
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 両毛システムズ 上場取引所 JQ 
コード番号 9691 URL http://www.ryomo.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 田代 一郎

問合せ先責任者 （役職名） 総務部長 （氏名） 金子 修一郎 TEL 0277-53-3131
定時株主総会開催予定日 平成21年6月25日 配当支払開始予定日 平成21年6月26日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月25日

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 9,431 ― 174 ― 259 ― 120 ―

20年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 34.54 ― 1.6 2.7 1.8
20年3月期 ― ― ― ― ―

（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 9,410 7,438 78.4 2,108.95
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期  7,379百万円 20年3月期  ―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 423 782 △65 2,092
20年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（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 ― 12.00 12.00 42 ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 41 34.7 0.6

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 12.00 12.00 42.0

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

4,400 △1.0 50 4.2 92 12.2 49 69.0 14.00

通期 9,500 0.7 116 △33.3 192 △25.9 100 △16.7 28.58
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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、19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」及び22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、30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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 3,510,000株 20年3月期 3,510,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  10,960株 20年3月期  8,860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 8,973 △6.6 158 △49.3 246 △38.1 106 △51.9

20年3月期 9,611 △5.2 312 27.4 397 15.7 220 14.2

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 30.33 ―

20年3月期 63.03 ―

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 9,242 7,335 79.4 2,096.42
20年3月期 9,347 7,326 78.4 2,092.64

（参考） 自己資本 21年3月期  7,335百万円 20年3月期  7,326百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の
前提に基づいており、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の利用にあたっ
ての注意事項等については、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。 
・当連結会計年度より連結財務諸表を作成しており、前期及び前期末の連結業績については記載しておりません。 

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

4,200 △0.5 50 25.0 93 22.4 51 75.9 14.58

通期 9,000 0.3 100 △36.7 177 △28.0 97 △8.5 27.72
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当連結会計年度より子会社1社を連結会社とする連結財務諸表を作成しております。従いまして、前年同期との比

較に関する記述については記載せず、当連結会計年度内の情報のみ記載しております。 

① 当連結会計年度の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国サブプライムローンに端を発した世界的な不況が深刻の度合いを

増し、自動車産業をはじめとして、海外需要に頼っていた多くの産業で景気が急速に悪化し、雇用調整や在庫調

整が長期化しております。これに伴い国内経済全体も急速に悪化してまいりました。情報サービス産業界におき

ましても、当連結会計年度後半からは設備投資予算の凍結、システム開発計画の中止・縮小が相次ぎ、年度前半

の堅調基調から一転して厳しい経営環境となってまいりました。 

このような状況下、当社におきましても当連結会計年度後半からの厳しい事業環境の中、製造業をはじめとす

る民間企業への販売が減少し、特に、新規事業分野として力を入れていた組込み、ERP、金融におきましては当

面は市場参入・拡大が難しい事業環境となってまいりました。しかしながら、既存事業の分野におきましては、

自治体、水道事業者、ガス事業者、流通業のお客様への堅調な販売により、当初連結業績予想における売上高

10,000百万円に対して9,431百万円となり569百万円の減少（△5.7％）となりました。 

一方、人員増による固定給の増加及び退職給付費用の増加により、当初計画に比べ人件費が48百万円増加いた

しましたが、材料仕入れが636百万円、経費が57百万円それぞれ当初計画に比べ減少したことなどがあり、売上

原価と販売費及び一般管理費は当初計画に比べ593百万円の減少となりました。その結果、営業利益は当初連結

業績予想150百万円に対し、174百万円（＋16.3％）となりました。また、受取利息や配当金の増加により営業外

収益が増加し、経常利益は当初連結業績予想200百万円に対し、259百万円（＋29.8％）となりましたが、出資先

の解散による評価損の発生及び株式市場の低迷による投資有価証券評価損の発生等により特別損失が発生したた

め、当期純利益は当初連結業績予想104百万円に対し、120百万円（＋16.2％）となりました。 

また、当連結会計年度は事業体制を見直し、市場ごとに異なるお客様のニーズに対して柔軟にすばやく対応す

るために事業部制を導入いたしました。事業部制により、成長と収益力向上という経営目標に対する各事業部の

責任と担当する市場のニーズを捉えた事業戦略と目標を明確にした事業推進体勢を確立してまいりました。 

  

② 商品別の状況 

当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、事業の種類別セグメントに代え商品別の状況を

記載いたします。 

（ソフトウェア開発・システム販売） 

水道事業者向けパッケージシステム販売とガス事業者向けパッケージシステム販売において新規顧客、既存顧

客ともに売上を伸ばすことができました。戸籍情報パッケージシステム販売、印刷業向けパッケージシステム販

売、調剤薬局向けパッケージシステム販売におきましては前年並みの堅調な売上を確保できました。流通業、製

造業の既存顧客からの受託ソフトウェア開発におきましては、前半は堅調な売上を維持してまいりましたが、後

半より、特に製造業の顧客への売上が減少いたしました。結果、当連結会計年度の売上高は2,064百万円となり

ました。 

（情報処理サービス） 

地方自治体向けの受託処理サービスは国の制度変更対応などがあり、若干の売上が伸びました。また水道事業

者からの検針・集金業務請負（アウトソーシング）は既存顧客との継続契約で堅調な売上を維持いたしました。

結果、当連結会計年度の売上高は2,343百万円となりました。 

（システム機器・プロダクト関連販売） 

製造業向けのCAD販売、図書館向けプロダクト販売のほか、地方自治体、ガス事業者、水道事業者、製造業、

流通業、学校、図書館、医療機関等にサーバー、パソコン、ネットワーク機器の販売を行っております。当連結

会計年度は後半の不況が影響し、親会社の㈱ミツバをはじめとした製造業の顧客への売上が減少いたしました。

結果、当連結会計年度の売上高は2,111百万円となりました。 

（その他の情報サービス） 

ハードウェア及びソフトウェアの保守サービス、サポートデスクサービスの売上が主なものです。パッケージ

システム販売とシステム機器・プロダクト販売の伸びに応じて売上が伸張しております。結果、当連結会計年度

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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の売上高は2,911百万円となりました。 

  

（参考） ③事業部別の状況 

当社グループは前述のように当連結会計年度より事業部制を導入いたしました。翌連結会計年度より、事業の

状況は事業部別の記載を予定しておりますので、ご参考に当連結会計年度の事業部別の状況を併記いたします。

（公共事業部） 

公共事業部は地方自治体向けに住民情報、内部情報、戸籍情報等のパッケージシステムの開発・販売、自治体

業務の受託処理サービスの提供、サーバー、パソコン、ネットワーク機器等の販売及び運用支援サービスの提供

を主体とした事業を展開しております。当連結会計年度におきましては、パッケージシステム販売が既存顧客の

リプレース商談の端境期にあるため低調でしたが、国や自治体の制度変更や新制度導入にともなう受託処理サー

ビスの販売が増加し、また保守サービス販売は堅調に推移しました。その結果、売上高は3,271百万円となりま

した。 

（水道事業部） 

水道事業部は水道事業者向けに料金計算、財務会計、工事等のパッケージシステムの開発・販売、サーバー、

パソコン、ネットワーク機器等の販売、運用支援サービスの提供、及び、検針・集金業務請負（アウトソーシン

グ）を主体とした事業を展開しております。当連結会計年度におきましては、新規顧客を含むパッケージシステ

ム販売が増加、保守サービス販売、業務請負も堅調に推移いたしました。その結果、売上高は1,175百万円とな

りました。 

（文教事業部） 

文教事業部は学校・図書館向けにサーバー、パソコン、ネットワーク機器等の販売、図書館システムや校務シ

ステムなどのパッケージシステム販売、及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しております。当

連結会計年度におきましては、小中学校のリプレース商談が端境期にあるため売上高は比較的低調でしたが、高

校、大学等の新たな顧客発掘と教職員の校務を支援する校務システムを新たな商品に加えるなど事業拡大に向け

て活動を行ってまいりました。売上高は558百万円となりました。 

（ガス事業部） 

ガス事業部は都市ガス事業者向けに料金計算、工事等のパッケージシステムの開発・販売、サーバー、パソコ

ン、ネットワーク機器等の販売、及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しております。当連結会

計年度におきましては、パッケージシステムの新バージョンを市場に投入し、新規顧客の獲得、既存顧客のリプ

レースによりパッケージシステム販売が順調に推移し、保守サービス販売も堅調に推移いたしました。その結

果、売上高は1,226百万円となりました。 

（製造事業部） 

製造事業部は親会社である㈱ミツバをはじめ製造業向けにソフトウェア開発、サーバー、パソコン、ネットワ

ーク機器等の販売、CADの販売・教育サービスの提供、ERPコンサルサービスの提供、印刷業向けパッケージシス

テムの開発・販売、及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しております。当連結会計年度前半は

既存顧客からの堅調な受注がありましたが、後半から設備投資予算の凍結、システム開発計画の中止・縮小が相

次ぎ、当初売上計画を大幅に下回りました。その結果、売上高は1,782百万円となりました。 

（流通事業部） 

流通事業部はスーパー、量販店、製造卸などの流通業向けにソフトウェア開発、サーバー、パソコン、ネット

ワーク機器等の販売、及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しております。当連結会計年度は既

存顧客からの堅調な受注があり、結果、売上高は646百万円となりました。 

（医療事業部） 

医療事業部は調剤薬局向けパッケージシステムの開発・販売、院内薬局向けパッケージシステムの開発・販

売、病院向けパッケージシステムの仕入販売、及び運用支援サービスの提供を主体とした事業を展開しておりま

す。当連結会計年度の売上高は407百万円となりました。 

（その他の事業） 

その他、当社グループでは連結子会社にてサポートデスクサービス・業務アウトソーシングサービスを提供し

ており、当連結会計年度の売上高は364百万円となっております。 

また、新規事業として組込み事業、金融、デジタルエンジニアリング事業の立ち上げを図ってまいりました
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が、前述のとおり、急激な環境変化により当面の市場参入は困難となっており、コア人材育成のための先行投

資の段階のため現状では収益貢献に至っておりません。 

  

④ 次期の見通し 

翌連結会計年度は当連結会計年度に比べ産業景気はさらに悪化し、情報サービス産業、また当社グループにおき

ましても非常に厳しい事業環境になると予想しております。設備投資、システム開発計画はさらに縮小し、既存サ

ービスに対する値引き要求も高まるものと予想します 

当社グループでは当連結会計年度より新たな中期3カ年計画をスタートさせ、新規事業の立ち上げと拡大を経営目

標として掲げてまいりましたが、この厳しい環境下では施策の見直しをせざるを得ないと考えております。新規事

業においては中核人材の育成を継続しながら市場の回復を待ち、既存事業において全ての事業部が市場とお客様の

ニーズをあらためて捉えなおして新たな製品・サービスを積極的に開発して市場に投入してまいります。 

非常に厳しい事業環境の中、新製品開発や人材育成に投資も同時に進めてまいりますが、製品開発のスピードを

上げ市場投入を早める一方、増加する人件費の抑制、材料費・外注費の削減、品質の向上に全社で取り組んでまい

ります。以上のような状況下、売上、利益ともに当連結会計年度並みの業績を確保したいと考えております。翌連

結会計年度は、売上高9,500百万円、営業利益116百万円、経常利益192百万円、当期純利益100百万円を見込んでお

ります。 

  

なお、上記業績見通しは現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいておりますが、見通しに内在する不確

定要素や今後の事業運営における内外の状況変化により、実際の業績数値が見通しの数値と異なる場合があります

ことをご承知おきください。 
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①資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較は行っておりません。 

（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産の残高は5,969百万円となりました。 

主なものは、現金及び預金519百万円、受取手形及び売掛金2,190百万円、有価証券1,198百万円、関係会社短期貸付

金920百万円等であります。 

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産の残高は3,441百万円となりました。 

主なものは、投資有価証券1,030百万円、長期前払費用1,017百万円、建物及び構築物733百万円等であります。 

（流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債の残高は1,450百万円となりました。 

主なものは、買掛金471百万円、賞与引当金372百万円等であります。 

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債の残高は522百万円となりました。 

主なものは、リース債務81百万円、繰延税金負債379百万円等であります。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産の残高は7,438百万円となりました。 

主なものは、利益剰余金2,978百万円、資本剰余金2,453百万円、資本金1,966百万円等であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は2,092百万円となりました。 

 なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較は行っておりません。 

 当連結会計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・フローは、税金等調整前当期純利益が200百万円となり、また、売掛債権の回収等に

より423百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券及び投資有価証券を取得しましたが、関係会社短期貸付金を資

金に含めたこと等により782百万円の収入となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により65百万円の支出となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

※１ 連結ベースの財務数値により記載しております。 

※２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

※３ キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業キャッシュ・フロー」を利用し

ております。 

※４ 有利子負債は連結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すべての負債を対象としており

ます。 

※５ 利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「利息の支払額」を利用しております。 

(2) 財政状態に関する分析

平成21年3月期

自己資本比率（％） 78.4

時価ベースの自己資本比率（％） 17.5

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年）

0.3

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

355.5
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当社グループは、株主の皆様への将来にわたる安定した配当の継続と、企業価値の増大による利益還元を基本方

針とし、中期経営３ヵ年計画の達成、及び経営体質の強化のために必要な内部留保の充実を図りながら、配当性向

等を総合的に勘案した上で実施してまいります。 

また、内部留保金につきましては、新規事業の創出及び成長事業への資源を集中するための研究開発や投資に有

効活用してまいります。 

この様な方針の下、当連結会計年度の配当金は、１株当たり12円を予定しております。また、翌連結会計年度の

配当金も上記の方針に則り、当連結会計年度と同様の1株当たり12円とさせていただく予定でおります。 

  

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に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。必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断、あるいは当社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、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

なお、将来に関する事項の記載につきましては、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

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

針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した

上で行われる必要があります。なお、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものでは

ありませんので、この点にご留意ください。 

  

① お客様におけるIT投資動向変化のリスク 

当社グループはITシステムやサービス、情報処理関連機器を地方自治体、水道事業者、都市ガス事業者、製造

業、流通業、医療機関など様々なお客様に提供しております。国や地方自治体のIT活用方針や財政状況の変化、

また、各産業界の経営環境や市況の変化はIT投資動向の変化につながり、製品需要の低迷や価格下落などにより

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② お客様との関係継続に関するリスク 

当社グループはお客様との関係を強化し、当社グループの提供する製品やサービスをご活用いただくことでお

客様の事業パートナーとしてあり続けることを目指しております。しかしながらお客様のニーズや期待の変化に

対応しきれず、これらのお客様が当社グループとの取引又は契約関係を継続しない場合、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 技術革新による影響について 

当社グループの事業は、コンピュータ技術、ネットワーク技術等に密接に関連しておりますが、これらの技術

分野は技術の進展が著しいという特徴を有しております。当社グループでは、研究開発活動等によってコンピュ

ータ技術等の進展に対応していく方針でありますが、当社が想定していないような新技術・新サービスの普及等

により事業環境が急激に変化した場合、必ずしも迅速には対応できないおそれがあります。また、事業環境の変

化に対応するために研究開発活動等の費用が多額となる可能性があります。このような場合、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 情報漏洩リスクについて 

当社グループは、業務上、お客様から個人情報や機密情報をお預かりする場合があり、保管、運送中の紛失、

盗難、流出などのリスクが想定されます。このような情報漏洩リスクが発生した場合、対応、弁済などに多額の

費用が発生し、お客様の信頼を失う可能性があります。その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

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

(4) 事業等のリスク
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⑤ 法的規制等について 

個人情報の適正な取扱いに関し、事業者の遵守すべき義務等が掲げられている「個人情報の保護に関する法

律」が公布されております。当社は個人情報を取り扱っているため、個人情報取扱事業者に該当し、個人情報取

扱事業者に対する利用目的による制限、適正な取得、正確性の確保等の義務規定が平成17年４月１日より適用さ

れております 

当社グループでは、個人情報取扱事業者に対する諸義務の規定を遵守し、個人情報を取扱う方針であります

が、個人情報の適正な取扱いが行われない場合、個人情報の利用などが制限され、その結果、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥ 製品やサービスの欠陥や瑕疵に関するリスク 

当社グループは設計段階や製造段階での工程標準化、運用サービスの標準化、品質管理強化を進め、品質向上に

努めておりますが、欠陥や瑕疵が発生する可能性は排除できません。製品・サービスの欠陥や瑕疵が発生した場

合、製品補修、システムリカバリ作業、お客様への補償、機会損失等が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

⑦ 当社グループ社員の不正行為や不法行為に伴うリスク 

当社グループは内部統制システムの強化、情報セキュリティ対策の強化を進め、また経営理念および倫理規範の

浸透活動、情報セキュリティ教育などにより、コンプライアンス強化を進め、社員の不正行為や不法行為の発生を

未然に防ぐ取り組みを行っておりますが、悪意または重大な過誤により当社グループに対して直接的な経済損失を

与える可能性や、社会に対する迷惑行為により当社グループの信用を失墜させ、お客様との取引が継続できなくな

る可能性は排除できません。このような状況となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

⑧ 人材の確保について 

当社グループはサービス及びソリューションを開発するため、優秀な従業員を獲得し維持する必要があります。

そのため、当社の人事部門は、重要な開発部門に配属可能な人材を採用し雇用し続けることに注力しております。 

しかしながら、当社グループから優秀な従業員が多数離職したり、新規に採用することができなかった場合、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨ 親会社との関係について 

当社グループの親会社である㈱ミツバは自動車用電装品の専門メーカーとして、小型直流モータ及びモータ応用

製品の製造並びに販売等の輸送用機器関連事業を行っております。当社及び子会社、関連会社はミツバグループの

一員としてソフトウェア開発・システム販売等の情報処理関連事業を行っております。 

 当社とミツバグループとの関係は、今後とも良好に推移することを想定しておりますが、親会社におけるグルー

プ展開に関する方針に変更があった場合には、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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当社グループは、㈱両毛システムズ（当社）及び連結子会社１社（株式会社両毛ビジネスサポート）、非連結子

会社３社（株式会社両毛データセンター、ファイブスター・ソリューションズ・ベトナム・リミテッド、株式会社

RSコンサルタンツ）により構成されております。当社の親会社である㈱ミツバは、自動車用電装品の専門メーカー

として、小型直流モータ及びモータ応用製品の製造並びに販売等の輸送用機器関連事業を行っております。ミツバ

は、輸送用機器関連事業の他に自動車用品事業、情報処理関連事業、地域サービス事業を行う企業グループ（ミツ

バグループ）を形成しており、当社グループは、ミツバグループにおける情報処理関連事業を担っております。当

社、株式会社両毛ビジネスサポート、及び株式会社両毛データセンターの３社は、ミツバグループを含めた一般企

業・団体を得意先として情報処理関連の製品・サービスを販売しております。ファイブスター・ソリューション

ズ・ベトナム・リミテッドは当社にソフトウェア開発サービスを提供しております。また株式会社RSコンサルタン

ツは当社を含む一般企業・団体に対してコンサルティング事業を行っております。 

［事業系統図］ 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

※1 連結子会社 

※2 非連結子会社で持分法非適用会社 

２ 企業集団の状況

(1) 事業の内容
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(注) 上記の親会社は、有価証券報告書を提出しております。 

  

 
  

(2) 関係会社の状況

① 親会社

名称 住所
資本金 
(千円)

主要な事業
内容

議決権の
被所有割合

(％)
関係内容

㈱ミツバ 群馬県桐生市 9,885,337

自動車部品並
びに用品の製
造販売、小型
電気機器の製
造販売

51.7

当社は、ソフトウェア開発・シ
ステム販売等を行っておりま
す。 
なお、当社所有の建物を賃貸し
ております。 
また、当社は建物及び土地を賃
借しております。 
役員の兼任はあります。

② 連結子会社

名称 住所
資本金 
(千円)

主要な事業
内容

議決権の
所有割合 
(％)

関係内容

㈱両毛ビジネスサ
ポート

群馬県桐生市 30,000

ソフトウェア
のヘルプデス
クサポート及
びビジネスプ
ロセスのアウ
トソーシング

50.0
当社は、主にヘルプデスクサー
ビスを委託しております。 
役員の兼任はあります。
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当社は元々コンピュータを活用したサービスの提供で地域社会へ貢献することを目的に設立されました。当社グ

ループはそのDNAを引き継ぎ、ITを活用してお客様のニーズや期待に応えられる製品とサービスを提供することでお

客様の進化と発展を支援し、選ばれ続ける企業となることを目指しております。そしてその事業成果をもって、社

会や株主のご期待にお応えすることを基本理念としております。 

  

① 理念の浸透を図る。 

② 良きDNAを受け継ぎ発展させる。 

③ 成長と収益向上を目指す。 

④ 事業別のビジョンを明確にし、全ての事業が成長と営業利益10％を目指す。 

⑤ 品質向上に継続的に取り組む。 

⑥ 社員の能力を向上させる。 

  

① 2011年3月期連結会計年度 売上高120億、営業利益率５％ 

② 2014年3月期連結会計年度 売上高180億、営業利益率５％ 

  

① 公共事業部 

・ 市民の利便性と業務効率の向上、スリムな組織構造と運用、人材の活性化、及び財政の健全化を支援する製

品の開発・販売、コンサルティングサービスの提供を通じて、日本最高水準の電子自治体の実現を支援し、成長

と収益向上を達成する。 

② 水道事業部 

・ 給水サービスの向上、経営の健全化、及び安全給水の確保を支援する製品の開発・販売、アウトソーシン

グサービスの提供を通じて、市民に対する安心・安定した水道水とサービスの実現を支援し、成長と収益向上を

達成する。 

③ 文教事業部 

・ 学習力強化、最適校務の実現、学校経営力の強化を支援する製品・サービスの提供を通じて、未来を見据え

た学校教育の再生を支援し、成長と収益向上を達成する。 

④ ガス事業部 

・ 全国の比較的小規模な都市ガス事業者向けに販売実績を持つ自社開発製品をさらに競争力のあるものに高

め、中規模以上の都市ガス事業者の市場で顧客を獲得する。 

・ 中規模都市ガス事業者の多角化された事業を統括的に支援する経営ソリューションを提供する。 

・ LPG（液化石油ガス）事業者向けの製品を開発し、市場に本格的に参入する。 

・ 以上を通じてさらなる成長と収益向上を達成する。 

⑤ 製造事業部 

・ 経営判断に直結する情報をリアルタイムに提供する経営者ソリューションの販売、販売・生産・購買・会計

の基幹パッケージの販売とアドオンシステムの開発・販売を通じて、売上規模100～1,000億円の組立加工業のお

客様の経営効率化を支援し、成長と収益向上を達成する。 

⑥ 流通事業部 

・ お客様との関係を密にし、信頼を獲得し、サプライヤーからパートナーへ昇格することを目指し、ITの幅と

深さを追求することで成長と収益向上を達成する。 

⑦ 医療事業部 

・ 全国の病院、薬局に対して、経営の効率化、患者の健康に役立つ診療・投薬情報の提供、地域医療の健全化

を支援する製品・サービスの開発・販売を通じて、患者にとって安心・安定した医療サービスの実現を支援し、

成長と収益向上を達成する。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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⑧ 組込み事業 

・ UMLによる要求分析、ＭＡＴＬＡＢ／Ｓｉｍｕｌｉｎｋを使ったモデルベース開発をコンサルティングサービ

スとして提供し、製造業の組込みソフトウェア開発の効率化を支援する。 

・ 当面の不況下では短期間での成長は困難であるが、事業のコアとなる人材の育成を継続し、2010年以降の景

気が安定し、市場が活性化する機会を捉えて事業規模の拡大を図る。 

  

① 事業ビジョン及び競争力の高いビジネスモデルの創造と、それを実現するコア商品の開発 

② 営業力の革新的向上 

 ・ 近隣地域中心から全国への販売展開 

 ・ コンサルティング・セールスのできる人材の育成 

③ 人材の開発及び確保、積極的な活用 

④ マネジメントとコミュニケーションのレベル向上によるチームワークの大幅な向上 

⑤ 開発プロセスの標準化 

 ・ CMMIレベル３以上の取得 

⑥ 品質の向上 

⑦ 管理間接業務の革新的な生産性向上 

  

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

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 519,117 

受取手形及び売掛金 2,190,811 

リース投資資産 67,073 

有価証券 1,198,953 

たな卸資産 ※1 392,448 

繰延税金資産 323,105 

関係会社短期貸付金 920,042 

その他 357,974 

貸倒引当金 △281 

流動資産合計 5,969,245 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,967,201 

減価償却累計額 △2,233,321 

建物及び構築物（純額） 733,879 

車両運搬具 30,505 

減価償却累計額 △26,061 

車両運搬具（純額） 4,443 

工具、器具及び備品 714,263 

減価償却累計額 △600,703 

工具、器具及び備品（純額） 113,559 

土地 61,882 

リース資産 36,983 

減価償却累計額 △4,601 

リース資産（純額） 32,381 

建設仮勘定 3,127 

有形固定資産合計 949,274 

無形固定資産 

その他 259,230 

無形固定資産合計 259,230 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2 1,030,887 

長期前払費用 1,017,871 

その他 184,423 

投資その他の資産合計 2,233,183 

固定資産合計 3,441,689 

資産合計 9,410,934 
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(単位：千円) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 471,014 

短期借入金 76,000 

リース債務 24,164 

未払法人税等 14,921 

賞与引当金 372,292 

受注損失引当金 849 

その他 490,934 

流動負債合計 1,450,177 

固定負債 

リース債務 81,308 

繰延税金負債 379,720 

その他 61,592 

固定負債合計 522,621 

負債合計 1,972,798 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,966,900 

資本剰余金 2,453,650 

利益剰余金 2,978,795 

自己株式 △8,477 

株主資本合計 7,390,868 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △11,567 

評価・換算差額等合計 △11,567 

少数株主持分 58,834 

純資産合計 7,438,135 

負債純資産合計 9,410,934 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

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 9,431,408 

売上原価 7,351,960 

売上総利益 2,079,447 

販売費及び一般管理費 

給料及び手当 807,026 

賞与引当金繰入額 44,031 

退職給付引当金繰入額 41,570 

研究開発費 84,120 

その他 928,283 

販売費及び一般管理費合計 1,905,031 

営業利益 174,416 

営業外収益 

受取利息 20,322 

受取配当金 11,024 

受取賃貸料 214,501 

雑収入 31,996 

その他 929 

営業外収益合計 278,773 

営業外費用 

支払利息 1,209 

有価証券売却損 3,322 

賃貸収入原価 183,293 

その他 5,702 

営業外費用合計 193,528 

経常利益 259,661 

特別利益 

固定資産売却益 ※1 496 

特別利益合計 496 

特別損失 

固定資産売却損 ※2 40 

固定資産除却損 ※3 12,929 

投資有価証券売却損 25,384 

投資有価証券評価損 10,914 

過年度損益修正損 6,989 

その他 3,000 

特別損失合計 59,258 

税金等調整前当期純利益 200,899 

法人税、住民税及び事業税 13,345 

法人税等調整額 49,350 

法人税等合計 62,696 

少数株主利益 17,319 

当期純利益 120,884 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

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 1,966,900 

当期変動額 

当期変動額合計 － 

当期末残高 1,966,900 

資本剰余金 

前期末残高 2,453,650 

当期変動額 

当期変動額合計 － 

当期末残高 2,453,650 

利益剰余金 

前期末残高 2,870,809 

当期変動額 

剰余金の配当 △42,013 

当期純利益 120,884 

連結範囲の変動 29,115 

当期変動額合計 107,986 

当期末残高 2,978,795 

自己株式 

前期末残高 △7,259 

当期変動額 

自己株式の取得 △1,217 

当期変動額合計 △1,217 

当期末残高 △8,477 

株主資本合計 

前期末残高 7,284,099 

当期変動額 

剰余金の配当 △42,013 

当期純利益 120,884 

連結範囲の変動 29,115 

自己株式の取得 △1,217 

当期変動額合計 106,769 

当期末残高 7,390,868 
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(単位：千円) 

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 42,510 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△54,077 

当期変動額合計 △54,077 

当期末残高 △11,567 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 42,510 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△54,077 

当期変動額合計 △54,077 

当期末残高 △11,567 

少数株主持分 

前期末残高 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 58,834 

当期変動額合計 58,834 

当期末残高 58,834 

純資産合計 

前期末残高 7,326,609 

当期変動額 

剰余金の配当 △42,013 

当期純利益 120,884 

連結範囲の変動 29,115 

自己株式の取得 △1,217 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,756 

当期変動額合計 111,525 

当期末残高 7,438,135 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

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 200,899 

減価償却費 123,969 

無形固定資産償却費 42,571 

前払年金費用の増減額（△は増加） 13,312 

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,805 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 849 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △692 

受取利息及び受取配当金 △31,346 

有価証券売却損益（△は益） 3,322 

投資有価証券売却損益（△は益） 25,384 

投資有価証券評価損益（△は益） 10,914 

支払利息 1,209 

為替差損益（△は益） 238 

固定資産売却損益（△は益） △456 

固定資産除却損 12,929 

売上債権の増減額（△は増加） 165,141 

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,857 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △36,370 

仕入債務の増減額（△は減少） △54,586 

未払費用の増減額（△は減少） 2,612 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △43,751 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 59,039 

小計 458,139 

利息及び配当金の受取額 27,045 

利息の支払額 △1,191 

法人税等の支払額 △60,330 

営業活動によるキャッシュ・フロー 423,662 

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 △247,000 

定期預金の払戻による収入 185,000 

関係会社短期貸付金の増減額(△は増加) ※2 1,800,000 

有価証券の取得による支出 △297,505 

投資有価証券の取得による支出 △566,896 

投資有価証券の売却による収入 67,054 

関係会社株式の取得による支出 △30,000 

投資その他の資産の増減額（△は増加） 77,190 

有形固定資産の取得による支出 △143,877 

無形固定資産の取得による支出 △61,147 

投資活動によるキャッシュ・フロー 782,818 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △20,000 

自己株式の取得による支出 △1,217 

配当金の支払額 △42,013 

少数株主への配当金の支払額 △2,600 

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,831 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,140,649 

現金及び現金同等物の期首残高 951,533 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,092,183 
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該当事項はありません。 

  

 
  

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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 (1) 連結子会社の数   １社

  連結子会社の名称

    ㈱両毛ビジネスサポート

   ㈱両毛ビジネスサポートは重要性が増したため、当連結会計年度

より連結の範囲に含めております。

(2) 主要な非連結子会社名

    ㈱両毛データセンター 

    ファイブ・スター・ソリューションズ・ベトナム・リミテッド

  連結の範囲から除いた理由

   非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した非連結子会社数  該当事項はありません。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な会社等の名称

    ㈱両毛データセンター 

    ファイブ・スター・ソリューションズ・ベトナム・リミテッド

  持分法を適用しない理由

   持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、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。

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

 (イ) 満期保有目的の債券

    償却原価法(定額法)

 (ロ) 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。
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項目
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たな卸資産 

 評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっ

ております。
 (イ) 原材料及び貯蔵品
  情報処理機器…個別法による原価法

  用紙……………月別総平均法による原価法

  サプライ用品…月別総平均法による原価法

  貯蔵品………… 終仕入原価法による原価法

  (ロ) 仕掛品………個別法による原価法

   （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。 

   なお、この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。

(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（リース資産を除く） 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）

については、定額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 ６～50年

工具器具及び備品 ４～20年

 また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっ

ております。

②無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 ただし、市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売数量に 

基づく償却額と残存有効期間に基づく均等配分額とを比較し、いずれ  

か大きい額を計上し、期間は３年の定額法、自社利用目的のソフトウ 

ェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定 

額法を採用しております。

③リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。

（会計方針の変更） 

  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。 

 この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。 

  

 なお、リース取引会計基準の改正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。

④長期前払費用・・・均等償却
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項目
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)

(3) 重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 なお、連結子会社は法人税法における規定に基づく法定繰入限度額

を計上しております。

②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額

の当連結会計年度負担額を計上しております。

③役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度末における支給見込額に

基づき計上することとしております。 

 なお、当連結会計年度末においては、支給見込額がないので費用処

理しておりません。

④受注損失引当金 

 受注契約に係る将来の損失に備えるため、連結会計年度末時点で将

来の損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、翌連結会

計年度以降に発生が見込まれる損失額を当連結会計年度から計上して

おります。 

 なお、この変更に伴う売上総利益、営業利益に与える影響額は軽微

であり、経常利益、税金等調整前当期純利益に与える影響はありませ

ん。

⑤退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 

 ただし、年金資産の見込額が退職給付債務を上回ったため、当該金

額を前払年金費用として固定資産の「長期前払費用」に計上しており

ます。 

 数理計算上の差異は、各連結会計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（10年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしてお

ります。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

(4) 収益及び費用の計上基準 ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
 売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっており 

 ます。

(5) その他連結財務諸表作成のた 

  めの重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は全面時価評価法によってお

ります。

６ 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。
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(7) 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

会計方針の変更

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)

（役員退職慰労引当金） 

 当連結会計年度より役員退職慰労引当金を廃止いたしました。 

 従来、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成20年

４月22日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決定し、平成20年６月26日開催の

定時株主総会において、役員退職慰労金の打ち切り支給が承認可決されました。 

 なお、支給時期につきましては役員の退任時となっており、留保している役員退職慰労金 60,992千円は固

定負債の「その他」に含めて表示しております。

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

仕掛品 385,398千円

原材料及び貯蔵品 7,049千円

※２ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 181,245千円

 ３  当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しておりま 

   す。

  当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとお 

    りであります。

当座貸越極度額の総額 300,000千円

借入実行残高 ─

差引額 300,000千円

(連結損益計算書関係)

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 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

車両運搬具 496千円

※２ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

車両運搬具 40千円

※３ 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 6,664千円

建物及び構築物 6,194千円

車両運搬具 70千円

   計 12,929千円
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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 発行済株式に関する事項 

 
※前連結会計年度末の発行済株式数は、個別の前事業年度末の発行済株式数を使用しております。 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
※前連結会計年度末の自己株式数は、個別の前事業年度末の自己株式数を使用しております。 

  
（変動事由の概要） 
増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の買取りによる増加 2,100株 

  
３ 配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,510,000 ― ― 3,510,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,860 2,100 ─ 10,960

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 42,013 12 平成20年３月31日 平成20年６月27日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 41,988 12 平成21年３月31日平成21年６月26日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金 519,117千円

有価証券 1,198,953千円

関係会社短期貸付金 920,042千円

    計 2,638,113千円

預入期間３か月超の定期預金 △247,000千円

預入期間３か月超の有価証券 △298,930千円

現金及び現金同等物 2,092,183千円

※２ 「関係会社短期貸付金の増減額（△は増加）」には資金（現金及び現金同等物）の範囲に含めた関係 

  会社短期貸付金920,042千円が含まれております。
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(リース取引関係)

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

１ 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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具器具及び 
備品

2,420,901 1,687,835 733,065

ソフトウェア 443,450 243,261 200,189

合計 2,864,351 1,931,097 933,254

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 478,974千円

１年超 476,281千円

合計 955,255千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 627,719千円

減価償却費相当額 604,554千円

支払利息相当額 20,290千円

(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。

(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。

２ 貸主側

未経過リース料期末残高相当額

１年内 462,881千円

１年超 449,629千円

合計 912,510千円

(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であります。

   なお、当該転貸リース取引は、おおむね同一の条件で第三者にリースしておりますので、ほぼ同額

の残高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれております。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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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)

ファイナンス・リース取引

１ 借主側 

 (1) リース資産の内容            

   ・有形固定資産 

    公共事業における事務設備（工具、器具及び備品）であります。         

   ・無形固定資産 

    公共事業における業務用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 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する方法によっております。 

２ 貸主側 

 (1) リース投資資産の内訳   

    流動資産

 

リース料債権部分 73,387千円

受取利息相当額 △6,313千円

リース投資資産 67,073千円

 (2) リース投資資産に係るリース料債権部分の連結会計年度末日後の回収予定額 

    流動資産

 

リース投資資産
（千円）

1年以内 17,735

1年超2年以内 17,485

2年超3年以内 16,097

3年超4年以内 15,503

4年超5年以内 6,565

5年超 ─
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１ 売買目的有価証券 

 
  

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
  

３ その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 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時価が取得原価に比べて50％以上下落し

た為、7,854千円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 

 
  

(有価証券関係)

当連結会計年度(平成21年３月31日)

該当事項はありません。

種類

当連結会計年度(平成21年３月31日)

連結貸借対照表
計上額 
(千円)

時価(千円)
差額 
(千円)

時価が連結貸借対照表計上額を超
えるもの

(1) 国債・地方
債等

― ― ―

(2) 社債 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

時価が連結貸借対照表計上額を超
えないもの

(1) 国債・地方
債等

― ― ―

(2) 社債 467,009 450,747 △16,261

(3) その他 200,000 165,916 △34,084

小計 667,009 616,663 △50,345

合計 667,009 616,663 △50,345

種類

当連結会計年度(平成21年３月31日)

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 32,545 41,421 8,875

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 ― ― ―

小計 32,545 41,421 8,875

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 145,452 121,206 △24,246

(2) 債券 ─ ─ ─

(3) その他 91,455 87,403 △ 4,051

小計 236,907 208,609 △28,298

合計 269,453 250,030 △19,422

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)

売却額 
(千円)

売却益の合計額
(千円)

売却損の合計額 
(千円)

64,615 ― 25,384
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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非上場株式について実質価額が取得原価に比べて50％以

上低下した為、3,059千円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の債券の今後の償還予定額 

 
  

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。 

  

当連結会計年度(平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額(千円)

(1) 満期保有目的の債券 1,422,259

(2) その他有価証券

非上場株式 26,282

その他 350,023

種類

当連結会計年度(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) 債券

①国債・地方債等 ─ ─ ─ ─

②社債 248,930 197,329 70,000 ─

③その他 600,000 306,000 ─ ─

(2) その他 350,000 61,710 ─ ─

合計 1,198,930 565,040 70,000 ─

(デリバティブ取引関係)
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１ 採用している退職給付制度の概要 
当社は、平成17年４月１日付で退職金制度の改定を行い、厚生年金基金制度から確定給付型の企業年金基金制

度並びに確定拠出年金制度及び前払退職金制度に移行しております。 

 なお、連結子会社については、中小企業退職金共済制度に加入しております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

 
  

３ 退職給付費用に関する事項 

 
(注) 「(7) その他」は、確定拠出年金及び中小企業退職金共済制度への掛金支払額等であります。 

  

４ 退職給付債務の計算基礎 

 
(注) 平成21年３月31日現在当社は、企業年金基金の運用実績が△14.0％となったこと等により数理計算上の差異額

が496,739千円発生しております。この数理計算上の差異の処理については、翌連結会計年度から10年の定額法

で費用処理することとしております。 

  

(退職給付関係)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

(1) 退職給付債務(千円) △2,198,364

(2) 年金資産(千円) 3,079,608

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2) (千円) 881,243

(4) 未認識数理計算上の差異(千円) 381,205

(5) 未認識過去勤務債務(千円) △247,187

(6) 貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5) (千円) 1,015,262

(7) 前払年金費用 1,015,262

(8) 退職給付引当金 (6)－(7) (千円) ─

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) 勤務費用(千円) 114,857

(2) 利息費用(千円) 41,960

(3) 期待運用収益(千円) △44,292

(4) 数理計算上の差異の費用処理額(千円) 80,937

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △41,197

(6) 退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) (千円) 152,264

(7) その他(千円) 61,334

計 213,598 

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

(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 勤務期間を基準とする方法

(4) 数理計算上の差異の処理年数(年)(注) 10

(5) 過去勤務債務の処理年数(年) 10
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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） 

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。 

  

関連当事者との取引、税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略しております。 

  

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) 

当社グループの事業は、情報処理関連事業単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントはあ

りませんので、記載を省略しております。 

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) 

本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

(開示の省略)

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

（注）２ 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株当たり情報)

項目
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株当たり純資産額 2,108.95円

１株当たり当期純利益金額 34.54円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

 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。

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 7,438,135

普通株式に係る純資産額(千円) 7,379,301

差額の主な内訳(千円)
 少数株主持分 58,834

普通株式の自己株式数（千株） 10

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
式の数(千株)

3,499

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)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 120,884

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) 120,884

期中平均株式数(千株) 3,500

(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 1,050,160 456,177 

受取手形 56,327 45,601 

売掛金 2,307,698 2,103,148 

リース投資資産 － 67,073 

有価証券 － 1,198,953 

機器及び材料 4,418 － 

仕掛品 318,135 － 

貯蔵品 1,052 － 

たな卸資産 － 391,652 

前払費用 14,788 13,718 

繰延税金資産 373,124 296,629 

関係会社短期貸付金 1,800,000 900,000 

未収入金 303,841 311,578 

その他 20,718 27,076 

貸倒引当金 △448 △2 

流動資産合計 6,249,818 5,811,607 

固定資産 

有形固定資産 

建物 2,777,460 2,800,674 

減価償却累計額 △2,038,065 △2,099,106 

建物（純額） 739,394 701,568 

構築物 159,589 163,569 

減価償却累計額 △130,802 △133,876 

構築物（純額） 28,787 29,693 

車両運搬具 37,039 30,505 

減価償却累計額 △32,288 △26,061 

車両運搬具（純額） 4,751 4,443 

工具、器具及び備品 794,880 712,576 

減価償却累計額 △695,657 △599,248 

工具、器具及び備品（純額） 99,223 113,328 

土地 61,882 61,882 

リース資産 － 36,983 

減価償却累計額 － △4,601 

リース資産（純額） － 32,381 

建設仮勘定 7,668 3,127 

有形固定資産合計 941,707 946,425 

無形固定資産 

借地権 144,127 144,127 

ソフトウエア 77,875 98,316 

その他 13,906 13,787 

無形固定資産合計 235,910 256,232 

投資その他の資産 

投資有価証券 479,651 849,642 

関係会社株式 150,225 180,225 

出資金 2,600 2,600 

長期前払費用 1,029,447 1,017,843 

敷金及び保証金 93,315 － 

事業保険金 89,052 － 

その他 75,715 177,998 

投資その他の資産合計 1,920,007 2,228,310 

固定資産合計 3,097,624 3,430,968 

資産合計 9,347,442 9,242,575 
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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 

買掛金 516,368 518,767 

短期借入金 96,000 76,000 

リース債務 － 24,164 

未払金 345,252 212,710 

未払費用 37,659 40,271 

未払法人税等 31,680 13,242 

未払消費税等 44,443 15,917 

前受金 41,893 46,938 

預り金 17,233 16,136 

前受収益 80,313 100,376 

賞与引当金 309,019 318,771 

受注損失引当金 － 849 

その他 － 339 

流動負債合計 1,519,864 1,384,488 

固定負債 

リース債務 － 81,308 

繰延税金負債 417,107 379,720 

役員退職慰労引当金 83,861 － 

その他 － 61,592 

固定負債合計 500,968 522,621 

負債合計 2,020,833 1,907,109 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,966,900 1,966,900 

資本剰余金 

資本準備金 2,453,650 2,453,650 

資本剰余金合計 2,453,650 2,453,650 

利益剰余金 

利益準備金 63,000 63,000 

その他利益剰余金 

プログラム等準備金 19,357 7,445 

別途積立金 2,170,000 2,170,000 

繰越利益剰余金 618,452 694,516 

利益剰余金合計 2,870,809 2,934,961 

自己株式 △7,259 △8,477 

株主資本合計 7,284,099 7,347,034 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 42,510 △11,567 

評価・換算差額等合計 42,510 △11,567 

純資産合計 7,326,609 7,335,466 

負債純資産合計 9,347,442 9,242,575 
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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 9,611,722 8,973,925 

売上原価 7,614,203 7,019,694 

売上総利益 1,997,519 1,954,231 

販売費及び一般管理費 

運搬費 32,468 25,161 

広告宣伝費 14,450 15,813 

販売促進費 140,964 72,219 

役員報酬 65,277 64,192 

給料及び手当 555,148 760,846 

賞与 103,731 171,487 

賞与引当金繰入額 70,870 44,031 

退職給付引当金繰入額 15,204 41,570 

役員退職慰労引当金繰入額 12,561 － 

法定福利費 96,387 133,063 

減価償却費 37,789 32,498 

研究開発費 176,559 84,120 

その他 363,773 351,029 

販売費及び一般管理費合計 1,685,187 1,796,033 

営業利益 312,331 158,197 

営業外収益 

受取利息 10,038 8,949 

有価証券利息 － 11,319 

受取配当金 12,443 13,624 

受取賃貸料 201,706 214,501 

貸倒引当金戻入額 397 445 

雑収入 72,727 31,782 

その他 － 483 

営業外収益合計 297,313 281,106 

営業外費用 

支払利息 804 1,209 

為替差損 143 238 

有価証券売却損 11,719 3,322 

賃貸収入原価 182,012 183,293 

たな卸資産評価損 13,921 － 

たな卸資産廃棄損 68 － 

雑損失 3,510 5,230 

営業外費用合計 212,181 193,294 

経常利益 397,462 246,009 

特別利益 

固定資産売却益 16 496 

特別利益合計 16 496 

特別損失 

固定資産売却損 － 40 

固定資産除却損 3,032 12,929 

投資有価証券売却損 － 25,384 

投資有価証券評価損 17,886 10,914 

過年度損益修正損 － 6,989 

その他 － 3,000 

特別損失合計 20,918 59,258 

税引前当期純利益 376,560 187,248 

法人税、住民税及び事業税 25,015 5,255 

法人税等調整額 130,849 75,826 

法人税等合計 155,864 81,082 

当期純利益 220,695 106,165 
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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 1,966,900 1,966,900 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,966,900 1,966,900 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 2,453,650 2,453,650 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,453,650 2,453,650 

資本剰余金合計 

前期末残高 2,453,650 2,453,650 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,453,650 2,453,650 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 63,000 63,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 63,000 63,000 

その他利益剰余金 

プログラム等準備金 

前期末残高 37,225 19,357 

当期変動額 

プログラム等準備金の取崩 △17,868 △11,912 

当期変動額合計 △17,868 △11,912 

当期末残高 19,357 7,445 

別途積立金 

前期末残高 2,170,000 2,170,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,170,000 2,170,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 421,917 618,452 

当期変動額 

プログラム等準備金の取崩 17,868 11,912 

剰余金の配当 △42,028 △42,013 

当期純利益 220,695 106,165 

当期変動額合計 196,535 76,064 

当期末残高 618,452 694,516 

利益剰余金合計 

前期末残高 2,692,142 2,870,809 

当期変動額 

プログラム等準備金の取崩 － － 

剰余金の配当 △42,028 △42,013 

当期純利益 220,695 106,165 

当期変動額合計 178,667 64,152 

当期末残高 2,870,809 2,934,961 
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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 △6,302 △7,259 

当期変動額 

自己株式の取得 △956 △1,217 

当期変動額合計 △956 △1,217 

当期末残高 △7,259 △8,477 

株主資本合計 

前期末残高 7,106,389 7,284,099 

当期変動額 

剰余金の配当 △42,028 △42,013 

当期純利益 220,695 106,165 

自己株式の取得 △956 △1,217 

当期変動額合計 177,710 62,934 

当期末残高 7,284,099 7,347,034 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 122,138 42,510 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△79,628 △54,077 

当期変動額合計 △79,628 △54,077 

当期末残高 42,510 △11,567 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 122,138 42,510 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△79,628 △54,077 

当期変動額合計 △79,628 △54,077 

当期末残高 42,510 △11,567 

純資産合計 

前期末残高 7,228,527 7,326,609 

当期変動額 

剰余金の配当 △42,028 △42,013 

当期純利益 220,695 106,165 

自己株式の取得 △956 △1,217 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △79,628 △54,077 

当期変動額合計 98,082 8,856 

当期末残高 7,326,609 7,335,466 
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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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益 376,560 

減価償却費 172,225 

無形固定資産償却費 32,558 

長期前払費用償却額 51 

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,574 

前払年金費用の増減額（△は増加） △172,851 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,561 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △397 

受取利息及び受取配当金 △22,481 

有価証券売却損益（△は益） 11,719 

投資有価証券評価損益（△は益） 17,886 

支払利息 804 

為替差損益（△は益） 143 

たな卸資産評価損 13,921 

たな卸資産廃棄損 68 

固定資産除却損 3,032 

固定資産売却損益（△は益） △16 

売上債権の増減額（△は増加） △206,558 

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,941 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △83,779 

仕入債務の増減額（△は減少） △105,954 

未払費用の増減額（△は減少） 536 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △48,354 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △18 

小計 △1,707 

利息及び配当金の受取額 22,156 

利息の支払額 △831 

法人税等の支払額 △29,753 

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,135 

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 △185,000 

定期預金の払戻による収入 205,000 

投資有価証券の取得による支出 △50,139 

投資有価証券の売却による収入 23,080 

投資その他の資産の増減額（△は増加） 7,513 

有形固定資産の取得による支出 △33,835 

無形固定資産の取得による支出 △40,446 

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,826 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

自己株式の取得による支出 △956 

配当金の支払額 △42,028 

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,985 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △126,947 

現金及び現金同等物の期首残高 992,108 

現金及び現金同等物の期末残高 865,160 
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（注）当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

  

該当事項はありません。 

(5)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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当連結会計年度における生産実績は次のとおりであります。 

なお、当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、商品

別に記載しております。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当連結会計年度における受注状況は次のとおりであります。 

なお、当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、商品

別に記載しております。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当連結会計年度における販売実績は次のとおりであります。 

なお、当社グループの事業は情報処理関連事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、商品

別に記載しております。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に 

対する割合は次のとおりであります。 

 
  

６．その他

(1) 生産、受注及び販売の状況

①生産実績

商品別 生産高（千円）

ソフトウェア開発・システム販売 1,336,328

情報処理サービス 1,877,693

システム機器・プロダクト関連販売 1,739,833

その他の情報サービス 2,465,367

計 7,419,223

②受注状況

商品別 受注高(千円) 受注残高(千円)

ソフトウェア開発・システム販売 1,856,625 438,319

情報処理サービス 2,241,235 382,188

システム機器・プロダクト関連販売 2,185,577 258,907

その他の情報サービス 2,948,521 97,998

計 9,231,959 1,177,413

③販売実績

商品別 販売高（千円）

ソフトウェア開発・システム販売 2,064,372

情報処理サービス 2,343,739

システム機器・プロダクト関連販売 2,111,820

その他の情報サービス 2,911,475

計 9,431,408

相手先

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)

販売高(千円) 割合(％)

㈱ミツバ 1,072,756 11.4 
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当社グループは当連結会計年度より「1．経営成績（１）経営成績に関する分析」のとおり事業部制を導入いたし

ました。 

 翌連結会計年度より、事業の状況は商品別の記載から事業部別の記載に変更を予定しておりますので、ご参考に

当連結会計年度の事業部別の状況を併記いたします。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（参考）

①生産実績

事業部別 生産高（千円）

公共事業部 2,577,624

水道事業部 837,594

文教事業部 445,192

ガス事業部 904,139

製造事業部 1,508,767

流通事業部 492,256

医療事業部 328,872

その他の事業 324,774

計 7,419,223

②受注状況

事業部別 受注高(千円) 受注残高(千円)

公共事業部 3,250,956 630,086

水道事業部 1,127,321 121,522

文教事業部 546,344 7,244

ガス事業部 1,172,322 180,022

製造事業部 1,777,454 185,131

流通事業部 569,315 31,475

医療事業部 404,691 2,731

その他の事業 383,552 19,200

計 9,231,959 1,177,413

③販売実績

事業部別 販売高（千円）

公共事業部 3,271,066

水道事業部 1,175,193

文教事業部 558,751

ガス事業部 1,226,377

製造事業部 1,782,211

流通事業部 646,263

医療事業部 407,192

その他の事業 364,352

計 9,431,408
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該当事項はありません。 

  

１．新任取締役候補 

取締役  （現 常務執行役員）    瀬田 敏博 

取締役 （現 常務執行役員）   河野 彰 

取締役 （現 株式会社両毛ビジネスサポート代表取締役社長） 立木 留吉 

  

２．新任監査役候補 

常勤監査役  （現 取締役）     尾花 省悟 

常勤監査役  （現 取締役）    金井 孝一 

  

３．退任予定取締役 

取締役 （常勤監査役に就任予定） 金井 孝一 

取締役 （常勤監査役に就任予定） 尾花 省悟 

  

４．退任予定監査役 

常勤監査役            星野 邦夫 

  

５．新任補欠監査役候補 

補欠監査役 （現 株式会社ミツバ取締役） 三田 賢一 

※三田賢一氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役としての補欠監査役候補者であります。 

  

  

  

(2) 役員の異動

①代表者の異動

②その他の役員の異動

③就退任予定日 平成21年６月25日
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