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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 5,786 5.9 631 △5.9 666 △4.5 261 △36.2

20年3月期 5,466 21.0 671 △3.8 698 3.9 410 △24.1

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 3,191.35 ― 8.0 13.5 10.9
20年3月期 5,001.15 ― 13.4 14.9 12.3

（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 4,966 3,344 67.3 40,784.77
20年3月期 4,930 3,218 65.3 39,245.92

（参考） 自己資本   21年3月期  3,344百万円 20年3月期  3,218百万円

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 207 △537 △130 513
20年3月期 307 △1,064 △81 972

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 ― ― ― 1,000.00 1,000.00 82 20.0 2.7
21年3月期 ― 500.00 ― 500.00 1,000.00 82 31.3 2.5

22年3月期 
（予想）

― 500.00 ― 500.00 1,000.00 28.3

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）

（注） 当社業務は、大学入試業務をはじめとした年間ベースでの運用受託が中心であり、売上高・利益共に下期に偏重する傾向があるために、第２四半
期累計期間の業績予想は行っておりません。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 4,750 △17.9 490 △22.4 510 △23.5 290 10.8 3,536.59

Owner
ＯＤＫロゴ



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、20ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(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、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 82,000株 20年3月期 82,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

※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、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 



(1）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機から信用収縮と景況感の悪化が急速に高まり、企業の設備投

資意欲の後退が鮮明になっております。情報サービス業界におきましては、景気先行きの不透明感から、IT投資抑制

が進んでおり、平成20年９月以降は減収傾向が続いております。〔経済産業省 特定サービス産業動態統計（平成21

年２月分確報）より〕 

このような状況下におきまして、当社は、証券会社向け情報処理アウトソーシング（証券業務）及びグループ会社

向け業務（金融業務及び代行業務）を中心に、平成21年１月より導入された株券電子化制度にともなうシステム開発

を進めてきたほか、学校法人向け情報処理アウトソーシング（学事業務）において、入試制度の多様化に向けたシス

テム改訂に積極的に取組んでまいりました。 

その結果、当事業年度の業績は、売上高 千円（前年同期比 %増）となりました。利益につきまして

は、株券電子化対応をはじめとした大規模システム開発の外注費用等の増加により、営業利益 千円（同 %

減）、経常利益が 千円（同 %減）となりました。当期純利益は、大阪センターの移転にともなう事務所移

転費用（188,346千円）を特別損失に計上したことから、 千円（同 %減）となりました。 

業務別の売上高は、次のとおりであります。 

  

 学事業務（学校法人向けの情報処理アウトソーシング） 

 既存校の学部・学科新設や入試制度の多様化にともなうシステム改訂等が増加したことにより、前年同期比 %の

増収となりました。  

 証券業務（主として証券会社向けの情報処理アウトソーシング） 

 株券電子化対応にともなうシステム開発の売上計上や、SENS21運用手数料の伸びにより、前年同期比 %の増収

となりました。  

 一般業務（主として一般事業法人向けの情報処理アウトソーシング） 

 主に大手電機メーカー向けの各種データ処理業務の深耕により、前年同期比 %の増収となりました。  

 金融業務（大阪証券金融株式会社向けのシステムインテグレーション） 

 株券電子化対応にともなうシステム開発やシステム災害復旧体制のネットワーク構築等、大規模システム開発の売

上計上により、前年同期比 %の増収となりました。  

 代行業務（株式会社だいこう証券ビジネス向けのシステムインテグレーション） 

 前事業年度に計上したシステム災害復旧体制ネットワーク構築等の大規模システム開発売上の剥落により、前年同

期比 %の減収となりました。 

（単位：千円）

  

 次期の見通しにつきましては、景気先行きの不透明感から、企業のIT設備投資に対する意欲も、一層慎重姿勢にな

ることが予想されます。 

 このような中、当社といたしましては、首都圏での学事業務及び証券業務に軸を置いた営業展開を推進してまいり

ます。さらに、当社の強みを活かせる事業者との提携により新規事業拡大に積極的に取組むことで、収益源の多様化

に努めてまいります。 

 次期の業績見通しにつきましては、売上高 百万円（前年同期比 %減）、営業利益 百万円（同 %

減）、経常利益 百万円（同 %減）、当期純利益 百万円（同 %増）を見込んでおります。  

１．経営成績

5,786,151 5.9

631,448 5.9

666,915 4.5

261,691 36.2

5.6

102.0

17.3

14.2

13.8

業務別 
当事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％）

学事業務       1,518,176       5.6

証券業務       862,310  102.0

一般業務       151,985  17.3

金融業務       1,065,771  14.2

代行業務       2,187,908  △13.8

合計       5,786,151  5.9

4,750 17.9 490 22.4

510 23.5 290 10.8



(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況  

 総資産は、前事業年度末と比べて 千円増の 千円となりました。これは、株券電子化開発にとも

なう売掛金の増加と、大阪センター移転にともなう有形固定資産の増加が主因であります。 

 負債は、前事業年度末と比べて 千円減の 千円となりました。これは、税引前当期純利益の減少

にともない、未払法人税が減少したことが主因であります。 

 利益剰余金は前事業年度末に比べて 千円増の 千円となり、純資産合計では、 千円増の

千円となりました。 

  

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、前事業年度末に比べ 千円減少し 千円となりまし

た。 

 当事業年度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、 千円の収入（前年同期は 千円の収入）となりました。主な収入の減少要因は、

株券電子化開発の完了にともなう売上債権の増加、仕入債務の減少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、 千円の支出（前年同期は 千円の支出）となりました。主な支出の減少要因

は、投資有価証券の売却及び償還による収入と大阪センター移転にともなう差入保証金の回収による収入でありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、 千円の支出（前年同期は 千円の支出）となりました。これは主に配当金の支払

によるものであります。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主への安定的かつ継続的な利益還元を念頭に、経営体質強化に必要な内部留保を確保しつつ、年1,000

円の安定的な配当を実施していくことを基本方針としております。  

 当期の配当につきましては、期末配当として１株当たり500円を予定しており、年間配当金は中間配当と合わせて

１株当たり1,000円となる予定です。 

 また、次期の配当につきましては、１株当たり1,000円（中間500円、期末500円）を予定しております。  

   

(4）事業等のリスク 

①情報セキュリティ上のリスクについて 

 ますます高度化する情報通信技術の進展にともない、情報セキュリティに対するリスクも増大しており、その社

会的な影響も重大なものになっております。当社は、情報処理システムのアウトソーシングサービスを基幹業務と

しており、顧客の重要な機密情報を大量に保管・処理しています。 

 情報セキュリティに対するリスクには、人為的なもの（故意・過失）、非人為的なもの（自然災害・機械故障）

等、様々なものがあり、そのすべての影響を除去することは困難であります。 

 万が一、このような情報セキュリティ上のリスク（例えば情報漏えい、大震災）が現実のものとなった場合、当

社の社会的信用は著しく低下し、契約解除、損害賠償、事業機会の逸失等の損害が発生する場合があります。  

②個人情報保護法等の法令について   

 当社は個人情報保護法第２条第３項に規定する個人情報取扱事業者に該当しており、同法の適用を受けておりま

す。また、ソフトウェア保護に関する著作権法、情報システムに係る犯罪を規制するコンピュータ犯罪防止法、不

正アクセス禁止法等の刑罰法規の規制下に置かれております。当社としては、情報セキュリティ対策として

ISO/IEC27001認証の取得、個人情報管理に関してはプライバシーマーク（Ｐマーク）を更新し、厳重なる社内管理

に努めておりますが、不正アクセス者等からの侵入により、上記情報が違法に漏えいされ、不正に使用される事態

が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

③業績の下期偏重について 

 当社の学事業務は、大学入試の運用受託が中心であり、その売上高は、大学入試業務が終了する３月にかけて計

上されることから、当社全体の売上高は下期（特に第４四半期）に偏重する傾向があります。一方、固定的費用等

は期を通じて発生するため、利益についても下期（特に第４四半期）に偏重し、上期までは赤字を余儀なくされる

場合があります。 

 当社の最近３事業年度における半期毎の業績につきましては、次表のとおりであります。 

36,926 4,966,961

89,258 1,622,610

138,691 2,115,887 126,185

3,344,351

459,483 513,134

207,667 307,765

537,134 1,064,908

130,016 81,166



 （半期別売上高及び営業利益推移） 

  

  

④特定取引先との取引について 

 当社業務は、大阪証券金融株式会社向け及び株式会社だいこう証券ビジネス向けの業務（金融業務及び代行業

務）と、学事業務及び証券業務を中心とする業務に大別することができます。 

 当社の最近３事業年度における売上高構成比率につきましては、下表のとおりであります。 

  

（業務別売上高構成） 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 上表のように金融業務及び代行業務が売上高の過半を超えており、大阪証券金融株式会社及び株式会社だいこう

証券ビジネスの業績、投資政策等により当社の業績も影響を受ける傾向があります。 

 なお、平成21年１月より導入された株券電子化制度にともない、主要取引先である株式会社だいこう証券ビジネ

スの株主名簿管理人業務が大きく転換しておりますが、それにより当社の代行業務の業績に及ぼす影響は軽微であ

ります。  

  
第44期（平成19年３月期） 

上期 下期 通期

売上高（千円）  1,397,181  3,121,527  4,518,709

 同 割合（％）  30.9  69.1  100.0

営業利益（千円）  15,044  683,048  698,093

  
第45期（平成20年３月期） 

上期 下期 通期

売上高（千円）  2,046,474  3,419,558  5,466,033

 同 割合（％）  37.4  62.6  100.0

営業利益（千円）  10,740  660,572  671,313

  
第46期（平成21年３月期） 

上期 下期 通期

売上高（千円）  1,654,778  4,131,373  5,786,151

 同 割合（％）  28.6  71.4  100.0

営業利益又は営業損失（△）（千円）  △180,192  811,640  631,448

期別 第44期（平成19年３月期） 第45期（平成20年３月期） 第46期（平成21年３月期）

業務 金額（千円) 構成比（％) 金額（千円) 構成比（％) 金額（千円) 構成比（％)

金融業務及び代行業務  2,383,800  52.8  3,472,370  63.5    3,253,679    56.2

  金融業務  (999,438)  (22.1)  (933,208)  (17.1)  (1,065,771)  (18.4)

  代行業務  (1,384,362)  (30.7)  (2,539,161)  (46.4)    (2,187,908)    (37.8)

上記以外の業務  2,134,908  47.2  1,993,663  36.5    2,532,471  43.8

  学事業務  (1,408,888)  (31.1)  (1,437,195)  (26.3)    (1,518,176)  (26.3)

  証券業務  (568,572)  (12.6)  (426,864)  (7.8)    (862,310)    (14.9)

  一般業務  (157,447)  (3.5)  (129,603)  (2.4)    (151,985)    (2.6)

売上高合計  4,518,709  100.0  5,466,033  100.0    5,786,151  100.0



⑤システム開発及び保守、並びに機械販売事業について 

 当社の主要な事業はシステム運用事業であり、これに付随してシステム開発及び保守、機械販売事業を実施いた

しております。 

 当社の最近３事業年度におけるシステム運用事業とそれ以外の事業の売上高構成比率につきましては、下表のと

おりであります。 

  

（事業別売上高構成） 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 過年度においては、上記のようにシステム開発及び保守、機械販売の売上高は、事業年度毎の変動が大きくなっ

ております。これは大阪証券金融株式会社及び株式会社だいこう証券ビジネス向けを中心とするシステム開発及び

保守、機械販売は、景気動向、制度変更、新技術、機械等の耐用年数等の社会環境による影響を受けやすいことに

起因しております。 

 当社では、このような影響を受けにくいシステム運用事業を基盤として業容を拡大することで安定経営を実現し

てまいりますが、システム開発及び保守等の増減による売上高の変動を排除することは困難であります。 

  

⑥首都圏での業務拡大について 

 当社の成長分野である学事業務及び証券業務が今後重要と想定している市場は、東京を中心とする首都圏であり

ます。当社は、現在首都圏の拠点として東京支店を設置いたしておりますが、今後この東京支店の拡充が急務であ

ると認識いたしております。 

 当社は、業容拡大を指向して、事業計画に基づき設備及び人材投資を積極的に行っていく方針でありますが、当

該事業計画で予定している受注確保が困難な場合、あるいは適時適正に設備及び人員投資ができない場合等には、

学事業務及び証券業務の事業展開に影響を与える可能性があります。 

  

⑦適格退職年金資産の運用損益について 

 当社は、従業員の退職給付制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。退職給付債務

の算定方法としては簡便法を採用しており、当事業年度末における退職給付債務（退職一時金制度に係る期末自己

都合要支給額）から適格退職年金の年金資産の期末における時価評価額を控除した金額を退職給付引当金として計

上しております。 

 従いまして、適格退職年金の年金資産の運用損益により退職給付費用の金額が増減し、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。  

  

期別 第44期（平成19年３月期） 第45期（平成20年３月期） 第46期（平成21年３月期）

事業別 金額（千円) 構成比（％) 金額（千円) 構成比（％) 金額（千円) 構成比（％)

システム運用  3,134,275  69.4  3,595,678  65.8    4,000,690    69.1

システム開発及び保守  1,157,951  25.6  1,763,240  32.2    1,589,461    27.5

機械販売  226,482  5.0  107,114  2.0    195,999    3.4

売上高合計  4,518,709  100.0  5,466,033  100.0    5,786,151  100.0



 当社グループは、当社及び大阪証券金融株式会社（その他の関係会社）で構成されており、当社は、大阪証券金融

株式会社向けの情報処理サービス等の提供に加え、学校法人、証券会社、一般事業法人等に対する各種の情報処理ア

ウトソーシングサービスの提供を主たる事業としております。  

 当社の事業は、業務毎（お客様単位）に、システム運用、システム開発及び保守、機械販売で構成され、平成21年

３月期の売上高構成比はシステム運用 ％、システム開発及び保守 ％、機械販売 ％となっており、システ

ム運用が主要な事業となっております。 

 事業内容と業務の系統図は次のとおりであります。 

  
 （注）株式会社だいこう証券ビジネスは、平成21年３月25日に大阪証券金融株式会社が保有していた株式を

一部売却したことにより、大阪証券金融株式会社のその他の関係会社に該当しなくなりました。その

ため、株式会社だいこう証券ビジネスは、当社グループから除外されております。 

２．企業集団の状況

69.1 27.5 3.4



(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「情報サービス事業を通じて、顧客の繁栄・社会の発展に貢献する。」ことを経営理念として掲げており

ます。  

 経営の基本方針は、 

 １．常に技術の向上を図り、優れたサービスを提供し、顧客のさらなる信頼を得る 

 ２．先を見据えたグローバルな視野で、未来を創造する 

 ３．働く喜び・生きがいを感じられる、魅力ある会社生活を実現する 

としており、企業が成長・発展する原動力を「ヒトが生み出す付加価値」におき、人的資産に対する積極的な取組み

を通じて、すべてのステークホルダーの期待に応える成果を生み出していくといった強い思いを込めております。 

 また、これらを具現化するために、 

 「Chance チャンスを見つけ出し、必ず掴み取る意欲を持って」 

 「Change 変化を恐れず、柔軟な姿勢を持って」 

 「Compliance 全ての行動において、法令・社会規範・社内規則を遵守し」 

 「Challenge 高い目標を持って、常に挑戦し続けよう」 

を全員の行動指針としております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、企業価値を増大するため、売上高経常利益率を重要指標と位置づけております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、経営環境の変化等に適切に対応するため、毎年度改定するローリング方式により中期経営計画を策定して

おります。平成21年３月25日に公表いたしました平成21～23年度中期経営計画における戦略等は次のとおりです。 

経営目標 

 収益指標：売上高経常利益率15％を目指し、収益性を高める 

 配当：年1,000円の安定配当を堅持する 

数値目標（平成23年度目標） 

 営業収益：5,700百万円 

 経常利益：750百万円 

基本戦略 

 １．学校法人及び証券会社向け業務への経営資源の重点配分、受託数拡大 

 ２．新規事業開発 

 ３．内製化促進による外注費用の逓減 

 ４．ＰＤＣＡに基づく業務推進、組織力向上 

 ５．システム品質向上に向けた取組みの継続 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 情報サービス業界においては、情報通信技術の高度化・複雑化とともに顧客の求めるサービスレベルも多様化して

おり、これまで以上の顧客満足を「迅速かつ的確に」提供できる事業基盤の整備が必須となっております。 

  一方、SaaSによるWebサービス事業者の増加や業種を超えた企業間連携も加速しており、情報処理アウトソーシン

グサービスを主力事業とする当社としては、収益力拡大と高次元の情報セキュリティの実現と併せて、こうした競合

状況に対抗しうる体制確立が「重点課題」であります。  

 このような状況下、以下の課題に積極的に取組んでまいります。 

  

①営業力強化（組織再編、東京・大阪間での連携強化） 

 大阪本社の組織再編及び東京支店の機能強化を通じて、学事業務及び証券業務を中心に、収益向上に繋がる新規

顧客の開拓を東京支店及び大阪本社の連携によって強力に推し進めてまいります。 

〔学事業務〕 

 現在、学校法人では学校間連携や統合をはじめとした様々な業務合理化策が進行しております。特に入試制度に

ついては、推薦やアドミッションオフィス入試といった試験種類の多様化や学部・学科の新設による受験機会の増

加が進んでおり、学生獲得を目指したこうした傾向は今後も継続することが予想されます。 

 加えて、首都圏大学においては学内での入試運営が未だ大半を占めているため、業務合理化が進展する余地は大

きく、重点ターゲットの明確化と規模別の提供サービス充実によって着実な営業攻勢を実行し、入試業務アウトソ

ーシングサービスに関するシェアの拡大を図ってまいります。  

３．経営方針



〔証券業務〕 

 地場・地方証券会社の合従連衡が進行する中、証券システム提供業者間においても一部でシステム統合の動きが

ある等、これまでの業界地図にも変更が生じつつあります。 

 このような中、当社開発の共同センター方式による証券総合システム「SENS21」を、これまでの新規設立及び独

立系証券会社のみならず、他システムユーザーへの提案活動も活発化させることで受託社数増加に取組み、中堅証

券会社の約定管理から出入金管理、信用取引管理、顧客管理といったバックオフィス業務をトータルサポートする

アウトソーサーとして事業拡大を図ってまいります。 

   

②新規事業開発 

 顧客ニーズに「迅速かつ的確に」対応できる体制確立を目指し、当社とのシナジー効果が期待できる事業者との

アライアンスを、同業種における水平提携のみならず異業種との垂直提携も視野に入れて検討してまいります。 

  

③内製化の促進 

 これまで培ってきたシステム設計及び構築ノウハウを様々な業務に応用すべく、部門横断によるシステムの自社

開発体制の整備を進め、内製化促進による不要なキャッシュアウトの削減及び新たな業務ノウハウの蓄積に取組ん

でまいります。 

  

④組織力の向上 

 情報サービス業界においては、その事業特性上、「ヒト」の能力発揮を支援し最大化する仕組みが必要であり、

それを支えるライン機能の整備が不可欠であります。こうした観点から、経営から発信された事業計画の趣旨を現

場が正しく理解し実践できるラインマネジメントの強化を図るとともに、ＰＤＣＡサイクルに基づき、各部支店で

の課題やアクションプランの進捗状況を経営が共有できる取組みを進めております。 

  

⑤ＩＲ活動の積極化 

 当社の事業特性上、学校法人等の限られた分野での知名度は高いものの、その他ステークホルダーの認知度はま

だまだ低位であります。 

 今後は、事業内容を広く発信できる体制の整備をはじめ、各種メディアを通じたＩＲ活動の積極化等を継続して

進めることで、各ステークホルダーとの共存共栄が具現化できるよう、役員・社員が一同一丸となって取組んでま

いります。 

  



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 1,262,617 703,134

売掛金 803,965 1,159,689

有価証券 99,998 299,650

商品 2,799 2,556

仕掛品 327,742 102,823

前払費用 57,748 64,463

繰延税金資産 91,138 82,275

その他 71,605 12,316

貸倒引当金 △4,817 △6,951

流動資産合計 2,712,801 2,419,958

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1  108,338 ※1  241,164

工具、器具及び備品（純額） ※1  28,097 ※1  65,770

リース資産（純額） － ※1  68,768

建設仮勘定 － 1,607

有形固定資産合計 136,436 377,311

無形固定資産   

ソフトウエア 156,498 186,712

リース資産 － 64,997

電話加入権 3,674 3,726

施設利用権 812 784

無形固定資産合計 160,985 256,220

投資その他の資産   

投資有価証券 892,076 471,615

関係会社株式 － 500,000

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 11,205 8,876

長期前払費用 124,570 95,171

繰延税金資産 327,514 316,520

長期預金 250,000 350,000

差入保証金 314,158 170,985

その他 350 350

貸倒引当金 △63 △49

投資その他の資産合計 1,919,811 1,913,470

固定資産合計 2,217,233 2,547,003

資産合計 4,930,034 4,966,961



（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   

買掛金 256,502 164,416

リース債務 － 29,244

未払金 18,349 10,635

未払費用 71,206 84,396

未払法人税等 344,610 176,247

預り金 9,099 9,218

賞与引当金 134,000 138,000

従業員預り金 25,680 26,179

未払消費税等 53,913 55,993

その他 833 1,853

流動負債合計 914,194 696,185

固定負債   

リース債務 － 114,707

退職給付引当金 627,987 620,525

役員退職慰労引当金 169,686 161,232

長期未払金 － 29,960

固定負債合計 797,673 926,424

負債合計 1,711,868 1,622,610

純資産の部   

株主資本   

資本金 637,200 637,200

資本剰余金   

資本準備金 607,200 607,200

資本剰余金合計 607,200 607,200

利益剰余金   

利益準備金 2,850 2,850

その他利益剰余金   

別途積立金 60,000 60,000

繰越利益剰余金 1,914,346 2,053,037

利益剰余金合計 1,977,196 2,115,887

株主資本合計 3,221,596 3,360,287

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,430 △15,936

評価・換算差額等合計 △3,430 △15,936

純資産合計 3,218,165 3,344,351

負債純資産合計 4,930,034 4,966,961



（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 5,466,033 5,786,151

売上原価 4,117,336 4,488,355

売上総利益 1,348,697 1,297,796

販売費及び一般管理費   

役員報酬 117,170 118,766

従業員給料 191,145 192,688

賞与引当金繰入額 31,379 30,161

法定福利費 34,921 34,844

福利厚生費 14,080 9,812

役員退職慰労引当金繰入額 41,458 39,746

退職給付費用 39,762 22,810

賃借料 41,223 49,845

交際費 3,041 2,208

広告宣伝費 12,390 10,348

諸会費 10,182 9,422

水道光熱費 10,218 12,040

減価償却費 7,863 18,110

貸倒引当金繰入額 831 2,120

その他 121,714 113,422

販売費及び一般管理費合計 677,383 666,348

営業利益 671,313 631,448

営業外収益   

受取利息 2,434 3,027

有価証券利息 4,409 5,442

受取配当金 5,087 1,784

受取手数料 661 643

保険配当金 930 653

保険解約返戻金 13,760 27,585

その他 1,462 795

営業外収益合計 28,746 39,932

営業外費用   

支払利息 576 1,716

投資事業組合運用損 1,021 2,749

営業外費用合計 1,597 4,465

経常利益 698,462 666,915

特別損失   

固定資産除却損 ※1  248 ※1  23,202

事務所移転費用 － ※2  188,346

特別損失合計 248 211,548

税引前当期純利益 698,214 455,366

法人税、住民税及び事業税 400,390 173,819

法人税等調整額 △112,270 19,856

法人税等合計 288,119 193,675

当期純利益 410,094 261,691



（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 637,200 637,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 637,200 637,200

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 607,200 607,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 607,200 607,200

資本剰余金合計   

前期末残高 607,200 607,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 607,200 607,200

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,850 2,850

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,850 2,850

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 60,000 60,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 60,000 60,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,586,252 1,914,346

当期変動額   

剰余金の配当 △82,000 △123,000

当期純利益 410,094 261,691

当期変動額合計 328,094 138,691

当期末残高 1,914,346 2,053,037

利益剰余金合計   

前期末残高 1,649,102 1,977,196

当期変動額   

剰余金の配当 △82,000 △123,000

当期純利益 410,094 261,691

当期変動額合計 328,094 138,691

当期末残高 1,977,196 2,115,887



（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) 

株主資本合計   

前期末残高 2,893,502 3,221,596

当期変動額   

剰余金の配当 △82,000 △123,000

当期純利益 410,094 261,691

当期変動額合計 328,094 138,691

当期末残高 3,221,596 3,360,287

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,672 △3,430

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,102 △12,505

当期変動額合計 △5,102 △12,505

当期末残高 △3,430 △15,936

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,672 △3,430

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,102 △12,505

当期変動額合計 △5,102 △12,505

当期末残高 △3,430 △15,936

純資産合計   

前期末残高 2,895,174 3,218,165

当期変動額   

剰余金の配当 △82,000 △123,000

当期純利益 410,094 261,691

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,102 △12,505

当期変動額合計 322,991 126,185

当期末残高 3,218,165 3,344,351



（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 698,214 455,366

減価償却費 145,699 205,192

貸倒引当金の増減額（△は減少） 831 2,120

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,000 4,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 95,649 △7,462

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 41,458 △8,454

受取利息及び受取配当金 △11,931 △10,254

支払利息 576 1,716

投資事業組合運用損益（△は益） 1,021 2,749

固定資産除却損 248 23,202

売上債権の増減額（△は増加） △135,254 △355,723

たな卸資産の増減額（△は増加） △220,620 225,162

仕入債務の増減額（△は減少） 131,522 △92,086

前受金の増減額（△は減少） △441 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,348 2,080

その他 △101,456 94,226

小計 649,168 541,836

利息及び配当金の受取額 10,339 9,342

利息の支払額 △576 △1,671

法人税等の支払額 △351,166 △341,839

営業活動によるキャッシュ・フロー 307,765 207,667

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 △290,000 △290,000

定期預金の払戻による収入 290,000 290,000

長期性預金の預入による支出 △150,000 －

有価証券の取得による支出 △99,990 △99,874

有価証券の売却による収入 － 100,000

有価証券の償還による収入 100,000 100,000

投資有価証券の取得による支出 △500,657 △190,072

関係会社株式の取得による支出 － △500,000

投資有価証券の売却による収入 － 90,000

投資有価証券の償還による収入 982 207,352

有形固定資産の取得による支出 △121,635 △265,414

無形固定資産の取得による支出 △12,822 △119,743

貸付金の増減による収支 8 －

従業員に対する貸付けによる支出 － △4,600

従業員に対する貸付金の回収による収入 － 6,929

差入保証金の差入による支出 △144,091 △6,705

差入保証金の回収による収入 － 149,878

長期前払費用の取得による支出 △136,853 △4,882

その他 150 －



（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,064,908 △537,134

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △8,036

配当金の支払額 △81,166 △121,979

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,166 △130,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △838,310 △459,483

現金及び現金同等物の期首残高 1,810,928 972,617

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  972,617 ※1  513,134



   該当事項はありません。 

  

  

(5）継続企業の前提に関する注記

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 

(1）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(1）満期保有目的の債券 

同左 

  (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

  時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資（金融商

品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な最近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。 

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 

商品・仕掛品…個別法による原価法  商品・仕掛品…個別法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下による

簿価切下げの方法により算定） 

（会計処理方法の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、個別法による原価法

によっておりましたが、当事業年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号平成18年７月５

日）が適用されたことにともない、個別

法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）を採用しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益への影響はありませ

ん。  



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．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（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。ただし、

建物の一部及び空調機については会社

所定の合理的耐用年数によっておりま

す。）  

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（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。ただし、

建物の一部及び空調機については会社

所定の合理的耐用年数によっておりま

す。）  

（会計処理方法の変更） 

 当事業年度から、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法律 

平成19年３月30日 法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部を改正する政令 

平成19年３月30日 政令第83号））にと

もない、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、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ5,503千円減

少しております。  

────── 

  

（追加情報） 

 平成19年度の法人税法改正（（所得税

法等の一部を改正する法律 平成19年３

月30日 法律第６号）及び（法人税法施

行令の一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号））にともない、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。 

 これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益がそれぞれ391千円減少

しております。 

────── 

  

  (2）無形固定資産 

 定額法（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）に基づく定額法を採用

しております。）  

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ────── 

  

(3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

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。  



  

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） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を

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 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当期に負担す

べき額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付の支出に備える

ため、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当

期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。 

 なお、退職給付債務は簡便法に基

づき計算しております。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付の支出に備える

ため、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当

期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。 

 過去勤務債務は、その発生時の事

業年度に一括処理しております。  

 なお、退職給付債務は簡便法に基

づき計算しております。 

（追加情報） 

 当事業年度において退職金規程の

改定にともない、過去勤務債務（債

務の減額） 千円が発生してお

ります。 

86,250

  (4）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、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 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、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。 

────── 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３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 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



  

  

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成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） 

────── （リース取引に関する会計基準） 

 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

通常の賃貸借取引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、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益への影響は軽微であります。   

表示方法の変更

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） 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

１．前事業年度において投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めていた「差入保証金の差入

による支出」（前事業年度△15,930千円）は、金額

的重要性が増したため、当事業年度においては区分

掲記しております。 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

１．前事業年度において投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めていた「差入保証金の回収

による収入」（前事業年度150千円）は、金額的重要

性が増したため、当事業年度においては区分掲記し

ております。 

２．前事業年度において投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めていた「長期前払費用の増

加による支出」（前事業年度△2,048千円）は、金額

的重要性が増したため、当事業年度においては区分

掲記しております。 

２．前事業年度まで区分掲記しておりました「長期性預

金の預入による支出」（当事業年度△100,000千円）

は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入にともない財務

諸表の比較可能性を向上するため、当事業年度より

「定期預金の預入による支出」に含めて表示するこ

とにしました。 

  ３．前事業年度において「貸付金の増減による収支」と

して表示しておりましたが、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢ

ＲＬ導入にともない財務諸表の比較可能性を向上す

るため、当事業年度より「従業員に対する貸付けに

よる支出」「従業員に対する貸付金の回収による収

入」として表示しております。前事業年度の「従業

員に対する貸付けによる支出」「従業員に対する貸

付金の回収による収入」はそれぞれ、△6,500千円、

6,508千円です。  



  

  

  

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．有形固定資産の減価償却累計額 千円203,205 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 千円129,456

（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．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※１．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品 千円248 建物     千円16,063

工具、器具及び備品      千円7,138

  ※２．事務所移転費用の内容は次のとおりであります。 

  移転作業料等     千円56,147

原状回復費用     千円51,341

移転前賃料等     千円33,147

その他     千円47,710

 計     千円188,346



  

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 

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 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
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  82,000  －  －  82,000

合計  82,000  －  －  82,000

自己株式         

   ―  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
（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28日 

定時株主総会 
普通株式  82,000  1,000 平成19年３月31日 平成19年６月29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26日 

定時株主総会 
普通株式  82,000 利益剰余金  1,000 平成20年３月31日 平成20年６月27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．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 

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 

  

  
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  82,000  －  －  82,000

合計  82,000  －  －  82,000

自己株式         

   ―  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
（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26日 

定時株主総会 
普通株式  82,000  1,000 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年10月29日 

取締役会 
普通株式  41,000  500 平成20年９月30日 平成20年12月10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  41,000 利益剰余金  500 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） 

※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 

※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 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

  
────── 

  

現金及び預金勘定 千円1,262,617

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△290,000

現金及び現金同等物期末残高 千円972,617
  

２．重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取

引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 千円で

あります。  

現金及び預金勘定   千円703,134

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  千円△190,000

現金及び現金同等物期末残高      千円513,134

139,849



  

（リース取引関係）

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） 

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 

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引  

  (1）リース資産の内容 

① 有形固定資産 

  ホストコンピュータ及びその周辺機器等（「工

具、器具及び備品」）であります。 

② 無形固定資産 

  ソフトウェアであります。 

(2）リース資産の減価償却の方法 

   重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。 

    なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前

の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、その内容は次

のとおりであります。 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額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） 

建物 20,500  189 20,310

工具、器具及
び備品 935,965  420,205 515,759

車両及び運搬
具 3,742  3,617 124

ソフトウェア 353,274  132,164 221,110

長期前払費用 24,774  24,774 －

合計 1,338,256  580,952 757,304

  
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） 

建物 20,500  2,467 18,032

工具、器具及
び備品 1,222,741  411,615 811,125

ソフトウェア 434,121  171,221 262,900

合計 1,677,362  585,304 1,092,058

２．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 

１年内 千円203,351

１年超 千円564,822

合計 千円768,173

１年内    千円335,496

１年超      千円785,479

合計 千円1,120,976

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 千円208,418

減価償却費相当額 千円200,572

支払利息相当額 千円12,922

支払リース料 千円323,264

減価償却費相当額     千円306,403

支払利息相当額     千円24,340

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 



１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って

おります。 

  

３．前事業年度及び当事業年度中に売却した満期保有目的債券 

４．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  
種類

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） 

  
貸借対照表計
上額（千円） 

時価
（千円） 

差額
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

時価 
（千円） 

差額
（千円） 

時価が貸借対照表計

上額を超えるもの 

国債・地方債等 498,006 499,230 1,223  －  － －

小計 498,006 499,230 1,223  －  － －

時価が貸借対照表計

上額を超えないもの 

国債・地方債等 99,438 99,390 △48  －  － －

小計 99,438 99,390 △48  －  － －

合計 597,445 598,620 1,174  －  － －

  
種類

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） 

  
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 

債券            

 国債・地方債等 － － －  398,572  399,930 1,357

その他 202,373 202,386 13  －  － －

小計 202,373 202,386 13  398,572  399,930 1,357

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの  

債券            

 国債・地方債等 － － －  99,947  99,940 △7

その他 96,708 93,321 △3,386  192,452  176,198 △16,253

小計 96,708 93,321 △3,386  292,400  276,138 △16,261

合計   299,081 295,708 △3,373  690,973  676,068 △14,904

種類 

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)

売却原価 
（千円） 

売却額 
（千円） 

売却損益
（千円） 売却の理由

売却原価
（千円）  

売却額
（千円） 

売却損益 
（千円） 売却の理由

債券  
国債・ 
地方債等 

   －  － －  － 99,991       100,000       9
運転資金確保
のため 

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)

売却額（千円） 売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 売却額（千円）

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

 －  －  －  90,000  －  －

  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)

  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 

投資事業有限責任組合出資金 98,921 95,197

市場価格のない株式（関係会社株式） － 500,000



６．保有目的を変更した有価証券 

 当事業年度中に、満期保有目的の債券498,520千円の保有目的を満期保有目的の債券の一部売却により変更

し、その他有価証券に区分しております。この変更により、有価証券が268千円、投資有価証券が1,080千円、

その他有価証券評価差額金が1,349千円、それぞれ増加しております。 

  

７．その他の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 

  

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。 

  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） 

債券                 

国債・地方債等  100,000 500,000 － － －  －  － －

その他  － － － － 300,000  200,000  － －

合計  100,000 500,000 － － 300,000  200,000  － －

（デリバティブ取引関係）



  

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 また、当社は、これとは別に退職金制度の外枠の位置づけとして昭和46年６月より総合設立型厚生年金基金

である「日本証券業厚生年金基金」に加入しておりましたが、平成17年３月25日付の当該基金解散にともな

い、平成18年４月より確定拠出型年金へ移行しております。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

 （注） 当社は、退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しており、退職一時金制度に係る期末自己都合要支給額

をもって退職給付債務とする方法によっております。 

  

３．退職給付費用に関する事項 

 （注） 当事業年度において退職金規程の改定にともない、過去勤務債務（債務の減額）が発生しております。 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

（退職給付関係）

  
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）退職給付債務（千円）  △1,106,019  △1,011,912

(2）年金資産（千円）  478,031  391,386

(3）退職給付引当金（千円）  △627,987  △620,525

  
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） 

退職給付費用（千円）  154,006  98,797

(1）勤務費用（千円）  154,006  185,047

(2）過去勤務債務の費用処理額（千円）  －  △86,250

  
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） 

過去勤務債務の処理年数 － 

１年 

（発生時の事業年度に一括処理して

おります。）  



  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 当社は関連会社を有していないため、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） 

 当社は関連会社を有していないため、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の主な原因別

の内訳 

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 

(1）流動の部 (1）流動の部 

繰延税金資産   

賞与引当金 千円54,404

未払事業税 千円26,910

その他 千円9,823

繰延税金資産合計 千円91,138

繰延税金資産   

賞与引当金     千円56,028

未払事業税     千円14,984

その他     千円11,263

繰延税金資産合計     千円82,275

(2）固定の部 (2）固定の部 

繰延税金資産 繰延税金資産 

退職給付引当金 千円212,981

役員退職慰労引当金 千円68,892

減価償却超過額 千円6,478

長期前払費用償却超過額 千円34,527

その他有価証券評価差額金 千円1,392

その他 千円8,684

繰延税金資産小計 千円332,958

評価性引当額 千円△5,444

繰延税金資産合計 千円327,514

退職給付引当金    千円220,447

役員退職慰労引当金     千円65,460

減価償却超過額     千円4,949

長期前払費用償却超過額     千円23,018

その他有価証券評価差額金      千円6,470

その他      千円6,696

繰延税金資産小計    千円327,042

評価性引当額   千円△10,521

繰延税金資産合計    千円316,520

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 

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 ％40.6

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
％0.2

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 ％0.5

その他 ％0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
％41.3

法定実効税率 ％40.6

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
％0.6

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 
％△0.0

住民税均等割 ％0.8

その他 ％0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
％42.5

（持分法損益等）



前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

その他の関係会社及び法人主要株主等 

 （注）１．株式会社だいこう証券ビジネスは、平成20年３月14日付で保有する当社株式の一部5,000株を譲渡したため

に持分比率が変動し、法人主要株主でなくなっております。 

２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３．株式会社だいこう証券ビジネスとの取引金額には、リース会社を経由した間接取引を含んでおります。 

４．取引条件及び取引条件の決定方針等につきましては、サービスについての価格その他の取引条件は、市場価

格を参考に決定しております。 

  

（関連当事者情報）

属性 会社等の
名称 住所 

資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円）役員の
兼任等 

事業上
の関係 

その他の関

係会社 

大阪証券

金融㈱ 

大阪市 

中央区 
 3,500

証券金融

業務 

一般貸付

業務 

（被所有）

直接 30.5

  
(所有) 

直接 － 

兼任 

２名 

情報処

理及び

ソフト

ウェア

開発等

の受託 

システム運用  490,965

－ －
システム開発

及び保守 
 371,213

機械販売  70,983

法人主要株

主 

㈱だいこ

う証券ビ

ジネス 

大阪市 

中央区 
 5,844

株主名簿

管理人業

務 

事務代行

業務 

（被所有）

直接 6.1 

  
(所有) 

直接 － 

兼任 

１名 

情報処

理及び

ソフト

ウェア

開発等

の受託 

システム運用  1,126,388

－ －
システム開発

及び保守 
 1,379,473

機械販売  33,134



当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用

しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

  

１．関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

 （注）１．増資の引受は、大阪証券金融株式会社が行った第三者割当増資（第一種優先株式）を１株200円で当社が引

受けたものであります。 

２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等につきましては、サービスについての価格その他の取引条件は、市場価

格を参考に決定しております。  

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1）親会社情報 

  当社は親会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

(2）重要な関連会社の要約財務情報 

  当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

   

種類 
会社等の
名称又は
氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
(被所有)
割合 
（％） 

関連当事者との
関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

その他の 

関係会社  

大阪証券

金融㈱ 

大阪市 

中央区  
 5,000

証券金融

業務 

一般貸付

業務  

（被所有）

直接 

  
(所有) 

直接 －  

30.5
情報処理及び

ソフトウェア

開発等の受託 

役員の兼任  

システム運用  493,207

－ －

システム開発

及び保守 
 475,158

機械販売  97,037

増資の引受  500,000



 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎につきましては、下表のとおりであります。 

  

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。 

  

  

（１株当たり情報）

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） 

１株当たり純資産額 円 銭39,245 92

１株当たり当期純利益金額 円 銭5,001 15

１株当たり純資産額       円 銭40,784 77

１株当たり当期純利益金額       円 銭3,191 35

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

同左 

  
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）  410,094  261,691

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）  410,094  261,691

期中平均株式数（千株）  82  82

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

①代表取締役の異動  

 現時点では決定いたしておりません。 

  

②その他役員の異動 

 現時点では決定いたしておりません。 

  

  

５．その他
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