年 

(1)割引率 2.0％ 

(2)期待運用収益率 1.5％ 

(3)退職給付見込額の期間配分

方法 
期間定額基準 

(4)数理計算上の差異の処理

年数 
7年 

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による按分額を発生事業年度より費用処理する

方法としております。) 

同左 

（ストック・オプション等関係）
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 当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

前事業年度（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。 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

  

前事業年度
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内

訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内

訳 

繰延税金資産      

賞与引当金 266,500千円 

賞与引当金に係る未払社会保険料 28,377千円 

未払事業税 18,346千円 

一括償却資産 2,340千円 

未払事業所税 3,816千円 

役員退職慰労引当金 29,335千円 

投資有価証券評価損 41,336千円 

その他有価証券評価差額金 20,419千円 

その他 6,875千円 

繰延税金資産計 417,348千円 

繰延税金負債      

前払年金費用 △34,186千円 

繰延税金負債計 △34,186千円 

繰延税金資産の純額 383,161千円 

繰延税金資産      

賞与引当金 277,980千円 

賞与引当金に係る未払社会保険料 30,036千円 

未払事業税 12,524千円 

一括償却資産 2,048千円 

未払事業所税 3,929千円 

役員退職慰労引当金  29,429千円 

投資有価証券評価損  100,877千円 

その他有価証券評価差額金  26,569千円 

その他 6,780千円 

繰延税金資産小計 490,175千円 

評価性引当額 △124,564千円 

繰延税金資産計 365,611千円 

繰延税金負債      

前払年金費用 △24,352千円 

繰延税金負債計 △24,352千円 

繰延税金資産の純額 341,258千円 

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要な項目別の内訳 

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要な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。  

法定実効税率 41.0％ 

（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 

△0.1％ 

住民税均等割等 0.6％ 

評価性引当額 15.6％ 

その他 0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 

 58.3％ 

（持分法損益等）

（関連当事者情報）
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 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

 （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。 

  

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額  797.79円        791.38円 

１株当たり当期純利益  76.08円       39.55円 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 

潜在株式が存在しないため該当事項は

ありません。 

同左 

  
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益（千円）  593,596  308,495

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  593,596  308,495

期中平均株式数（株）  7,802,270  7,798,985

（重要な後発事象）
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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その他の取締役の異動 

該当事項はありません。  

  

(2）生産・受注及び販売の状況 

①生産実績 

  

②受注実績 

  

③販売実績 

  

  
第 46 期 

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

第 47 期
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

  
増 減  

  

  金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 増減比(%)

ネットワークサービス  5,282,240  57.2  5,707,743  59.8  425,502  8.1

システム開発  2,516,369  27.2  2,546,870  26.7  30,500  1.2

システム運用  1,221,093  13.2  1,140,173  11.9  △80,920  △6.6

ＯＡサービス  223,789  2.4  151,160  1.6  △72,628  △32.5

合   計  9,243,493  100.0  9,545,946  100.0  302,453  3.3

  
第 46 期 

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

第 47 期
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

  
増 減  

  

  金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 増減比(%)

ネットワークサービス  5,282,240  57.2  5,713,921  59.8  431,681  8.2

システム開発  2,516,369  27.2  2,546,870  26.7  30,501  1.2

システム運用  1,221,093  13.2  1,140,173  11.9  △80,920  △6.6

ＯＡサービス  223,789  2.4  151,160  1.6  △72,628  △32.5

合   計  9,243,493  100.0  9,552,124  100.0  308,631  3.3

  
第 46 期 

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

第 47 期
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

  
増 減  

  

  金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 増減比(%)

ネットワークサービス  5,282,240  57.2  5,707,743  59.8  425,502  8.1

システム開発  2,516,369  27.2  2,546,870  26.7  30,500  1.2

システム運用  1,221,093  13.2  1,140,173  11.9  △80,920  △6.6

ＯＡサービス  223,789  2.4  151,160  1.6  △72,628  △32.5

合   計  9,243,493  100.0  9,545,946  100.0  302,453  3.3
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