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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 2,174 15.4 313 90.7 315 85.2 169 ―

20年3月期 1,884 38.1 164 △21.0 170 △13.2 △114 ―

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 4,179.63 4,179.12 6.0 10.1 14.4
20年3月期 △2,762.59 ― △4.0 5.5 8.7

（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 3,127 2,877 91.4 73,319.99
20年3月期 3,121 2,819 89.6 67,621.72

（参考） 自己資本   21年3月期  2,857百万円 20年3月期  2,798百万円

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 517 △268 △117 1,730
20年3月期 191 △389 5 1,598

2.  配当の状況 

（注）平成22年３月期末の配当につきましては、未定のため―表示としております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結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 
連結累計期間

1,233 15.3 157 4.9 159 4.6 61 27.8 1,568.50

通期 2,569 18.2 331 5.8 333 5.8 175 3.4 4,501.66

- 1 -

hishiyama
リスクモンスター



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37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 40,383株 20年3月期 41,383株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,414株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,688 10.3 286 107.4 288 100.3 141 ―

20年3月期 1,530 12.2 138 △30.7 143 △29.0 △140 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 3,480.11 3,479.68
20年3月期 △3,410.65 ―

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 2,969 2,802 94.4 71,907.11
20年3月期 2,960 2,771 93.6 66,977.48

（参考） 自己資本 21年3月期  2,802百万円 20年3月期  2,771百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

 当連結会計年度における我が国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安の拡大、急激

な円高の進行、株価の急落、国内の景況感の冷え込み等の影響を受け、設備投資の減少や雇用情勢の悪化等、景気の

減速感が一層強まる展開となりました。当社グループを取り巻く経済環境といたしましては、前連結会計年度に引き

続き、お客様のサービス選別がますます厳しいものとなりました。 

 こうした状況の下、当社グループは、設立10周年を迎えるこの節目を契機として、規模拡大を維持しつつも利益重

視の徹底を行い、さらに強固な経営基盤を確立すべく、平成20年度を初年度とする３ヵ年中期経営計画「To the 

next 10」を策定し、主要連結数値目標と早期の配当を目標に掲げました。 

 当社グループは、「顧客を大切にして共に繁栄しよう」並びに「プロフェッショナリズムを繁栄の源泉にしよう」

を企業理念に置き、次の10年へ向かって、社会的貢献及び企業価値の源泉を十分に理解し、短期的な収益の確保のみ

ならず、中長期的な視野に立って、当社グループを支える様々な関係者を含んだ当社の本源的な企業価値及び株主共

同の利益を継続的に維持・向上させてまいります。 

 また、当連結会計年度は以下のような取り組みを行いました。 

 ・与信管理の最新実践マニュアル『リスクはじきに目を覚ます「内部統制」時代の与信管理』出版発売（４月） 

 ・ホームページのリニューアル（６月） 

 ・発行済株式総数の3.4％を自己株式として取得（９月） 

 ・潜在株式の減少を目的としたストックオプションの消滅（12月） 

・業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値向上を図ることを目的とした、従業員に対するストックオプショ

ンの付与（12月） 

・国内最大級のビジネスデータベース「日経テレコン21」に与信判断サービス「リスクモンスター企業信用格付」

を提供開始（２月） 

・発行済株式総数の2.4％を自己株式として取得（３月） 

・発行済株式総数の2.4％の自己株式を消却（３月） 

・会員企業へのサービスの浸透化と利用促進を促す施策として「リスモン・ゼミナール」及びリスモンサービスの

操作説明会の開催（常時） 

 以上のような取り組みの結果、景況感が悪化する中で企業の倒産が相次いだこと等が影響し、企業における与信管

理機能強化の必要性があらためて認識され、当社グループの主要事業である与信管理サービスの需要が高まったこと

や、平成19年11月に株式会社ジェービーピー（現「リスモン・ビジネス・ポータル株式会社」）を当社の連結子会社

とし、事業承継したビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等）が堅調に推移し、当連結会計年度の売上

高は2,174,071千円（前年同期比115.4％）となりました。また、当社グループが対処すべき課題として従来から注力

している低コスト構造の維持や採算管理徹底の取り組み等により、営業利益は313,528千円（前年同期比190.7％）、

経常利益は315,731千円（前年同期比185.2％）となりました。当期純利益につきましては、時価や実質価額が著しく

下落し、回復する可能性が認められない投資有価証券について減損処理による投資有価証券評価損、ソフトウェア及

び次期の本社移転に伴う固定資産の減損損失を計上したこと等により169,676千円（前年同期は当期純損失114,114千

円）となりました。 

 また、平成20年９月及び平成21年３月に自己株式を合計2,414株取得し、そのうち1,000株を平成21年３月31日付で

消却を行い、株主利益の還元と資本効率の向上を図る施策を行いました。 

１．経営成績

- 3 -

リスクモンスター㈱　（3768）　平成21年３月期決算短信　



サービス分野別の経営成績は以下のとおりです。 

① ＡＳＰサービスについて 

当連結会計年度のＡＳＰサービスの売上高の合計は1,860,341千円（前年同期比132.9％）となりました。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当社が独自に開発したシステム「ＲＭ２ Navi System」を利用して、企業信用情報提供会社の有する約

190万社の企業情報の信用力を定量化し、インターネット経由で与信情報を提供するサービス 

３．与信意思決定サービス「ｅ－与信ナビ」及び関連サービスを利用できる会員向けサービス 

４．「ｅ－与信ナビ」及び動態管理サービスである「ｅ－管理ファイル」並びに関連サービスを利用できる会員

向けサービス 

５．当社連結子会社リスモン・ビジネス・ポータル株式会社が運営する中堅・中小企業向けビジネスポータルサ

イト「J-MOTTO（ジェイモット）」を利用できる会員向けサービス 

６．ビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等）の前年同期の会員数は、１年以内に会員契約期間が

満了となる短期契約会員448社を含めて比較しております。  

７．平成19年11月に当社の連結子会社となったリスモン・ビジネス・ポータル株式会社のビジネスポータルサイ

ト（グループウェアサービス等）は、前第３四半期より連結の範囲に含めているため、前年同期比較してお

りません。 

８．会員数は当社に登録されているＩＤ数 

  なお、与信管理サービス等及びビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等）に重複登録している

会員が一部おります。 

ア）与信管理サービス等 

 与信管理サービス等の売上高の合計は、1,381,166千円（前年同期比119.0％）となりました。その内訳として

ライト会員向けサービスの売上高が264,585千円（前年同期比123.0％）、レギュラー会員向けサービスの売上高

が1,116,581千円（前年同期比118.1％）となりました。景況感が悪化する中で企業の倒産が相次いだこと等が影

響し、企業における与信管理機能強化の必要性があらためて認識され、当社グループの主要事業である与信管理

サービスの需要が高まり、利用が促進し、サービスの浸透度が向上したことが増収の主な要因です。 

サービス分野別
当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日）

前年同期比
（％） 

ＡＳＰサービス 

与信管理サービス等

（注）２  

ライト会員向け 

サービス（注）３ 

会員数 

（短期契約会員 

 ６ＩＤを含む） 

 1,689  88.6

会員別売上高

（千円）  
 264,585  123.0

レギュラー会員向け 

サービス（注）４ 

会員数    1,695  90.3

会員別売上高

（千円）  
 1,116,581  118.1

会員数合計  3,384  89.5

与信管理サービス等売上高合計  

（千円） 
 1,381,166  119.0

ビジネスポータルサ

イト（グループウェ

アサービス等） 

J-MOTTO会員向け   

サービス（注）５   

 会員数（注）６  4,371  94.1

 会員別売上高

（千円）（注）７
 479,174  －

会員数合計（注）６  7,755  92.0

ＡＳＰサービス売上高合計（千円）  1,860,341  132.9
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イ）ビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等） 

 平成19年11月に株式会社ジェービーピー（現「リスモン・ビジネス・ポータル株式会社」）の株式を取得し子

会社化したことに伴い、事業承継した中堅・中小企業向けビジネスポータルサイト「J-MOTTO（ジェイモッ

ト）」会員向けサービスの売上高が479,174千円（前年同期比－％）と堅調に推移しました。 

 当連結会計年度末の会員数は、7,749会員となりました。 

 与信管理サービス等についてはレギュラー会員のうち、サービスが浸透せず月々の利用単価が低い一部の会員を

ライト会員に組み入れ、ライト会員のうち、月々の利用単価が低く、１年以内に会員契約期間が満了となる見通し

の会員を会員数から除外いたしました。  

会員数の推移（累計）を示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．会員数は当社に登録されているＩＤ数 

なお、与信管理サービス等及びビジネスポータルサイト（グループウェアサービス等）に重複登録している

会員が一部おります。 

２．１年以内に会員契約期間が満了となる見込みの短期契約会員６ＩＤは含まれておりません。 

３．第８期の会員数は、１年以内に会員契約期間が満了となる短期契約会員を含めておりません。 

  短期契約会員は第８期末は448会員ありましたが、当第２四半期において契約更新、整理等対応が完了し、

該当会員はありません。 

４．短期契約会員の整理状況は次のとおりです。 

② コンサルティングサービスについて 

 当連結会計年度のコンサルティングサービスの売上高の合計は313,730千円（前年同期比64.8％）となりまし

た。 

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．デジタルデータ化サービス等を中心としたビジネス・プロセス・アウトソーシング（ＢＰＯ）サービス 

３．その他には、「金融サービス」等を含む「その他サービス」が含まれております。 

回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期

決算年月 
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 

ＡＳＰ 

サービス 

与信管理サービス等 

ライト会員（注）２  1,208  1,826  2,009  1,906  1,683

レギュラー会員  812  1,091  1,575  1,877  1,695

会員数合計   2,020  2,917  3,584  3,783  3,378

ビジネスポータルサ

イト（グループウェ

アサービス等） 

J-MOTTO会員（注）３  －  －  －  4,196  4,371

会員数合計  2,020  2,917  3,584  7,979  7,749

   

第８期 第９期

期中
会員数 

期末
会員数 

期中
会員数 

期末 
会員数 

与信管理サービス等  －  －  438  6

ビジネスポータルサイト 

（グループウェアサービス等） 
 1,053  448  113  －

サービス分野別
当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前年同期比
（％） 

コンサルティング

サービス 

ポートフォリオサービス及び 

マーケティングサービス（千円） 
 138,381  84.4

ＢＰＯサービス（千円）（注）２  123,076  88.8

その他（千円）（注）３  52,272  28.8

コンサルティングサービス売上高合計（千円）  313,730  64.8
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ア）ポートフォリオサービス及びマーケティングサービス 

 ポートフォリオサービス及びマーケティングサービスの売上高は138,381千円（前年同期比84.4％）となりま

した。ポートフォリオサービスの売上高は順調に推移したものの、マーケティングサービスの売上高が減少した

ためであります。 

イ）ＢＰＯサービス 

 デジタルデータ化サービス等を中心としたＢＰＯサービスの売上高は123,076千円（前年同期比88.8％）とな

りました。継続案件が減少したことによるものであります。 

ウ）その他サービス 

 金融サービス等を含むその他の売上高は52,272千円（前年同期比28.8％）となりました。前連結会計年度は、

リスモン・ビジネス・ポータル株式会社が受託している三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループのビジネススクエ

ア「ＳＱＵＥＴ」の入会勧誘業務等の売上高88,500千円が含まれておりましたが、当該サービスは、平成20年３

月で受注契約を終了しております。 

 当連結会計年度の収益につきましては、営業利益が313,528千円（前年同期比190.7％）、経常利益が315,731千円

（前年同期比185.2％）となりました。これは、前連結会計年度から注力している格付精度及びデータ処理能力を向

上させるための原価部隊の体制強化、サービスの付加価値をさらに高めるためのシステム増強、内部統制の強化のた

めの先行投資等を行った効果と、当社グループが、対処すべき課題として従来より注力している低コスト構造の維持

や採算管理徹底の取り組み等により、売上高利益率の大幅な改善を維持していることによるものです。  

 当期純利益につきましては、時価や実質価額が著しく下落し、回復する可能性が認められない投資有価証券につい

て減損処理による投資有価証券評価損を88,668千円、ソフトウェア及び次期の本社移転に伴う固定資産の減損損失を

66,829千円特別損失として計上したものの、結果169,676千円（前年同期は当期純損失114,114千円）となり、増収増

益となりました。当連結会計年度の収益を示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。  

  
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

  当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

  
前年同期比
（％） 対売上比(％) 対売上比(％) 

 売上高（千円）  1,884,047  100.0  2,174,071  100.0  115.4

 営業利益（千円）  164,417  8.7  313,528  14.4  190.7

 経常利益（千円）  170,479  9.0  315,731  14.5  185.2

当期純利益（△損失）

（千円） 
 △114,114  △6.1  169,676  7.8  －
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（次期の見通し） 

 当連結会計年度の業績につきましては、中期経営計画の初年度の目標に対し前倒しで達成いたしましたが、経済環

境の先行きは不透明であり、次期の業績につきましては、売上高は堅調に推移するものの、利益は当連結会計年度並

みの見通しとしております。 

 当社は、営業面におきましては、顧客ニーズに合わせた営業体制の機能改革を行い、新規法人会員獲得のための販

売提携を一層推進し、既会員企業と緊密な関係構築を行う専門部隊の活動によりサービスの浸透に注力いたします。

 サービス面におきましては、生産性、データ処理能力、格付精度の向上、新規サービスの開発を進め、サービスの

品質管理と安全で安定したシステム運用を行い、会員のサービス満足度を高めることに注力いたします。 

 費用につきましては、更なる成長に向けた人員増、内部統制の充実、本社移転及びグループの事務処理センター構

築等に伴う固定費の増加があるものの、少数精鋭による低コストオペレーションを維持してまいります。 

 次期の景気の先行きは、引き続き予断を許さない状況が続くものと思われますが、中期経営計画の２年目である次

期は、当連結会計年度に地固めした収益獲得のための体制を更に強固にし、その目標達成に向けて尽力してまいりま

す。 

 これらを踏まえ、次期の業績見通しといたしましては、売上高2,569百万円（前年同期比118.2％）、営業利益331

百万円（前年同期比105.8％）、経常利益333百万円（前年同期比105.8％）、当期純利益175百万円（前年同期比

103.4％）を予定しております。 

（単位：百万円）

  売上高 営業利益 経常利益 当期（四半期）純利益

 平成21年９月中間期予想  1,233  157  159  61

 平成20年９月中間期実績   1,069  150  152  47

 前年同期比（％）  115.3  104.9  104.6  127.8

 平成22年３月期予想  2,569  331  333  175

 平成21年３月期実績  2,174  313  315  169

 前年同期比（％）  118.2  105.8  105.8  103.4
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末の総資産は3,127,217千円（前年同期比100.2％）となりました。 

 流動資産につきましては、現金及び預金が増加したこと等に伴い、2,074,799千円（前年同期比107.0％）となり

ました。 

 固定資産は、1,052,418千円（前年同期比89.0％）となりました。次期の本社移転に伴う減損処理によって有形

固定資産が減少し、のれんの償却とソフトウェアの減損処理によって無形固定資産が減少したこと等によるもので

す。また、時価や実質価額が著しく下落し、回復する可能性が認められない投資有価証券の減損処理によって投資

有価証券が減少いたしました。 

 流動負債につきましては、投資有価証券の減損損失を損金算入したことによる未払法人税等の減少等に伴い、

249,395千円（前年同期比82.6％）となりました。 

 純資産につきましては、時価や実質価額が著しく下落し、回復する可能性が認められない投資有価証券について

減損処理による投資有価証券評価損を88,668千円、ソフトウェア及び次期の本社移転に伴う固定資産の減損損失を

66,829千円特別損失として計上したものの、当社グループが、対処すべき課題として従来より注力している低コス

ト構造の維持や採算管理徹底の取り組み等の結果、当期純利益が169,676千円となったこと等により、2,877,821千

円（前年同期比102.1％）となりました。また、自己資本比率は91.4％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により517,959千円増加、投資活動により

268,497千円減少、財務活動により117,871千円減少し、この結果、現金及び現金同等物は131,591千円増加し、期

末残高は1,730,447千円（前年同期比108.2％）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動は、前年同期と比べ、税金等調整前当期純利益が199,139千円、減価償却費が45,680千円、減損損失が

66,829千円増加し、投資有価証券評価損が130,819千円、法人税等の支払額が63,673千円減少しました。また、そ

の他債権債務の増減額の影響等により、営業活動全体として前年同期と比べ326,339千円増加し、517,959千円（前

年同期比270.3％）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動は、前年同期と比べ投資有価証券の取得による支出が135,977千円減少し30,136千円、有形固定資産の

取得による支出が21,432千円増加し48,923千円、無形固定資産の取得による支出が23,366千円減少し201,648千円

となりました。これらの理由により、投資活動全体として前年同期と比べ支出が120,907千円減少し、268,497千円

（前年同期比69.0％）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動は、自己株式の取得による支出があったため、財務活動全体として117,871千円（前年同期は5,120千円

の収入）となりました。 

(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、中間配当及び期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、当社の剰余金の配当の

決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。 

 また、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。 

 当社は、ＩＴ業界特有の急激な技術革新とスピードに迅速かつ柔軟に対応すべく、設立以来、将来の設備投資に備

え、内部留保の充実を最優先課題として取り組んでおります。同時に、株主に対する利益還元も重要な課題であると

の認識にたち、平成20年度を初年度とする３ヵ年中期経営計画「To the next 10」を平成20年５月に策定し、当中期

経営計画期間中の配当の実現を目標に掲げました。また、当社は、平成21年３月に株主利益の還元と資本効率の向上

を図ることを目的に、発行済株式総数の2.4％の自己株式を消却いたしました。平成22年３月期の配当につきまして

は、現時点では未定としておりますが、財政状態や経営成績とのバランスを考慮しつつ、できるだけ早期に配当政策

を検討し、利益に応じた配当の実施を目指す所存です。 
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(4）事業等のリスク 

 以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

ます。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断上、あるいは、当社グループの事業活

動を理解する上で重要であると考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示してお

ります。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応

に努める方針であります。また、以下の記載はすべてのリスク要因を網羅するものではありませんので、この点ご留

意ください。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。  

（現在の事業内容に関するリスクについて）  

 ① 株式会社東京商工リサーチへの依存度について 

 当社グループの事業において、企業情報のデータベースの質、量、継続利用性は当社グループの事業を継続す

る上で不可欠なものとなっております。当社グループは設立以来、当社株主でもある株式会社東京商工リサーチ

の有する企業データベースを利用しておりますが、当連結会計年度において当社グループの情報利用料全体に占

める割合は93.7％であります。両社間の情報利用契約の期限は平成21年３月31日となっており、以後１年毎の自

動継続契約になっております。現在、中長期的な成長と事業戦略等を視野に入れ、契約改訂に向けて協議を進め

ております。当連結会計年度末現在、同社は当社株式の8.0％を保有し当社の筆頭株主となっており、今後も継

続的に保有する意向であります。また、当社グループは、同社との間に今後も良好な関係を維持するための関係

を構築しております。しかしながら、何らかの理由により当該情報利用契約が継続されない場合は、当社グルー

プの事業の継続性に極めて重大な影響を及ぼす可能性があります。 

② 単一事業への依存及び収益構造について 

 当社グループは、現在のところ、インターネットを利用したＡＳＰサービス事業（以下「ＡＳＰサービス」と

いう。）が主な事業となっております。平成19年11月にリスモン・ビジネス・ポータル株式会社を連結子会社と

したことにより、ビジネスポータルサイトの売上高が増加したため、ＡＳＰサービスの売上高が売上高全体に占

める割合は、平成18年度72.6％、平成19年度74.3％、平成20年度85.6％と依然高比率となっております。ＡＳＰ

サービスの収益は、新規獲得会員及び総会員数の推移、会員の退会率の推移、各会員企業の利用料金等により大

きな影響を受けます。また、新規ＡＳＰサービスのための先行投資等の費用が発生する場合、一時的な当社の収

益を悪化させる要因となり、経営状況その他に重要な影響を及ぼす恐れがあります。今後は、ＡＳＰサービスを

核としつつ、業務提携や周辺ビジネスヘの取り組み等を積極的に展開し、当該事業以外からの収益確保を目標に

掲げております。 

③ 顧客情報の流出の可能性及び影響について 

 当社グループでは、会員企業に係る情報及びその他企業情報等多くの機密情報を扱っており、情報の取扱いに

は細心の注意を払っております。情報の取扱いに係わる社内規程の整備、定期的な社員教育の実施、システムの

セキュリティ強化、情報取扱い状況の内部監査等を推進するとともに、「ISO/IEC27001」（注）認証の取得等、

会員企業の情報管理の強化に努めておりますが、万一、外部からの不正アクセスや社内管理体制の瑕疵等による

情報の外部流出が発生した場合、当社グループへの損害賠償請求や社会的信用の失墜により、業績に重大な影響

を及ぼす可能性があります。 

（注）ISO/IEC27001 

企業の情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）が、国際標準規格であるISO/IEC27001に準拠してい

ることを認定する評価制度 
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④ システム障害について 

 当社グループでは、耐震性・防火性に優れた建物に機器等を設置し、24時間365日でのシステム稼動状況監

視、電源及びシステムの二重化、外部からの不正侵入を検知する装置の導入、システムの大規模障害を想定した

定期的な復旧テストの実施、システム運用規程の整備、システム運用に関する内部監査を行うとともに

「ISO/IEC20000（ＩＴサービスマネジメントシステム）」（注）認証取得等の対策を実施しております。しかし

ながら、当社グループの事業においてインターネットを利用することによる外部からの不正な手段による通信の

妨害、基幹通信ネットワークの障害、ネットワーク・サーバー等の機器動作不良、プログラムの動作不良、自然

災害等の不測の事態が生じた場合、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。 

（注）ISO/IEC20000（ＩＴサービスマネジメントシステム） 

ＩＴを使用してサービスを提供する組織が、サービス品質及び顧客満足度向上のためにP・D・C・A（Plan・

Do・Check・Act）サイクルを用いて継続的にサービス及びシステム運用を改善するための仕組み 

（競合について）  

 当社グループは、インターネットを利用して、格付付与及び与信限度額の提供等の与信管理サービス事業を行っ

ております。同様のサービスを行う企業は数社存在いたしますが、現時点は当社グループの事業領域において先行

者メリットを十分に享受し優位性を確保していると認識しております。しかし、当該事業は参入障壁が低く、新規

参入者は増加すると予想されるため、例えば大手の企業信用情報提供会社等、競合他社の出現による会員企業数の

減少及び競争激化等による収益性悪化により、当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。  

（サービスの陳腐化について） 

 インターネット関連技術及びそのビジネスモデルは変化が速いため、インターネットを積極的に利用している事

業者は一定水準のサービスの提供を維持するためには、技術革新及びビジネスモデルの変化に積極的かつ柔軟に対

応していく努力が必要であり、主として「ＲＭ２ Navi System」の機能追加及びセキュリティ強化のためのハー

ドウェア増設に年間400,000千円を計画しております。このように、当社グループは今後も不断な経営努力を行っ

ていく方針ですが、新サービス導入または既存サービス強化のために必要な新しい技術及びビジネスモデルを何ら

かの理由で適時かつ効果的に採用・応用できない可能性があります。また、新しいインターネット関連技術及びビ

ジネスモデルの変化への対応には、相当の時間と費用が必要となる可能性があります。そのような状況が現出した

場合には、当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

（新規事業に伴うリスクについて）  

 現在、当社グループは、これまでの与信管理サービス事業から得たノウハウを活用し、新規事業を展開していく

方針であります。しかしながら、当社グループとしては、未経験分野もあり、不確定要素があることも否めませ

ん。これらの新規事業展開、業務提携に何らかの支障が発生する場合、あるいは予想以上の投資コストが必要にな

る場合等、現状では予測し得ない事態が発生する可能性は否定できず、かかる事態が発生した場合、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。 

 また、当社は、当社が出資する子会社等と協業し、相乗効果を発揮するため、必要に応じて当社役員及び当社従

業員が子会社等の役員を兼任し、また当社からの従業員の出向を行う場合があります。しかしながら、当社事業と

その子会社等の事業に競合が生じた場合やその他の事由により、当社事業において相乗効果が発揮または期待でき

なくなる可能性があります。そのような場合には、当社役員及び従業員が役員を兼任、出向しているにも係わら

ず、当社事業の経営成績及び財政状況に影響が及ぶ可能性があります。 

（知的財産権について）  

 当社グループはこれまで、著作権法を含めた知的財産権に関して他社の知的財産権を侵害したとして、損害賠償

や使用差止の請求を受けたことはありません。当社グループでは知的財産権の侵害を行っていないものと認識して

おりますが、当社グループの事業分野における知的財産権の現況を完全に把握することは困難であり、当社グルー

プが把握できていないところで他社が特許権等を保有している可能性は否めません。また、今後当社グループの事

業分野における第三者の特許権が新たに成立し、損害賠償または使用差止等の請求を受ける可能性はあり、その場

合当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  
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（その他） 

 ① 新株予約権（ストックオプション）の付与について  

 当社では、社員の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を獲得する目的で新株予約権を付与し

ております。当連結会計年度末現在、新株予約権による潜在株式総数は1,372株であり、これらの新株予約権が

全て行使された場合、発行済株式総数の3.4％にあたります。今後も将来にわたって当社の成長に大きな貢献が

期待できる社員には、新株予約権の付与を行っていく方針でありますが、付与された新株予約権の行使により発

行された新株は、将来的に当社株式価値の希薄化や株式売買の需給への影響をもたらし、当社株価形成へ影響を

及ぼす可能性があります。 

② 配当政策について 

 当社は、ＩＴ業界特有の急激な技術革新とスピードに迅速かつ柔軟に対応すべく、設立以来、将来の設備投資

に備え、内部留保の充実を最優先課題として取り組んでおります。同時に、株主に対する利益還元も重要な課題

であるとの認識にたち、平成20年度を初年度とする３ヵ年中期経営計画「To the next 10」を平成20年５月に策

定し、当中期経営計画期間中の配当の実現を目標に掲げました。また、当社は、平成21年３月に株主利益の還元

と資本効率の向上を図ることを目的に、発行済株式総数の2.4％の自己株式を消却いたしました。平成22年３月

期の配当につきましては、現時点では未定としておりますが、財政状態や経営成績とのバランスを考慮しつつ、

できるだけ早期に配当政策を検討し、利益に応じた配当の実施を目指す所存です。 

③ 人材について  

 当社は、当連結会計年度末現在において取締役３名（うち非常勤１名）、監査役３名（うち非常勤２名）及び

従業員が連結で68名、個別で56名と小規模であり、内部管理体制もこの規模に応じたものになっております。今

後、事業拡大に伴い、積極的な採用活動を行っていくとともに、従業員の育成に取り組み、人員の増強を進め、

内部管理体制の一層の拡充をはかる方針であります。しかしながら、優秀な人材をタイムリーに獲得することは

容易ではなく、必要な人材を採用できない、あるいは採用が遅れた場合は、適切かつ充分な組織対応ができず、

効率的な事業運営に支障をきたす可能性があります。または、人材を採用し人材育成ができなかった場合や、各

部署において相当数の社員が、短期間のうちに退職した場合も、事業運営に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 訴訟について 

 当社グループの情報販売（格付情報）は「企業の格付けをする」という観点から、その格付情報を不服とし

て、格付対象企業より訴訟を起こされる可能性があります。当社グループのサービス利用においては、会員企業

との間に守秘義務契約があり、第三者からの格付情報を不服とする訴訟については、契約上起こる可能性は少な

いと考えますが、訴訟という事態になり係争が長期化する場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能

性があります。   
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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ております。 

 なお、主要なサービスは以下のとおりです。  

（サービス一覧） 

２．企業集団の状況

サービス名称 サービス内容 

ＡＳＰサービス 

（注１） 

与信管理 

サービス 

ｅ－与信ナビ 

 倒産実績に裏付けられた倒産確率を表すＡ～Ｆの６段階の「Ｒ

Ｍ格付」（注２）と、会員企業の財務体力を考慮した「ＲＭ与信

限度額」（注３）等、与信意思決定に有効となる具体的な取引可

否判断指標を提供するサービスです。新規取引や既存取引先の与

信判断のツールです。 

ｅ－管理ファイル 

 継続的に与信が発生する取引先を登録し、一括動態管理を行う

ツールです。登録企業の信用状況及び企業データに変更があった

場合に、電子メールにてアラーム通知（注４）する機能が特徴で

す。取引先の信用力の変化を常時把握することで機動的な債権保

全が可能となります。 

その他サービス  

 ＲＭ格付ロジックの精度の検証として、毎月の格付別倒産実績

を公開している「アナリストモンスター」、取引先の詳細情報の

履歴がわかる「プレイバックモンスター」等があります。 

営業支援サービス 

 企業データベースから、所在地や業種、資本金等の検索条件を

指定し、マーケティングリストを作成するツール「攻めモンスタ

ー」があります。また、ＲＭ格付を利用した検索機能もあり、企

業データベースの中から優良企業を選別し、効率的な営業活動が

可能となります。また、市場調査レポート「マーケティングモン

スター」や地図を利用した「攻めＭＡＰ」等があります。 

人事・総務系サービス  

 人材教育研修のためにｅラーニングを行う「ラーニングモンス

ター」、内定者フォローを行うための「ウェルカムモンスタ

ー」、人材採用業務支援を行う「リクルーティングモンスター」

等のＡＳＰサービスがあります。  

ビジネスポータルサイト 

（グループウェアサービス等） 

 中堅・中小企業向けビジネスポータルサイト「J-MOTTO（ジェ

イモット）」の運営。スケジュールや会議室の管理等、社内の情

報を共有し、業務の効率化を図るためのグループウェアＡＳＰサ

ービス等やホスティングサービス等があります。 

その他サービス  

 審査用語辞典や契約書式集等実務に役立つ「お役立ちツール」

や要望やクレームを投稿できる「ＲＭ目安箱」、ＦＡＱ等のサー

ビスがあります。 

コンサルティング 

サービス 

ポートフォリオサービス 

 取引先全体のリスク構成を、ＲＭ格付やＲＭ与信限度額等当社

独自の各指標を駆使し、低コストかつ短期間で分析するサービス

です。 

ＢＰＯサービス 

 マーケティング業務の効率化及びデジタルデータ化ソリューシ

ョンによるサービスです。情報をスピーディーにデジタルデータ

化し分析します。 

マーケティングサービス 
 既存顧客、商圏を当社独自の各指標で分析し、営業支援を行う

サービスです。 

金融サービス 

 ＲＭ格付と連動した保証限度額・保証料率が設定される信用保

証サービスや取引信用保険等の債権保全サービスが「Secured 

Monster」シリーズです。会員はＲＭ格付という統一した債権評

価基準を保有することで、より具体的な債権保全のマネジメント

が可能となります。 

その他サービス 

 ＲＭ格付やＲＭ与信限度額等当社サービスを活用して、会員企

業に合わせた与信管理規程作成サービス、また、社内啓蒙を目的

とした研修サポート等も実施しています。 
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（注１）ＡＳＰサービス   

 企業等の会員に対して、インターネット等を介してアプリケーションソフトを提供するサービスです。 

 （注２）ＲＭ格付 

当社では、企業を大きくＡ～Ｆの６段階に格付し、当該格付情報を会員に提供しております。この格付は、過

去の倒産実績に裏付けられた独自指標であり、Ａ格の企業は倒産確率が低い、つまり倒産しにくい企業、逆に

Ｆ格の企業は倒産確率が高い、つまり倒産しやすい企業といえます。定期的なデータ更新等によりロジックの

補正を続けているのもＲＭ格付の大きな特長です。 

 （注３）ＲＭ与信限度額 

さまざまな与信限度の設定法が提唱されておりますが、当社ではそれらを複合させ、致命的なダメージを受け

ない与信限度額として、①会員企業の財務体力に応じた格付ごとの“基本許容金額”、②取引先の仕入債務の

シェアを考慮した売込限度金額、さらに③会員企業の決裁権限に応じた決裁限度金額の３つを算出し、その最

小値を「ＲＭ与信限度額」として提供しております。 

 （注４）アラーム通知 

当社では、会員企業に代わり取引先の信用状況変化や、企業信用情報の変更を把握し、電子メールにて通知し

ております。 
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(1）会社の経営の基本方針 

 平成19年３月期決算短信（平成19年５月２日開示）により開示を行った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。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。  

（当社ホームページ） 

http://www.riskmonster.co.jp 

(2）目標とする経営指標 

 当社が重要と考えております経営指標は、「経営基盤の安定」という観点より、売上高営業利益率、「継続的な成

長」という観点より、法人会員数の増大とサービスの浸透度を深めていくことを重点に経営に取り組んでおりま

す。  

 (3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、設立10周年を迎えるこの節目を契機として、規模拡大を維持しつつも利益重視の徹底を行い、さ

らに強固な経営基盤を確立すべく、平成20年度を初年度とする３ヵ年中期経営計画「To the next 10」を平成20年５

月に策定し、次の目標を掲げました。 

① 当中期経営計画期間中の配当の実現 

② 最終年度（平成23年３月期）の主要連結数値目標 

      売上高           2,884百万円 

      営業利益        414百万円  

      営業利益率        14.4％  

      グループ法人会員数   10,000ID超 

  当社グループは、「顧客を大切にして共に繁栄しよう」並びに「プロフェッショナリズムを繁栄の源泉にしよ

う」を企業理念に置き、次の10年へ向かって、社会的貢献及び企業価値の源泉を十分に理解し、短期的な収益の確保

のみならず、中長期的な視野に立って、当社を支える様々な関係者を含んだ当社の本源的な企業価値及び株主共同の

利益を継続的に維持・向上させていきます。 

 基本戦略は以下のとおりです。 

① 実効ある内部統制システムの構築と運用 

 経営力の強化を行い、経営環境、市場環境の変化に適応し、株式市場からの信頼を回復してまいります。 

 ② 事業分野別の戦略的取り組み 

 当社グループの事業を３つの事業（与信管理サービス事業、ビジネスポータル事業、ＢＰＯ事業）に分類し、

それぞれの事業分野別に戦略的取り組みを行い、安定的な売上高の成長と収益の獲得を実現いたします。 

 ③ 生産管理と原価管理の強化 

 グループの生産管理と原価管理の強化を行い、採算性を向上させます。 

 ④ システム等のインフラの強化 

 既存のＡＳＰ共通基盤システムを３つの事業が効率的に運営できるシステムインフラとなるよう増強、拡張

し、採算性の向上と安定・安全性を確保いたします。 

 ⑤ 業務フローの共通化 

 ３つの事業の業務フローの共通化により、低コストオペレーションを実現いたします。 

 当中期経営計画の初年度である当連結会計年度は、地固めの年として、確実な成長のための基盤づくりに努めまし

た。その結果、当連結会計年度の業績は、営業利益率において14.4％となり、目標達成の実現化に向けて順調な滑り

出しとなりました。 

 景気の先行きは引き続き予断を許さない状況が続くことが予想されますが、これらの施策を着実に実行し、３ヵ年

中期経営計画「To the next 10」期間中の配当の実現と、最終年度となる平成23年３月期において主要連結数値目標

の達成に努め、企業価値の最大化を図ってまいります。 

  (4）会社の対処すべき課題 

 平成19年３月期決算短信（平成19年５月２日開示）により開示を行った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。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。  

（当社ホームページ） 

http://www.riskmonster.co.jp  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,498,876 1,630,482

受取手形及び売掛金 259,880 294,784

有価証券 99,979 99,965

原材料及び貯蔵品 5,534 4,716

繰延税金資産 2,401 10,976

その他 78,607 39,552

貸倒引当金 △6,693 △5,679

流動資産合計 1,938,586 2,074,799

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 38,445 9,195

減価償却累計額 △14,233 △3,092

建物及び構築物（純額） 24,211 6,103

工具、器具及び備品 238,630 207,780

減価償却累計額 △161,695 △143,766

工具、器具及び備品（純額） 76,935 64,014

建設仮勘定 3,179 261

有形固定資産合計 104,326 70,379

無形固定資産   

のれん 66,194 51,484

ソフトウエア 551,608 504,450

その他 21,476 19,592

無形固定資産合計 639,279 575,527

投資その他の資産   

投資有価証券 283,029 222,520

繰延税金資産 10,356 37,018

その他 145,926 147,476

貸倒引当金 － △504

投資その他の資産合計 439,312 406,511

固定資産合計 1,182,917 1,052,418

資産合計 3,121,504 3,127,217

負債の部   

流動負債   

未払金 169,279 143,472

未払法人税等 23,620 3,516

その他 109,152 102,405

流動負債合計 302,053 249,395

負債合計 302,053 249,395
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,107,428 1,107,428

資本剰余金 1,356,676 1,308,089

利益剰余金 347,288 516,964

自己株式 － △68,700

株主資本合計 2,811,392 2,863,781

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,002 △6,574

評価・換算差額等合計 △13,002 △6,574

新株予約権 － 494

少数株主持分 21,061 20,120

純資産合計 2,819,451 2,877,821

負債純資産合計 3,121,504 3,127,217
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,884,047 2,174,071

売上原価 763,266 842,837

売上総利益 1,120,780 1,331,233

販売費及び一般管理費 ※1  956,363 ※1  1,017,705

営業利益 164,417 313,528

営業外収益   

受取利息 4,242 3,680

受取配当金 2,840 1,260

その他 343 273

営業外収益合計 7,425 5,214

営業外費用   

株式交付費 389 －

投資事業組合運用損 974 2,427

自己株式取得費用 － 583

営業外費用合計 1,363 3,011

経常利益 170,479 315,731

特別利益   

貸倒引当金戻入額 911 －

前期損益修正益 － ※2  635

投資有価証券売却益 － 128

その他 － 11

特別利益合計 911 774

特別損失   

固定資産除却損 ※3  187 ※3  10,153

投資有価証券評価損 219,488 88,668

減損損失 － ※4  66,829

特別損失合計 219,675 165,651

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△48,284 150,854

法人税、住民税及び事業税 59,783 21,732

法人税等調整額 6,132 △39,612

法人税等合計 65,915 △17,880

少数株主損失（△） △85 △940

当期純利益又は当期純損失（△） △114,114 169,676
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 1,102,548 1,107,428

当期変動額   

新株の発行 4,880 －

当期変動額合計 4,880 －

当期末残高 1,107,428 1,107,428

資本剰余金   

前期末残高 1,351,796 1,356,676

当期変動額   

新株の発行 4,880 －

自己株式の消却 － △48,587

当期変動額合計 4,880 △48,587

当期末残高 1,356,676 1,308,089

利益剰余金   

前期末残高 446,136 347,288

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △114,114 169,676

持分法の適用範囲の変動 15,265 －

当期変動額合計 △98,848 169,676

当期末残高 347,288 516,964

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △117,287

自己株式の消却 － 48,587

当期変動額合計 － △68,700

当期末残高 － △68,700

株主資本合計   

前期末残高 2,900,480 2,811,392

当期変動額   

新株の発行 9,760 －

当期純利益又は当期純損失（△） △114,114 169,676

持分法の適用範囲の変動 15,265 －

自己株式の取得 － △117,287

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △89,088 52,388

当期末残高 2,811,392 2,863,781
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △18,538 △13,002

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,536 6,428

当期変動額合計 5,536 6,428

当期末残高 △13,002 △6,574

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △18,538 △13,002

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,536 6,428

当期変動額合計 5,536 6,428

当期末残高 △13,002 △6,574

新株予約権   

前期末残高 4,250 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,250 494

当期変動額合計 △4,250 494

当期末残高 － 494

少数株主持分   

前期末残高 14,975 21,061

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,085 △940

当期変動額合計 6,085 △940

当期末残高 21,061 20,120

純資産合計   

前期末残高 2,901,167 2,819,451

当期変動額   

新株の発行 9,760 －

当期純利益又は当期純損失（△） △114,114 169,676

持分法の適用範囲の変動 15,265 －

自己株式の取得 － △117,287

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,371 5,981

当期変動額合計 △81,716 58,370

当期末残高 2,819,451 2,877,821
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△48,284 150,854

減価償却費 211,108 256,789

減損損失 － 66,829

のれん償却額 7,354 14,709

貸倒引当金の増減額（△は減少） △911 △510

受取利息及び受取配当金 △7,082 △4,940

株式交付費 389 －

投資事業組合運用損益（△は益） 974 2,427

投資有価証券売却損益（△は益） － △128

固定資産除却損 187 10,153

投資有価証券評価損益（△は益） 219,488 88,668

売上債権の増減額（△は増加） △6,446 △35,408

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,932 817

未払金の増減額（△は減少） 316 △26,018

その他 △77,093 37,637

小計 297,068 561,883

利息及び配当金の受取額 7,081 4,933

法人税等の支払額 △112,530 △48,857

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,620 517,959

投資活動によるキャッシュ・フロー   

新規連結子会社の取得による収入 ※2  9,130 －

有形固定資産の取得による支出 △27,491 △48,923

無形固定資産の取得による支出 △225,014 △201,648

投資有価証券の取得による支出 △166,113 △30,136

投資有価証券の解約による収入 30,620 －

投資有価証券の売却による収入 － 10,151

その他 △10,535 2,060

投資活動によるキャッシュ・フロー △389,404 △268,497

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 9,370 －

自己株式の取得による支出 － △117,871

新株予約権の買取による支出 △4,250 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,120 △117,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △192,663 131,591

現金及び現金同等物の期首残高 1,791,520 1,598,856

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,598,856 ※1  1,730,447
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

 リスモン・マッスル・データ株式会社 

リスモン・ビジネス・ポータル株式会

社 

 なお、リスモン・ビジネス・ポータ

ル株式会社につきましては、平成19年

11月に株式を取得したことに伴い、当

連結会計年度より連結の範囲に含めて

おります。 

同左 

  

  

  

  

────── 

２．持分法の適用に関する事

項 

 前連結会計年度において持分法適用会

社でありましたサイボウズ・メディアア

ンドテクノロジー株式会社につきまして

は、当社の役員が同社の役員を退任した

ことに伴い、当連結会計年度より持分法

の適用範囲から除外しております。 

────── 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 
    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券  

 満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

① 有価証券  

 満期保有目的の債券 

同左 

   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 たな卸資産 

 貯蔵品 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

② たな卸資産 

 貯蔵品 

 移動平均法による原価法（貸借対照

表価額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。 

    

  

  

（会計方針の変更）  

 当連結会計年度より「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日公表分）を

適用しております。 

 これによる損益への影響はありませ

ん。  
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(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 

  定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物及び構築物    ６～18年  

 工具、器具及び備品  ４～10年  

① 有形固定資産 

同左 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当連結会計

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

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上して

おります。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。  

―――――― 

  ② 無形固定資産  

  定額法を採用しております。  

 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

（３～５年）に基づいております。  

② 無形固定資産  

  定額法を採用しております。 

  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

（２～５年）に基づいております。 

(3）重要な繰延資産の処理方

法 

 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理しており

ます。  

―――――― 

(4）重要な引当金の計上基準 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。 

貸倒引当金 

同左 

(5）重要なリース取引の処理

方法  

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。  

―――――― 

  

  

  

(6）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項  

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 全面時価評価法を採用しております。 同左 

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項  

 のれんの償却については、５年間の定

額法により償却を行っております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３か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 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（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、当連結会計年度より「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。 

 これによる損益への影響はありません。  
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  該当事項はありません。 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

従業員給与 299,590千円

支払手数料 102,492千円

※１ 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

従業員給与 315,639千円

支払手数料 147,371千円

────── ※２ 前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。  

過年度売上修正 635千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物      45千円

工具、器具及び備品      141千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 6,706千円

工具、器具及び備品   676千円

ソフトウェア  1,608千円

その他無形固定資産  1,162千円

────── 

  

※４ 減損損失  

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。 

（注）１．ソフトウェアのうち、今後使用見込みが

ない遊休資産について減損を認識いたしま

した。 

     なお、今後の使用見込みがないことから

帳簿価額の全額を減損損失として特別損失

に計上しております。  

（注）２．次期の東京本社の移転に伴い、今後の使

用の見通しが立たなくなった建物、備品に

ついて減損を認識いたしました。  

     なお、今後の使用見込みがないことから

帳簿価額の全額を減損損失として特別損失

に計上しております。  

場所 用途 種類 
金額 

（千円)

当社
遊休資産

（注）１ 
ソフトウェア 35,092

当社
処分予定資産

（注）２  

  

  

建物及び構築物 19,535

  工具、器具及び備品 12,202
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加183株は、ストックオプションの行使によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行しまたはこれに代えて当社の保有する当社普通

株式を移転する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを行使価額で除した数

とし、１株未満の端数は切り捨てる。各本新株予約権の目的である株式の数は、当該株式を行使請求に係る

本新株予約権の数で除した数としております。 

２．行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に必要

な書類の全部が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の全

額が口座に入金された日に発生する。（以下「修正日」という。））の前日まで（当日を含む。）の３連続

取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の平均値の92％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額が、当該修正日の直前に有効な行使価

額を１円以上上回る場合または下回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されるものとして

おります。ただし、かかる修正後の行使価額が190,334円（以下「下限行使価額」という。）を下回ること

となる場合には行使価額は下限行使価額とするものとしております。 

３．行使価額は、571,000円としております。  

４．消却による減少であります。 

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）  41,200  183  －  41,383

合計  41,200  183  －  41,383

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

第１回新株予約権 

（第三者割当て）（注）４ 
普通株式 

（注） 

１、２ 
－ 

（注） 

１、２ 
－  －

第２回新株予約権 

（第三者割当て）（注）４  
普通株式 

（注） 

１、３ 
－ 

（注） 

１、３ 
－  －

合計 －  －
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当連結会計年度（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．普通株式の発行済株式総数の減少1,000株は、自己株式の消却による減少であります。  

    ２．普通株式の自己株式の増加2,414株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

    ３．普通株式の自己株式の減少1,000株は、自己株式の消却による減少であります。  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）ストック・オプションとしての新株予約権は、第１回、第２回、第６回ストック・オプションであり、第６回ス

トック・オプションについては、権利行使期間の初日が到来しておりません。  

  

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１  41,383  －  1,000  40,383

合計  41,383  －  1,000  40,383

自己株式         

普通株式（注）２，３  －  2,414  1,000  1,414

合計  －  2,414  1,000  1,414

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権（注） 
－ － － － －  494

合計 － － － － －  494
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（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連結貸借対照表に

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連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,498,876千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資（有価証券） 

  99,979千円

現金及び現金同等物 1,598,856千円

現金及び預金勘定 1,630,482千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資（有価証券） 

99,965千円

現金及び現金同等物 1,730,447千円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たにリスモン・ビジネス・ポー

タル株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳並びに当該子会社の取得価額と当該子

会社取得による収入（純額）との関係は次のとおりで

あります。 

  

流動資産   253,544千円

固定資産 82,615千円

のれん 73,549千円

流動負債 △211,198千円

固定負債  △1,540千円

少数株主持分   △6,171千円

子会社株式の取得価額  190,800千円

子会社現金及び現金同等物 △199,930千円

差引：子会社取得による収入     9,130千円

────── 
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

(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） 

器具備品  20,261  7,116  13,145

合計  20,261  7,116  13,145

１．リース取引に関する会計基準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（借主側） 

(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） 

器具備品  23,105  11,737  11,367

合計  23,105  11,737  11,367

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,999千円 

１年超 9,629千円 

合計  13,628千円 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 4,735千円 

１年超 7,195千円 

合計  11,931千円 

(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 2,359千円 

減価償却費相当額  2,103千円 

支払利息相当額 358千円 

(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 5,146千円 

減価償却費相当額  4,621千円 

支払利息相当額 605千円 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 
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前連結会計年度（平成20年３月31日） 

 １．売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

 ２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 ３．その他有価証券で時価のあるもの 

 （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、当連結会計年度において、その他有価証券で時

価のある株式について107,592千円の減損処理を行っております。 

 ４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について111,895千円の減損処理を行っておりま

す。 

 ５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的債券の今後の償還予定額 

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式  －  －  －

(2）債券  －  －  －

(3）その他  10,022  10,119  96

小計  10,022  10,119  96

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1）株式  43,400  43,400  －

(2）債券  －  －  －

(3）その他  91,093  69,201  △21,892

小計  134,493  112,601  △21,892

合計  144,516  122,721  △21,795

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券      

非上場社債  99,979

(2）その他有価証券   

非上場株式  61,370

その他  98,937

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

(1）債券                        

   社債  99,979  －  －  －

合計  99,979  －  －  －
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当連結会計年度（平成21年３月31日） 

 １．売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

 ２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 ３．その他有価証券で時価のあるもの 

 （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、当連結会計年度において、時価のあるその他有

価証券について58,650千円（うち、株式25,760千円、その他32,890千円）の減損処理を行っております。 

 ４．当連結会計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） 

  

 ５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について30,017千円の減損処理を行っております。

 ６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的債券の今後の償還予定額 

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式    －    －    －

(2）債券    －    －    －

(3）その他    38,547  39,871  1,323

小計  38,547  39,871  1,323

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1）株式  17,640  17,640    －

(2）債券    －    －    －

(3）その他  49,581  38,442  △11,138

小計  67,221  56,082  △11,138

合計  105,769  95,953  △9,815

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

   10,151   128   －

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券   

非上場社債  99,965

(2）その他有価証券   

非上場株式  31,353

その他  95,213

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

(1）債券                        

   社債  99,965  －  －  －

合計  99,965  －  －  －
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

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 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

 ２．平成17年11月18日付で１株につき３株の株式分割を行っておりますので、上記株式数は当該調整後の株式数

を記載しております。 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当社グループ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。 

同左 

（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（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 

 平成19年12月より確定拠出年金制度を採用しておりま

す（ただし子会社を除く）。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 確定拠出年金制度を採用しております（ただし子会社

を除く）。 

２．退職給付費用に関する事項 

  

 確定拠出年金への掛金支払額 2,291千円 

 退職給付費用 2,291千円 

２．退職給付費用に関する事項 

 確定拠出年金への掛金支払額    7,028千円 

 退職給付費用 7,028千円 

（ストック・オプション等関係）

  
第１回ストック・ 

オプション 
第２回ストック・

オプション 
第３回ストック・

オプション 
第４回ストック・ 

オプション 
第５回ストック・

オプション 

付与対象者の区分及び

人数 

当社取締役４名 

当社監査役１名 

当社従業員18名 

当社従業員10名 

当社取締役３名 

当社監査役２名 

当社従業員37名 

当社従業員３名 当社従業員９名 

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数

（注）１、２ 

普通株式1,950株 普通株式 267株 普通株式 612株 普通株式  ９株 普通株式 114株

付与日 平成16年10月20日 平成16年12月９日 平成17年７月20日 平成17年８月10日 平成18年４月18日

権利確定条件 

権利行使時にお

いて当社の取締

役、監査役もし

くは従業員の地

位にあることを

要す。ただし、

任期満了による

退任、定年退職

その他正当な理

由のある場合に

はこの限りでは

ない。 

 同左  同左  同左  同左 

対象勤務期間 
定めておりませ

ん。  
 同左  同左  同左  同左 

権利行使期間 

平成18年７月２

日から平成26年

６月29日まで 

 同左 

平成19年７月１

日から平成27年

６月29日まで 

 同左  同左 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 （注）平成17年11月18日付で１株につき３株の株式分割を行っておりますので、上記株式数は当該調整後の株式数を記

載しております。 

② 単価情報 

 （注）平成17年11月18日付で１株につき３株の株式分割を行っておりますので、上記権利行使価格は当該調整後の権利

行使価格を記載しております。 

  
第１回ストック・ 

オプション 
第２回ストック・

オプション 
第３回ストック・

オプション 
第４回ストック・ 

オプション 
第５回ストック・

オプション 

権利確定前  （株）                              

前連結会計年度末  －  －  597  9  108

付与  －  －  －  －  －

失効  －  －  66  6  －

権利確定  －  －  531  3  108

未確定残  －  －  －  －  －

権利確定後  （株）                              

前連結会計年度末  1,266  168  －  －  －

権利確定  －  －  531  3  108

権利行使  183  －  －  －  －

失効  12  －  －  －  3

未行使残  1,071  168  531  3  105

  
第１回ストック・ 

オプション 
第２回ストック・

オプション 
第３回ストック・

オプション 
第４回ストック・ 

オプション 
第５回ストック・

オプション 

権利行使価格（円）

（注） 
 53,334  53,334  495,091  471,100  374,278

行使時平均株価（円）  84,230  －  －  －  －

付与日における公正な評

価単価（円） 
 －  －  －  －  －
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  売上原価（株式報酬費用）          89千円 

  販売費及び一般管理費（株式報酬費用）    416千円 

  

２．権利不行使による失効が生じ、利益として計上した金額 

  特別利益（新株予約権戻入益）        11千円  

  

３．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 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

 ２．平成17年11月18日付で１株につき３株の株式分割を行っておりますので、第１回ストック・オプション及び

第２回ストック・オプションについての上記株式数は当該調整後の株式数を記載しております。 

  
第１回ストック・

オプション 
第２回ストック・

オプション 
第６回ストック・

オプション 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役４名 

当社監査役１名 

当社従業員18名 

当社従業員10名 当社従業員58名 

株式の種類別のストック・オプシ

ョンの数（注）１、２ 
普通株式1,950株 普通株式 267株 普通株式 176株 

付与日 平成16年10月20日 平成16年12月９日 平成20年12月26日 

権利確定条件 

権利行使時において当社

の取締役、監査役もしく

は従業員の地位にあるこ

とを要す。ただし、任期

満了による退任、定年退

職その他正当な理由のあ

る場合にはこの限りでは

ない。 

 同左 

権利行使時において当社

の従業員の地位にあるこ

とを要す。ただし、定年

退職その他正当な理由の

ある場合にはこの限りで

はない。 

対象勤務期間 定めておりません。   同左 
平成20年12月26日から 

平成22年11月28日まで  

権利行使期間 
平成18年７月２日から 

平成26年６月29日まで 
 同左 

平成22年11月29日から 

平成27年11月26日まで  
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 （注）平成17年11月18日付で１株につき３株の株式分割を行っておりますので、第１回ストック・オプション及び第２

回ストック・オプションについての上記株式数は当該調整後の株式数を記載しております。 

② 単価情報 

 （注）平成17年11月18日付で１株につき３株の株式分割を行っておりますので、第１回ストック・オプション及び第２

回ストック・オプションについての権利行使価格は当該調整後の権利行使価格を記載しております。 

  

  
第１回ストック・

オプション 
第２回ストック・

オプション 
第６回ストック・

オプション 

権利確定前  （株）                  

前連結会計年度末  －  －  －

付与  －  －  176

失効  －  －  4

権利確定  －  －  －

未確定残  －  －  172

権利確定後  （株）                  

前連結会計年度末  1,071  168  －

権利確定  －  －  －

権利行使  －  －  －

失効  21  18  －

未行使残  1,050  150  －

  
第１回ストック・

オプション 
第２回ストック・

オプション 
第６回ストック・

オプション 

権利行使価格（円）  53,334  53,334  51,219

行使時平均株価（円）  －  －  －

付与日における公正な評価単価（円）  －  －  26,564
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４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された第６回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下  

のとおりであります。 

① 使用した評価技法    ブラック・ショールズ・モデル  

② 主な基礎数値及び見積方法  

（注）１．平成17年３月21日から平成20年12月26日の期間における週次の株価を用いて、ヒストリカル・

ボラティリティーを算出しております。 

２．評価の算定時点である平成20年12月26日から権利行使期間の中間点である平成25年５月28日ま

でとしております。 

３．上記予想残存期間と同程度の残存期間を持つ国債の複利利回りであります。 

  

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

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

ります。  

   第６回ストック・オプション 

 株価変動性（注）１ 67.49％ 

 予想残存期間（注）２ 4.42年 

 予想配当 － 

 無リスク利子率（注）３ 0.69％ 
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 前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日）において、当社グループはインターネットを活用した与信管理ＡＳＰサービス及び

コンサルティングサービスを提供することを主要事業としており、情報サービス事業単一セグメントのため、該

当事項はありません。 

 前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日）において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

 前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日）において、海外売上高がないため、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20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

① 繰延税金資産（流動）   

  未払事業税 2,309千円

  貸倒引当金 91千円

  子会社繰越欠損金 568,068千円

   小計 570,469千円

  評価性引当額 △568,068千円

   合計  2,401千円

② 繰延税金資産（固定）   

  減価償却超過額  1,505千円

  その他有価証券評価差額金  8,850千円

  投資有価証券評価損 88,892千円

    小計 99,249千円

  評価性引当額  △88,892千円

   合計 10,356千円

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

① 繰延税金資産（流動）   

  未払事業税   662千円

  貸倒引当金 478千円

  子会社繰越欠損金  224,460千円

    その他   172千円

   小計  225,774千円

  評価性引当額 △214,797千円

   合計 10,976千円

② 繰延税金資産（固定）   

  減価償却超過額 19,098千円

  その他有価証券評価差額金 4,475千円

  投資有価証券評価損 28,772千円

   貸倒引当金  95千円

   その他  28千円

    小計  52,469千円

 評価性引当額    △15,451千円

   合計 37,018千円

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 

  税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載し

ておりません。  

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      40.5％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入 

されない項目  

 4.5％

  住民税均等割   3.9％

  評価性引当額  △55.8％

   子会社繰越欠損金      △10.0％

  のれん償却額   4.0％

  その他   1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △11.9％

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（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。 

  

 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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。 

該当事項はありません。 

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 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、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額 67,621.72円

１株当たり当期純損失金額 2,762.59円

１株当たり純資産額 73,319.99円

１株当たり当期純利益金額 4,179.63円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益金額  
 4,179.12円

   

区分 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益又は当期純損失金額            

 当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △114,114  169,676

 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又は当期純損失

（△）（千円） 
 △114,114  169,676

 普通株式の期中平均株式数（株）  41,307  40,596

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

 当期純利益調整額（千円）  －  －

 普通株式増加数（株）  458  5

 （うち新株予約権（株））  (458)  (5)

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めなかった潜在

株式の概要 

平成17年６月29日定時株主総会

決議新株予約権 

（平成17年７月20日取締役会決

議） 

新株予約権の数 177個 

（平成17年８月10日取締役会決

議） 

新株予約権の数  １個 

（平成18年４月18日取締役会決

議） 

新株予約権の数  35個 

平成16年６月29日定時株主総会

決議新株予約権 

（平成16年10月20日取締役会決

議） 

新株予約権の数 350個 

（平成16年12月９日取締役会決

議） 

新株予約権の数  50個 

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（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 1,267,821 1,350,671

売掛金 223,817 240,950

有価証券 99,979 99,965

原材料及び貯蔵品 5,534 4,533

前払費用 38,010 28,485

繰延税金資産 2,401 972

その他 3,675 9,096

貸倒引当金 △224 △339

流動資産合計 1,641,013 1,734,336

固定資産   

有形固定資産   

建物 26,245 9,195

減価償却累計額 △9,640 △3,092

建物（純額） 16,605 6,103

工具、器具及び備品 178,823 135,039

減価償却累計額 △114,569 △90,167

工具、器具及び備品（純額） 64,253 44,872

建設仮勘定 3,179 261

有形固定資産合計 84,038 51,237

無形固定資産   

商標権 2,064 1,748

ソフトウエア 511,814 486,674

ソフトウエア仮勘定 17,596 14,400

その他 180 180

無形固定資産合計 531,657 503,004

投資その他の資産   

投資有価証券 283,029 222,520

関係会社株式 275,800 275,800

長期預金 100,000 100,000

破産更生債権等 － 504

長期前払費用 410 228

繰延税金資産 10,356 36,303

敷金 34,068 43,675

その他 － 2,687

貸倒引当金 － △504

投資その他の資産 703,664 681,215

固定資産合計 1,319,360 1,235,457

資産合計 2,960,374 2,969,794
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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   

未払金 104,998 106,205

未払法人税等 22,490 2,386

前受金 11,654 12,764

預り金 39,537 28,971

その他 9,964 16,822

流動負債合計 188,645 167,151

負債合計 188,645 167,151

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,107,428 1,107,428

資本剰余金   

資本準備金 670,279 670,279

その他資本剰余金 686,396 637,809

資本剰余金合計 1,356,676 1,308,089

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 320,627 461,906

利益剰余金合計 320,627 461,906

自己株式 － △68,700

株主資本合計 2,784,731 2,808,723

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,002 △6,574

評価・換算差額等合計 △13,002 △6,574

新株予約権 － 494

純資産合計 2,771,729 2,802,642

負債純資産合計 2,960,374 2,969,794
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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 1,530,552 1,688,217

売上原価 614,451 618,495

売上総利益 916,101 1,069,722

販売費及び一般管理費 ※1  777,857 ※1  783,002

営業利益 138,243 286,719

営業外収益   

受取利息 3,190 2,496

有価証券利息 689 764

受取配当金 2,840 1,260

その他 343 42

営業外収益合計 7,064 4,563

営業外費用   

株式交付費 389 －

投資事業組合運用損 974 2,427

自己株式取得費用 － 583

営業外費用合計 1,363 3,011

経常利益 143,944 288,271

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7 －

投資有価証券売却益 － 128

その他 － 11

特別利益合計 7 139

特別損失   

固定資産除却損 ※2  187 ※2  10

投資有価証券評価損 219,488 88,668

減損損失 － ※3  66,829

特別損失合計 219,675 155,508

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △75,723 132,903

法人税、住民税及び事業税 59,027 20,518

法人税等調整額 6,132 △28,893

法人税等合計 65,159 △8,375

当期純利益又は当期純損失（△） △140,883 141,278
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 （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
（％）

Ⅰ 情報使用料          177,785  28.9        208,631  33.7

Ⅱ 労務費          90,633  14.8        89,645  14.5

Ⅲ 経費 ※２        346,032  56.3        320,218  51.8

当期売上原価          614,451  100.0        618,495  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） 

 １．サービスの維持管理に係わる情報使用料、労務費及

び経費を売上原価として計上しております。 

 １．         同左 

※２．主な経費の内容は、次のとおりであります。 ※２．主な経費の内容は、次のとおりであります。 

外注費 154,965千円

減価償却費 141,387千円

保守料 22,849千円

外注費 118,351千円

減価償却費 162,174千円

保守料 22,326千円
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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 1,102,548 1,107,428

当期変動額   

新株の発行 4,880 －

当期変動額合計 4,880 －

当期末残高 1,107,428 1,107,428

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 665,399 670,279

当期変動額   

新株の発行 4,880 －

当期変動額合計 4,880 －

当期末残高 670,279 670,279

その他資本剰余金   

前期末残高 686,396 686,396

当期変動額   

自己株式の消却 － △48,587

当期変動額合計 － △48,587

当期末残高 686,396 637,809

資本剰余金合計   

前期末残高 1,351,796 1,356,676

当期変動額   

新株の発行 4,880 －

自己株式の消却 － △48,587

当期変動額合計 4,880 △48,587

当期末残高 1,356,676 1,308,089

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 461,511 320,627

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △140,883 141,278

当期変動額合計 △140,883 141,278

当期末残高 320,627 461,906

利益剰余金合計   

前期末残高 461,511 320,627

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △140,883 141,278

当期変動額合計 △140,883 141,278
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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) 

当期末残高 320,627 461,906

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △117,287

自己株式の消却 － 48,587

当期変動額合計 － △68,700

当期末残高 － △68,700

株主資本合計   

前期末残高 2,915,855 2,784,731

当期変動額   

新株の発行 9,760 －

当期純利益又は当期純損失（△） △140,883 141,278

自己株式の取得 － △117,287

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △131,123 23,991

当期末残高 2,784,731 2,808,723

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △18,538 △13,002

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,536 6,428

当期変動額合計 5,536 6,428

当期末残高 △13,002 △6,574

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △18,538 △13,002

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,536 6,428

当期変動額合計 5,536 6,428

当期末残高 △13,002 △6,574

新株予約権   

前期末残高 4,250 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,250 494

当期変動額合計 △4,250 494

当期末残高 － 494
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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) 

純資産合計   

前期末残高 2,901,566 2,771,729

当期変動額   

新株の発行 9,760 －

当期純利益又は当期純損失（△） △140,883 141,278

自己株式の取得 － △117,287

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,286 6,922

当期変動額合計 △129,837 30,913

当期末残高 2,771,729 2,802,642
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）を採用してお

ります。 

(1）満期保有目的の債券 

同左  

  (2）子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(2）子会社株式 

同左 

  (3）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。 

(3）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．たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

貯蔵品 

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

貯蔵品 

  移動平均法による原価法（貸借対照表

価額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。 

  ────── 

  

（会計方針の変更）  

 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日公表分）を適用

しております。 

 これによる損益への影響はありませ

ん。  

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物         ６～18年 

工具、器具及び備品  ４～10年 

(1）有形固定資産 

同左  

  （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

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。  

────── 
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項目 

前事業年度 

（自 平成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） 

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 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

（３～５年）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 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

（２～５年）に基づいております。 

４．繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理しており

ます。 

────── 

  

５．引当金の計上基準 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。 

貸倒引当金 

同左 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

────── 

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。 

 これによる損益への影響はありません。 

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） 

（貸借対照表） 

  前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しておりました「敷金」は、総資産の合計額の100分

の１を超えたために区分掲記いたしました。 

  なお、前事業年度における「敷金」の金額は23,283千円

であります。 

────── 
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該当事項はありません。 

  

注記事項

（貸借対照表関係）

（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 販売費に属する費用の割合は14.8％、一般管理費に

属する費用の割合は85.2％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 販売費に属する費用の割合は10.3％、一般管理費に

属する費用の割合は89.7％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。 

販売促進費 60,113千円

従業員給与   253,185千円

役員報酬 65,117千円

法定福利費       46,802千円

地代家賃 50,957千円

支払手数料 93,480千円

減価償却費 47,885千円

従業員給与 259,285千円

役員報酬       60,100千円

法定福利費     42,839千円

地代家賃 59,212千円

支払手数料 129,165千円

減価償却費 57,415千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物      45千円

工具、器具及び備品      141千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品      10千円

──────  ※３ 減損損失  

 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上いたしました。 

（注）１．ソフトウェアのうち、今後使用見込みが

ない遊休資産について減損を認識いたしま

した。 

     なお、今後の使用見込みがないことから

帳簿価額の全額を減損損失として特別損失

に計上しております。  

（注）２．次期の東京本社の移転に伴い、今後の使

用の見通しが立たなくなった建物、備品に

ついて減損を認識いたしました。  

     なお、今後の使用見込みがないことから

帳簿価額の全額を減損損失として特別損失

に計上しております。  

用途 種類 
金額 

（千円)

遊休資産 

（注）１ 
ソフトウェア 35,092

処分予定資産 

（注）２  

  

  

建物 19,535

工具、器具及び備品 12,202
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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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,414株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加でありま

す。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少1,000株は、自己株式の消却による減少であります。 

    

（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） 

普通株式（注）１、２  －    2,414    1,000    1,414

合計     －    2,414    1,000    1,414
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（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） 

 当社が保有するリース物件１件当たりの金額が少額であ

ったため、注記を省略しております。 

同左 

（有価証券関係）

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） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 同左 

（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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

① 繰延税金資産（流動）   

  未払事業税 2,309千円

  貸倒引当金 91千円

   合計 2,401千円

② 繰延税金資産（固定）   

  減価償却超過額  1,505千円

  その他有価証券評価差額金 8,850千円

  投資有価証券評価損  88,892千円

    小計 99,249千円

  評価性引当額  △88,892千円

   合計    10,356千円

① 繰延税金資産（流動）   

  未払事業税 662千円

  貸倒引当金 137千円

    その他      172千円

   合計 972千円

② 繰延税金資産（固定）   

  減価償却超過額   18,383千円

  その他有価証券評価差額金  4,475千円

  投資有価証券評価損  28,772千円

  貸倒引当金  95千円

  その他  28千円

    小計  51,754千円

 評価性引当額    △15,451千円

   合計   36,303千円

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 

  税引前当期純損失を計上しているため、記載しており

ません。  

法定実効税率      40.5％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入 

されない項目  

 4.9％

  住民税均等割   3.6％

  評価性引当額  △55.3％

  その他   0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △6.3％
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 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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。 

該当事項はありません。 

(1）役員の異動 

 記載が可能になり次第、「決算発表資料の追加（役員の異動）」として開示いたします。 

  

（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） 

 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、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額 66,977.48円

１株当たり当期純損失金額 3,410.65円

１株当たり純資産額     71,907.11円

１株当たり当期純利益金額      3,480.11円

潜在株式調整後１株当たり  

当期純利益金額  
 3,479.68円

   

区分 
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株当たり当期純利益又は当期純損失金額            

 当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △140,883  141,278

 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又は当期純損失

（△）（千円） 
 △140,883  141,278

 普通株式の期中平均株式数（株）  41,307  40,596

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

 当期純利益調整額（千円）  －  －

 普通株式増加数（株）  458  5

 （うち新株予約権（株））  (458)  (5)

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めなかった潜在

株式の概要 

平成17年６月29日定時株主総会

決議新株予約権 

（平成17年７月20日取締役会決

議） 

新株予約権の数 177個 

（平成17年８月10日取締役会決

議） 

新株予約権の数  １個 

（平成18年４月18日取締役会決

議） 

新株予約権の数  35個 

平成16年６月29日定時株主総会

決議新株予約権 

（平成16年10月20日取締役会決

議） 

新株予約権の数 350個 

（平成16年12月９日取締役会決

議） 

新株予約権の数  50個 

  

（重要な後発事象）

６．その他
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