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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

平成20年４月１日付けを持って、普通株式１株につき、２株に分割しております。 

(2) 財政状態 

平成20年４月１日付けを持って、普通株式１株につき、２株に分割しております。 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 8,031 △4.8 241 △44.0 338 △17.4 184 △20.0

20年3月期 8,436 △3.2 431 8.1 410 18.2 230 10.4

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 125.41 ― 11.0 10.3 3.0
20年3月期 304.65 302.98 14.8 11.8 5.1

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 3,115 1,704 54.7 1,159.90
20年3月期 3,466 1,635 47.2 2,162.66

（参考） 自己資本   21年3月期  1,704百万円 20年3月期  1,635百万円

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 △141 158 △196 40
20年3月期 233 △36 △319 220

2.  配当の状況 

平成20年４月１日付けを持って、普通株式１株につき、２株に分割しております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00 52 23.0 3.2
21年3月期 ― 22.00 ― 22.00 44.00 64 35.1 3.9

22年3月期 
（予想）

― 14.00 ― 14.00 28.00 35.5

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

3,484 △16.8 19 △88.6 15 △94.4 8 △95.1 6.04

通期 7,600 △5.4 210 △12.9 200 △41.0 116 △37.0 78.93
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、24ページ「重要な会計方針」及び27ページ「会計処理方法の変更」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１．１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、43ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 
   ２．平成20年４月１日付けを持って、普通株式１株につき、２株に分割しております。 

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 1,521,910株 20年3月期 760,465株

② 期末自己株式数 21年3月期  52,286株 20年3月期  4,446株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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、実際の業績等は様々な要因により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ご利用に当たっての注意事項について
は、３ページの「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
２．平成20年３月31日現在の株主に対し平成20年４月１日付けをもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当事業年度における我が国の経済は、内閣府の２月の機械受注統計によると、受注額（季節調整値）は前月比

1.4％増と５か月ぶりに増加に転じたものの、過去４番目の低水準にとどまっています。 

  平成20年９月のリーマン・ショックを契機に世界が同時不況に陥り、海外の需要減と円高により輸出が激減

し、企業業績の急速な悪化と在庫調整により生産活動が停滞しております。 

 当社が属する業界及び顧客においては、拠点の統廃合を促進させ、新規の設備投資計画を中止、先送りする他、

内製化や発注単価低減により開発投資額を抑制しております。 

 一方、社会インフラや官公庁向けシステム開発は堅調で、又、企業の販売管理費削減に向けてのシステム運用や

保守サービスの需要は底堅く推移しております。  

  

 このような環境下において、当社は次の重点施策に取組みました。 

 事業戦略は、市場別強化策として、特定市場のリスクを新領域・他市場で柔軟に吸収して持続的成長を実現する

ことと、高付加価値化策として、魅力あるサービスの提供により高い利益成長を実現することに取組みました。 

 しかし、下半期より開発案件の延期・中止が相次ぎ、稼働率が急速に低下したことに加えて、契約の短期化によ

り期末の受注残が減少しました。 

 又、新事業の確立と拡大策として、ユビキタス事業のスタートに向け、ビジネス・スキームの確立に取組み、10

月に東京電力㈱と共同開発した電源遮断システム「グラッとシャット」を市場投入するも初期販売の量と額は予想

を下回る水準にとどまりました。 

 組織戦略としては、高付加価値化に関連して、プロジェクト管理の強化に向けてPMP資格者の育成に取組み、14

名が取得（累計47名）しました。又、事業環境の急変に対応する為に、直・間要員比率の見直しをしました。 

 財務戦略では、コスト構造改革として、長期借入金の返済を完了させると共に営業外費用の圧縮を図りました。

   

 以上の結果、当事業年度の売上高は8,031百万円（前年同期比4.8％減）、営業利益は241百万円（同44.0％

減）、経常利益は338百万円（同17.4％減）、当期純利益は184百万円（同20.0％減）となりました。 

  

 市場別の売上高は、通信市場が大幅増、金融市場が微増であったものの、制御市場が微減、インフォメーション

市場及び組込み市場が大幅減となりました。 

  

 市場別の状況は次の通りであります。 

 組込み市場では、携帯電話の開発業務は販売機種の絞込みの影響を受けたものの若干の減少に留めましたが、評

価業務が年度の初めより顧客の海外オフショア発注の影響により受注金額が減少しました。 

 又、LynxOSのOEM販売は減少が続いていますが、OS関連開発業務は、プラント向け、オフィス機器向け、移動体

通信向け、自動車向けに順調に推移しました。 

 この結果、当市場の売上高は、1,731百万円（前年同期比12.4％減）となりました。 

  

 インフォメーション市場では、受注単価の下落傾向が続いているものの上半期までは受注が順調に推移していま

したが、下半期より企業業績の悪化と共に、事業用情報化投資は継続されるも社内用情報化投資は中止・延期が発

生し、受注件数・金額共に減少しました。 

 この結果、当市場の売上高は、2,276百万円（前年同期比16.1％減）となりました。 

  

 金融市場では、上半期に一部の銀行向け開発業務の縮小・中止が発生したものの、大手銀行・信託銀行向け統合

業務・保守対応、又、保証会社向けシステム開発が年間を通じて好調に推移しました。 

 更に、地銀向け営業店システム開発において受注チャネルを拡大することができた他、信販会社向けカード業務

が小規模ながらも開発スタートしております。 

 この結果、当市場の売上高は、1,617百万円（前年同期比3.0％増）となりました。 

  

 通信市場では、通信会社向け第３世代携帯電話関連業務が縮小したものの、次世代通信ネットワーク関連業務が

年間を通じて好調で、受注規模、件数共に増加しております。 

 この結果、当市場の売上高は、993百万円（前年同期比39.2％増）となりました。 

  

１．経営成績
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 制御市場では、公共向け航空関連業務や防災関連業務は年間通じて好調であったものの、半導体洗浄装置、液晶

製造装置、工作機械製造装置等の業務が下半期に急減しました。 

 この結果、当市場の売上高は、1,412百万円（前年同期比3.5％減）となりました。 

  

  

  （次期の見通し） 

 内閣府の２月の機械受注統計によると、非製造業が3.3％増となる一方で、製造業は8.1％減と過去 低だったも

のの、非製造業が比較的堅調で、製造業も１月と比べると減少幅が小さいとし、基調判断をわずかに上方修正しま

した。 

 又、日銀の３月の企業短期経済観測調査では、３か月先の見通しについては約３年ぶりに景況感が改善し７ポイ

ント上昇しております。 

 以上のことから当社では、大幅な減産により在庫調整が進み生産に下げ止まりの兆しがあるものの、世界的な金

融危機の出口が見えず輸出が本格回復する目処が立たず、景気対策の効果が一巡した後に再減速するとの観測もあ

ることから、景気が底入れしても「Ｌ字型」景気が続くといった見通しをたてております。  

 当社が属する業界及び顧客においては、新商品・サービスの提供価値に差がなくなり低価格化が進んでおり、企

業の設備投資計画も前年度比で減少する見通しであります。 

 しかし、生き残りを目指す企業は産業構造の転換期に新たなビジネス機会を模索したり、成長基盤の再構築に向

け統合や提携を促進させるといった動きが見受けられます。 

 このような見通しの中で、当社は次の重点施策に取り組んで参ります。 

 事業戦略としては、まず、事業のカテゴリーを見直し、従来の５市場を３事業とします。 

 金融市場とインフォメーション市場をビジネス事業と位置付け、通信市場と制御市場、及び組込み市場の一部を

エンジニアリング事業とし、組込み市場に含めていたユビキタス事業を独立させます。 

 次に、ビジネス事業においては、トータル・サービスの提供によりエンド・ユーザを掘起します。又、エンジニ

アリング事業では、主要顧客におけるプレゼンスを高め収益性を拡大します。更に、ユビキタス事業は、ソリュー

ションの商品化を加速し事業成長基盤構築に取組みます。 

 組織戦略としては、首都圏ビジネスの拡大に向けて体制の整備・強化すると共に、現場力を高める為に事業部門

の課長制を廃し担当マネージャ制へ移行します。又、内部統制レベルの向上に向けて課題抽出と対応策強化を推進

します。 

 財務戦略としては、イベント毎に費用対効果を確認しコスト効率を高めることと、在庫管理の徹底により滞留資

産を抑制します。  

 これにより、次期の通期の業績は、売上高7,600百万円（前事業年度比5.4％減）、営業利益210百万円（同

12.9％減）、経常利益200百万円（同41.0％減）、当期純利益116百万円（同37.0％減）となる見通しです。 

  

  
平成20年３月期 平成21年３月期 

売上高 (百万円) 売上高 (百万円) 

  実績  構成比 (％)  前期比 (％)  実績  構成比 (％)  前期比 (％) 

 組込み市場  1,976  23.4  △17.3  1,731  21.6  △12.4

 インフォメーション市場  2,711  32.1  10.0  2,276  28.3  △16.1

 金融市場  1,570  18.6  △5.1  1,617  20.1  3.0

 通信市場  713  8.5  △36.9  993  12.4  39.2

 制御市場  1,463  17.4  36.0  1,412  17.6  △3.5

 全社合計  8,436  100.0  △3.2  8,031  100.0  △4.8
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 (2）財政状態に関する分析  

  「流動資産」は、1,964百万円と前事業年度末比281百万円減少しました。 

 主な変動要因としては、３月単月度の減収により売掛債権としての受取手形及び売掛金が1,432百万円と前事業

年度末比132百万円減少したものの、棚卸資産が293百万円と前事業年度末比128百万円増加した一方で、借入金の

返済を優先させたことから現金及び預金が40百万円と前事業年度末比179百万円減少したことと、国債の償還によ

り有価証券が89百万円減少したことによります。 

 「固定資産」は、1,151百万円と前事業年度末比69百万円減少しました。 

 主な変動要因としては、無形固定資産が減価償却により40百万円と前事業年度末比14百万円減少し、投資その他

の資産のうち繰延税金資産と保険積立金が数理計算上の差異と前社長の急逝といった特殊要因に関連して514百万

円と前事業年度末比51百万円減少したことによります。  

  以上により、「資産合計」は、3,115百万円と前事業年度末比351百万円減少となりました。 

 「流動負債」は、816百万円と前事業年度末比363百万円減少しました。 

 主な変動要因としては、減収により買掛債務としての買掛金が317百万円と前事業年度末比89百万円減少し、有

利子負債をゼロに圧縮したことから前事業年度末比79百万円減少したことによります。 

 「固定負債」は、593百万円と前事業年度末比57百万円の減少となりました。 

 主な変動要因としては、退職給付引当金が数理計算上の差異により前事業年度末比27百万円減少し、役員退職慰

労引当金も前社長の急逝といった特殊要因に関連して32百万円減少したことによります。 

 この結果、「負債合計」は1,410百万円と前事業年度末比421百万円減少しました。 

 「純資産」は、1,704百万円と前事業年度末比69百万円の増加となりました。 

 主な変動要因としては、自己株式の保有高を前事業年度末比56百万円増加させ総額で70百万円とした一方で、利

益剰余金として、別途積立金が前事業年度末比170百万円増加したことによります。 

 これにより、「自己資本比率」は54.7％と前事業年度末に対して7.5ポイント改善しております  

  

（キャッシュ・フローの概況） 

  当事業年度中における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ179百万円減少し、40百万円となりました。

  各キャッシュ・フローについては、次の通りであります。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、141百万円の減少となりました。この主な要因としては、税引前当期

純利益が317百万円となった他、売上債権の減少により132百万円増加した一方で、法人税等の支払で222百万円減

少し、棚卸資産の増加により128百万円減少したことによります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、158百万円の増加となりました。この主な要因としては、保険積立金

の解約（払戻）により150百万円増加、投資有価証券の売却により90百万円増加したことによります。 

 以上により、フリー・キャッシュ・フローが16百万円増加しております。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、196百万円の減少となりました。この主な要因としては、配当金の支

払により58百万円減少、自己株式の取得により56百万円減少、長期借入金の返済により54百万円減少したことによ

ります。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、経営理念に『私たちは、「会社の発展」「社員の幸福」「株主の利益」をともに追求します』と掲げ 

て、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けております。 

 従いまして、利益配分につきましては、安定的な成長を持続させる為の積極的な投資と、財務体質の安定化に

向けた内部留保、更に、株主の皆様に対する利益還元との適正なバランスを確保することを目指しております。 

 株主還元については、持続的な安定配当に留意すると共に、業績に裏付けられた成果の配分を行うという基本

方針を掲げております。 

  上記の基本方針に基づき、平成21年３月期の配当につきましては、中間に22.00円を実施し、期末に22.00円の

配当を予定しております。 

  平成22年３月期以降は、自己資本比率の水準、並びに現金及び現金同等物の残高を勘案して、 配当性向30％以

上を目処に、配当計画年２回にて配当を行って参ります。 

  従いまして、平成22年３月期の配当につきましては、１株につき年間28.00円（中間及び期末で各14.00円）を

予定しております。この場合の配当性向は35.5％となります。 
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(4）事業等のリスク 

   当社の経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクにつきましては、次のようなものが考えられ

ます。又、必ずしも業務上のリスク要因に該当しない事項についても、重要であると考えられる事項について

は、積極的な情報開示の観点から開示しております。 

 尚、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避、発生した場合の対応に努める方針

であります。 

 本項における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、不確実性を内在して

いる為に、実際の結果と異なる可能性があります。 

 

①業績の季節変動について 

 当社が提供する情報サービスは、顧客のシステム投資予算並びに新製品開発予算の対象となる他、顧客企業の

予算執行のタイミングや開発システムの工期との兼合いから、各四半期末に売上計上が集中しております。 

  又、月別においても顧客の決算が集中する３月の売上計上が他月と比較して多く、その結果、事業年度を通じ

て下半期に売上が偏る傾向があります。 

 一方、費用面では、人件費、リース料、事務所費用等は、概ね均等に発生する為に、営業利益及び経常利益に

おいても下半期に偏重する傾向があります。 

 従いまして、このような業績の季節変動及び期ズレを防ぐ為に、当社では、受注を平準化する対応策を次の通

り実施して参ります。 

 ・特定顧客との長期的なビジネスを軸に、年間を通して安定的に受注する。 

 ・継続的業務の構成比を増加させる。 

 ・開発工程毎の契約締結を促進する。 

 しかし、上半期或いは下半期における受注動向及び短期開発案件の集中度合い並びに不測の事態の発生等によ

り納品時期が延期した場合は、当該期間での業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 尚、当社の四半期毎の業績は、次の通り推移しております。 

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）  

   

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

   ②顧客の投資計画にかかる影響について 

  当社はビジネス事業、エンジニアリング事業、ユビキタス事業の事業領域において、製品及びソリューションを

              通期 

      上半期     下半期   

  

第１ 第２ 

  

第３ 第４ 

    四半期 四半期 四半期 四半期 

売上高 

（千円）  1,845,620  2,169,058  4,014,679  2,105,866  2,315,972  4,421,839  8,436,518

構成比（％）  21.9  25.7  47.6  25.0  27.4  52.4  100.0

営業利益 

（千円）  20,018  137,714  157,732  180,486  92,804  273,291  431,024

構成比（％）  4.6  32.0  36.6  41.9  21.5  63.4  100.0

経常利益 

（千円）  17,160  135,362  152,523  177,568  80,412  257,981  410,505

構成比（％）  4.2  33.0  37.2  43.2  19.6  62.8  100.0

              通期 

      上半期     下半期   

  

第１ 第２ 

  

第３ 第４ 

    四半期 四半期 四半期 四半期 

売上高 

（千円）  2,003,837  2,182,510  4,186,348  1,890,756  1,954,244  3,845,000  8,031,349

構成比（％）  24.9  27.2  52.1  23.6  24.3  47.9  100.0

営業利益 

（千円）  50,535  116,695  167,230  △40,713  114,685  73,972  241,203

構成比（％）  20.9  48.4  69.3  △16.9  47.6  30.7  100.0

経常利益 

（千円）  151,909  115,830  267,740  △40,923  112,094  71,171  338,912

構成比（％）  44.8  34.2  79.0  △12.1  33.1  21.0  100.0
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提供しております。 

  各事業領域におけるシステム投資及び新製品開発の投資計画の実行は、経済環境、株式市況、金利動向等に直接 

・間接的に影響を受ける為に、当該影響により、各事業領域に属する顧客の収益動向が悪化した場合、それぞれの 

情報サービス投資が縮小し、当社の財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

   

    ③外注依存度について 

     当社が顧客から受注したシステム開発においては、開発規模、開発スケジュールによって、当社の技術者だけで 

   は開発要員が不足する場合や、当社では対応しきれない特殊で汎用性のない技術が必要になる場合もあり、顧客ニ 

   ーズに柔軟に対応していく為にも外注を活用しております。 

   平成20年３月期では、国内を中心に所定の審査を経て登録した219社の外注先に業務を委託しており、売上原価に

   占める外注加工費の割合は52.7％となっております。 

     平成21年３月期は、198社の外注先に業務を委託しており、売上原価に占める外注加工費の割合は51.8％となって

   おります。 

     当社は、今後も継続して外注を積極的に活用していく方針でありますが、当社が必要とするスキルを有す外注先 

   技術者を確保できなかった場合、又、外注先の予期せぬ業績不振や事故等により事業継続できなくなる等の不測の 

  事態が発生した場合は、サービスの提供が遅延したり、代替措置に伴う追加の費用が発生する可能性も考えられ、 

  その場合には、当社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ④赤字プロジェクトの発生について 

   当社が顧客に受託ソフトウェア開発、システム・インテグレーションのサービスを提供する場合、顧客との間で 

   予めサービスの対価を契約等により定めております。 

     しかし、プロジェクトの工程毎に発生する全てのコストを正確に見積もることは困難であり、受注時における積 

   算誤りや品質管理及び工程管理に問題が生じた場合は、開発要員の追加投入が必要となり、原価率が上昇して採算 

   性が低下する可能性があります。 

  

    ⑤納品遅延による損害賠償について 

     当社は、顧客との間で予め定めた期日迄に作業を完了・納品できなかった場合には損害遅延金が、 終的に作業 

   完了・納品できなかった場合には損害賠償責任が発生することとなり、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があ 

   ります。 

  

    ⑥納品後の不具合について 

     システム開発においては、顧客への納品時に様々なテストが行われますが、システムの運用段階になってから不 

   具合等が発見される場合があります。 

     当社は、「JIS Q 9001:2000/ISO 9001:2000品質マネージメント・システム」の認証を取得し、顧客に提供するサ

   ービスの品質向上に取組んでおり、これ迄にシステムの不具合に関して顧客から訴訟等の重大な影響を与える損害 

  賠償等を請求されたことはありません。 

   しかし、請負契約では、システム開発を請負った企業の過失によるシステムの不具合に起因して顧客に損害を与 

   えた場合は、顧客に対して損害賠償責任を負う可能性があり、又、当社の過失によりシステムの不具合が顧客に損 

   害を与えた場合は、損害賠償請求負担及び信用の失墜により、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

  ⑦情報管理について 

   高度情報化社会の進展と、平成17年４月１日に個人情報保護法が施行されたことに伴い、個人情報の保護は極め 

  て重要な問題となっております。 

     当社は、事業活動を通じて取得した個人情報及び当社の役員・社員等に関する個人情報を保有しておりますが、 

  本書提出日現在、当社は過去5,000件以上の個人情報を用いて事業を行ったことがない為に、個人情報取扱事業者 

  には該当しません。 

    しかし、開発業務受託先の社内システム開発や新製品開発を行う為に、顧客の機密情報や個人情報に触れる事業 

   環境にありますので、顧客の安全性・信頼性に重点を置いた政策を採っております。 

     当社は、「JIS Q 9001:2000/ISO 9001:2000品質マネージメント・システム」、「JIS Q 27001:2006/ISO/IEC 

  27001:2005情報システムマネージメント・システム」、及び「JIS Q 15001:プライバシー・マーク」に準拠した 

  マニュアルを整備し、その運用を徹底させることにより、品質重視の開発のみならず、顧客の内部情報並びに個人 

  情報を含めた情報セキュリティー対策等情報管理に細心の注意を払うと共に、万全を期した体制を講じておりま 

  す。 

   特に、当社の義務違反により機密情報が漏洩し、顧客に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任が生じ 

  ますので、機密保持については、当社社員は勿論のこと当社の外注先並びに外注先の要員に対しても厳しく指導し 

   ております。 

     当社社員には、入社時の「労働契約書」で機密保持を誓約させると共に、入社後も定期的に教育を実施しており 
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   ます。又、外注先に対しては、機密保持条項を明記した「基本契約書」を取交わすと共に、外注先の要員に対して 

  は、個別の業務への参画時に機密保持義務の内容を周知徹底のうえ、遵守するよう指導しております。 

    しかし、不測の事態により、顧客の機密情報や個人情報の漏洩に類する事態が生じた場合は、当社の信用失墜に 

   よる売上の減少、又は損害賠償による費用発生等の可能性も考えられ、その場合には、当社の業績に影響を及ぼす 

   可能性があります。 

  

    ⑧知的財産権について  

   ・ソフトウェア・ライセンスについて 

   当社は、情報サービス事業を主たる事業内容としている企業として、開発環境・管理業務等において利用する他 

    社製のコンピュータ・ソフトウェアの著作権に関しましては、ソフトウェアの適正な利用を実現することを目的 

   として、「ソフトウェア管理規則」を制定しております。 

   又、ソフトウェア・ライセンスの管理は勿論、パソコン及びサーバにおいても厳格なソフトウェア管理を行う 

   他、ソフトウェア・ライセンスの所有及びコンピュータにおけるインストール状況について、定期的な実態調査 

    を行うと共に、経営陣及び社員における著作権の認識を高める為に、社内研修会を開催する等、違反の防止に努 

    めて参ります。 

   当社は、これ迄のところ、知的財産権の侵害等による損害賠償、差止請求等を受けた事実はありませんが、将 

    来、当社が知的財産を巡る紛争等に巻き込まれないという保証はなく、顧客又は第三者より損害賠償請求及び使 

    用差止め等の訴えを起された場合、或いは特許権実施に関する対価の支払が発生した場合には、当社の業績や財 

    務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

   ・特許権について 

   当社は、本書提出時点においては、特許を取得しておりませんが、今後は、当社の事業分野において特許権の成 

    立の可能性がある独自技術については、特許の取得を前向きに考えており、既に実用新案をを含め10件出願して 

   おります。 

   又、当社は、第三者の知的財産権を侵害する事態を可能な限り回避するべく特許事務所にて適時確認をする等の 

    善の努力をして参ります。 

   しかし、当社が事業の展開を進めている分野において既に成立している特許権の全てを検証し、更に将来どのよ 

    うな特許権その他知的財産権が成立するかを正確に把握することは困難であります。 

   この為、当社の事業において、現在、又は将来利用する技術と抵触する特許権等の知的財産権を第三者が既に取 

    得している可能性も否定できず、万一そのような場合には、当該知的財産権侵害に関する提訴を受け、当社に損 

    害賠償義務が発生する等して、当社の事業展開及び業績に影響が生じる可能性があります。 

  

    ⑨浦和独身寮に係る時価評価、減損会計対応について 

      当社は、福利厚生施設について、「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適

   用指針」（企業会計基準適用方針第六号）に基づき、グルーピングの方法、減損の兆候の把握、減損損失計上の判 

   定について検討した結果、減損損失を計上しておりません。 

     平成21年３月期末において、浦和独身寮に係る土地の貸借対照表計上額は371百万円、同じく建物は153百万円で 

   あり、平成20年度の路線価、或いは固定資産税評価額等を時価と見なして比較した場合、含み損（土地及び建物の 

   合計360百万円）が発生しております。 

     今後、同施設の属する資産グループの収益性が悪化したり、同施設を売却した場合、或いは売却することを決定 

   した場合には、当社の財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

    ⑩情報システムのトラブルについて 

     当社は、事業の特性から多数のコンピュータ機器を利用しており、開発データ等のバック・アップ体制を堅持 

   する為に、ネットワークを利用したサーバでの保管、外部記憶装置への定期的な保存、主要な設備への無停電電 

   源装置の取付け等により、データ保存機能を充実させると共に、セキュリティの高度化や社員教育を通じて、情 

   報システムとデータの保守・管理に万全を尽くしております 

     しかし、ソフトウェア及びハードウェアの不具合によるデータ破壊、コンピュータ・ウィルスによる情報シス 

   テムの停止、大規模な災害・停電又は回線の障害等による影響等、完全に予防又は軽減できる保証はありません。 

     従いまして、万一これらの事故が発生した場合は、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

  

    ⑪有能な人材の確保・育成について 

     当社が属する情報サービス産業においては、国内外の競合各社との厳しい競争に直面しております。 

     そのような環境の中、当社は人材こそが他社との差別化戦略のキーであると位置付け、有能な技術者、業務ノウ 

  ハウの保有者、管理者等の確保・育成に努めております。 

     しかし、そうした人材の確保・育成が計画通りいかない場合、当社が優位性を持つ案件に対応し得る十分な体制 

   を確保できない等、当社の財政状態、及び経営成績等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、当社及び関連会社１社より構成されております。 

 当社が顧客に技術・サービス、並びにソリューションを提供する際、主に開発、試験、運用等の工程において当社の

みでは不足する開発パワーの一部を「委託契約」により、国内の外注先企業、海外の外注先企業、及び海外の外注先企

業の日本法人から技術・サービスの提供を受けております。 

 当社の関連会社には、受託ソフトウェア開発を主な事業とする(株)電脳企画があります。 

 当社は、主に組込み市場向けの受託ソフトウェア開発の一部を(株)電脳企画に委託しております。 

 尚、上記関連会社の損益等から見て、重要性がない為、持分法を適用した場合の、投資の金額及び投資損益の金額は

記載しておりません。 

 当社と関連会社との関係は、次の通りであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 情報サービス産業では、民間企業における業務改革や投資対効果への意識の高まりを背景に、提案型の情報サービ

スが市場評価され、本格化してきております。 

 一方、当社をはじめとする情報サービス企業においては、目覚ましい技術革新とシステム開発への厳しい顧客要求

に対応する為、熾烈な企業間競争を繰り広げており、高品質で低価格、高付加価値な技術・サービスを短納期で提供

する体制を構築することが急務となっております。 

 当社は、このような情勢を踏まえ、情報サービス企業として、より高い収益性の実現と成長性の維持という課題解

決に向けて、「人材こそが 重要な経営資源」、「顧客への魅力と満足の提供が基本」との認識に基づき、採用、教

育、環境整備に重点をおいて取組んで参りました。 

 この人的財産を礎にして、安定分野においては売上の維持と利益の拡大化を、成長・将来分野においては戦略投資

による重点技術の強化策と新たな事業モデルの醸成を、そして新規顧客の開拓によって成長を目指しております。 

 当社は、企業の社会的な責務として、次のことに重点を置いて取組んでいく方針であります。 

 ・企業統治の一環として法令の遵守はもとより、社内規則を整備し、かつ管理組織及び内部監査体制の充実により

    経営管理体制の強化に取組みます。 

 ・情報開示に関しては、説明責任を十分に認識し、「会社法」「金融商品取引法」に基づく制度的情報開示はもと

  より自発的情報開示にも重点を置いて、株主や投資家に対して、投資判断に必要な企業情報を提供する広報活動

  に積極的に取組むと共に、正しく理解して頂く為に、開示内容の充実に努めます。 

 ・株主尊重として、経営理念の一つに掲げている通り「株主の利益の追求」を経営戦略の重要な要素として位置付

    けながら、企業価値の増大と安定的な配当の実施を継続し、株主への利益還元に取組みます。 

  

(2）目標とする経営指標 

    当社は諸施策を実施し、下記の数値目標を達成するよう努力して参ります。 

  

 尚、１株当たりの見通しデータは平成21年３月31日現在の1,469,624株（自己株式52,286株を除く）を用いて計算

しております。    

  

(3)中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、中期３か年の基本方針に、「経営効率を高め事業の収益基盤を強化」することを掲げて、コスト削減し

ながらも生産性・品質を高めていくことに取組んで参ります。 

 事業戦略としては、事業基盤の強化・拡大に向け特定顧客への取組みを強化する為に、ビジネス事業では、トー

タル・サービスの一括提案によりエンド・ユーザ開拓に注力します。次に、エンジニアリング事業では、技術・コ

スト競争力を高め顧客に対するプレゼンス向上を推進していきます。更に、ユビキタス事業では、ソリューション

の企画・提案・商品化の強化、に取組みます。 

 組織戦略として、首都圏営業力の強化と地方拠点開発パワーの積極活用を推し進め、スタッフ・管理業務の効率

化と人材強化、更には、内部統制レベルの向上を推進して参ります。  

 財務戦略として、コスト構造改革に取組み、キャッシュ・フローの改善と資金の内部留保に注力します。又、安

定的な株主還元に取組んで参ります。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

①現状の認識について 

 情報サービス産業におきましては、顧客の情報化投資における効率重視の姿勢がますます強くなり、海外オフショ

ア発注の伸展により、サービス価格は引続き下落基調が続き、又、エンド・ユーザ企業、システム・インテグレーシ

ョン企業、及び国内メーカ企業による発注先の選別が厳しいものとなる等、市場環境は一段と厳しさを増しておりま

す。 

 しかし、社会の発展や企業の成長においては、情報通信技術によるインフラの強化・高度化は必要不可欠であるこ

とから、今後も引続き情報化投資は拡大・伸展していくものと考えられます。 

３．経営方針

   平成22年３月期  平成23年３月期  平成24年３月期 

 売上高  7,600百万円  8,000百万円  8,700百万円

 経常利益   200百万円  310百万円  460百万円

 当期純利益  116百万円  179百万円  266百万円

 １株当たり当期純利益  78.93円  121.80円  180.99円

 １株当たり純資産  1,216.91円  1,310.74円  1,453.77円
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②当面の対処すべき課題の内容と対処方針並びに取組み状況 

 当社が重要な経営課題と認識している３項目に関して、中長期的に次のように取組んで参ります。  

・「事業内容及び業務遂行方法の革新」について 

成長領域への選択と集中及び経営資源の再配置を目的として、首都圏の事業基盤を強化し、エンドユーザ志向で一

括請負の拡大を図ると共に、事業別の強みを増強する施策を展開し、成長領域を拡大して参ります。 

・「新技術への対応と有能な人材の確保・育成」について 

市場環境の変化に対応した教育研修を実践する為に、リーダ候補の人材育成と、実践での能力開発と経験の蓄積を

経て、次代を担う人材登用拡大（社内・外）を積極的に展開して参ります。  

・「競合関係の激化への対応」について 

価格競争力を強化する為に、徹底したスリム化、簡素化によるコストダウンを図りながら、システム化と再利用に

よる生産性を向上させ、収益基盤の筋肉質化を図って参ります。 

   

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条の３に規定するコーポレート・ガ

バナンスに関する報告書をご参照下さい。 

  

  (6）その他、会社の経営上重要な事項 

     該当事項はありません。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 220,282 40,507

受取手形 64,175 13,728

売掛金 1,499,983 1,418,414

有価証券 89,955 －

商品及び製品 － 67,381

仕掛品 135,807 191,180

原材料 25,554 －

貯蔵品 3,383 －

原材料及び貯蔵品 － 34,462

前払費用 46,254 44,940

繰延税金資産 156,706 149,939

その他 8,082 7,417

貸倒引当金 △4,223 △3,866

流動資産合計 2,245,962 1,964,104

固定資産   

有形固定資産   

建物 413,194 404,133

減価償却累計額 △203,393 △216,659

建物（純額） 209,800 187,474

工具、器具及び備品 39,156 79,015

減価償却累計額 △19,949 △44,511

工具、器具及び備品（純額） 19,206 34,503

土地 371,169 371,169

リース資産 － 3,588

減価償却累計額 － △538

リース資産（純額） － 3,049

有形固定資産合計 600,176 596,196

無形固定資産   

ソフトウエア 52,032 37,571

その他 3,133 3,111

無形固定資産合計 55,166 40,683

投資その他の資産   

投資有価証券 5,000 596

関係会社株式 10,000 10,000

出資金 100 100

従業員に対する長期貸付金 － 168

長期前払費用 1,286 1,586

繰延税金資産 268,944 243,143
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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) 

敷金及び保証金 150,262 148,662

保険積立金 129,904 109,872

投資その他の資産合計 565,497 514,129

固定資産合計 1,220,840 1,151,009

資産合計 3,466,803 3,115,113

負債の部   

流動負債   

買掛金 407,056 317,229

短期借入金 25,000 －

1年内返済予定の長期借入金 54,000 －

リース債務 － 753

未払金 139,463 97,802

未払費用 38,257 32,400

未払法人税等 129,965 8,155

未払消費税等 26,385 15,045

前受金 19,769 12,544

預り金 36,298 35,821

賞与引当金 297,270 289,500

その他 7,089 7,466

流動負債合計 1,180,556 816,718

固定負債   

リース債務 － 2,448

退職給付引当金 563,942 536,653

役員退職慰労引当金 87,290 54,670

固定負債合計 651,232 593,771

負債合計 1,831,788 1,410,490

純資産の部   

株主資本   

資本金 499,312 499,756

資本剰余金   

資本準備金 204,312 204,756

資本剰余金合計 204,312 204,756

利益剰余金   

利益準備金 39,000 39,000

その他利益剰余金   

別途積立金 657,000 827,000

繰越利益剰余金 249,242 204,721

利益剰余金合計 945,242 1,070,721

自己株式 △14,153 △70,610

株主資本合計 1,634,713 1,704,623
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 301 －

評価・換算差額等合計 301 －

純資産合計 1,635,015 1,704,623

負債純資産合計 3,466,803 3,115,113
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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 8,436,518 8,031,349

売上原価   

製品期首たな卸高 － －

当期製品製造原価 6,643,087 6,458,026

合計 6,643,087 6,458,026

製品期末たな卸高 － 67,381

製品売上原価 6,643,087 6,390,645

売上総利益 1,793,430 1,640,703

販売費及び一般管理費   

役員報酬 94,448 93,316

給与及び賞与 541,825 557,058

賞与引当金繰入額 70,223 69,390

退職給付費用 44,697 18,529

役員退職慰労引当金繰入額 12,510 12,100

法定福利費 69,401 71,447

減価償却費 35,802 40,663

地代家賃 108,031 112,482

旅費及び交通費 45,709 38,324

租税公課 29,210 30,436

貸倒引当金繰入額 187 －

その他 310,358 355,752

販売費及び一般管理費合計 1,362,406 1,399,500

営業利益 431,024 241,203

営業外収益   

受取利息 145 113

有価証券利息 187 39

受取配当金 1,150 －

保険取扱手数料 2,511 2,534

為替差益 915 796

雑収入 1,521 3,407

受取保険金 － 101,513

営業外収益合計 6,431 108,404
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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) 

営業外費用   

支払利息 4,602 841

ファクタリング手数料 8,288 －

売上債権売却損 － 6,022

支払手数料 13,509 －

コミットメントフィー － 2,752

株式交付費 405 154

雑損失 144 924

営業外費用合計 26,950 10,695

経常利益 410,505 338,912

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 356

投資有価証券売却益 1,500 547

特別利益合計 1,500 903

特別損失   

固定資産売却損 69 －

固定資産除却損 － 17,982

投資有価証券売却損 18 －

投資有価証券評価損 － 4,404

保険積立金解約損 1,498 －

特別損失合計 1,587 22,386

税引前当期純利益 410,417 317,429

法人税、住民税及び事業税 202,001 100,395

法人税等追徴額 30,694 －

法人税等調整額 △52,557 32,770

法人税等合計 180,138 133,165

当期純利益 230,279 184,263
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（注）  ※主な内訳は、次の通りであります。 

（原価計算の方法） 

当社の原価計算は、実際個別原価計算であります。 

尚、市場見込生産の製品につきましては、単純総合原価計算を実施しております。 

又、期中は予定賃率を用い、原価差額は期末において仕掛品及び売上原価に配賦しております。 

  

製造原価明細書

    
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 材料費    240,363  3.6  265,605  4.1

Ⅱ 労務費    2,418,403  36.6  2,449,833  37.6

Ⅲ 経費 ※  3,950,507  59.8  3,797,960  58.3

  当期総製造費用    6,609,274  100.0  6,513,399  100.0

  期首仕掛品棚卸高    169,620        135,807      

    合計    6,778,895        6,649,207      

  期末仕掛品棚卸高    135,807        191,180      

  当期製品製造原価    6,643,087        6,458,026      

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 

外注加工費  3,502,266  3,309,479

地代家賃  153,829  181,606

出張旅費  99,336  78,807
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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 498,040 499,312

当期変動額   

新株の発行 1,271 443

当期変動額合計 1,271 443

当期末残高 499,312 499,756

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 203,040 204,312

当期変動額   

新株の発行 1,271 443

当期変動額合計 1,271 443

当期末残高 204,312 204,756

資本剰余金合計   

前期末残高 203,040 204,312

当期変動額   

新株の発行 1,271 443

当期変動額合計 1,271 443

当期末残高 204,312 204,756

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 39,000 39,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 39,000 39,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 507,000 657,000

当期変動額   

別途積立金の積立 150,000 170,000

当期変動額合計 150,000 170,000

当期末残高 657,000 827,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 244,533 249,242

当期変動額   

剰余金の配当 △75,570 △58,783

別途積立金の積立 △150,000 △170,000

当期純利益 230,279 184,263

当期変動額合計 4,708 △44,520
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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 249,242 204,721

利益剰余金合計   

前期末残高 790,533 945,242

当期変動額   

剰余金の配当 △75,570 △58,783

別途積立金の積立 － －

当期純利益 230,279 184,263

当期変動額合計 154,708 125,479

当期末残高 945,242 1,070,721

自己株式   

前期末残高 △11,544 △14,153

当期変動額   

自己株式の取得 △2,609 △56,456

当期変動額合計 △2,609 △56,456

当期末残高 △14,153 △70,610

株主資本合計   

前期末残高 1,480,071 1,634,713

当期変動額   

新株の発行 2,543 886

剰余金の配当 △75,570 △58,783

当期純利益 230,279 184,263

自己株式の取得 △2,609 △56,456

当期変動額合計 154,642 69,909

当期末残高 1,634,713 1,704,623

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △7 301

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 309 △301

当期変動額合計 309 △301

当期末残高 301 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △7 301

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 309 △301

当期変動額合計 309 △301

当期末残高 301 －
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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 1,480,063 1,635,015

当期変動額   

新株の発行 2,543 886

剰余金の配当 △75,570 △58,783

当期純利益 230,279 184,263

自己株式の取得 △2,609 △56,456

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 309 △301

当期変動額合計 154,951 69,608

当期末残高 1,635,015 1,704,623
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 410,417 317,429

減価償却費 35,802 58,604

貸倒引当金の増減額（△は減少） 187 △356

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,246 △7,770

退職給付引当金の増減額（△は減少） 93,489 △27,289

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,510 △32,620

受取利息及び受取配当金 △1,483 △152

受取保険金 － △101,513

支払利息 4,602 841

固定資産売却損益（△は益） 69 －

固定資産除却損 － 17,982

投資有価証券売却益 △1,500 △547

投資有価証券売却損 18 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,404

保険積立金解約損 1,498 －

売上債権の増減額（△は増加） △69,592 132,016

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,358 △128,278

前払費用の増減額（△は増加） 8,207 1,395

仕入債務の増減額（△は減少） △3,501 △89,827

前受金の増減額（△は減少） △43,293 △7,225

未払消費税等の増減額（△は減少） △46,074 △11,187

その他 4,589 △44,346

小計 454,554 81,559

利息及び配当金の受取額 1,491 204

利息の支払額 △4,151 △711

法人税等の支払額 △218,681 △222,824

営業活動によるキャッシュ・フロー 233,212 △141,772

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △35,009 △48,347

無形固定資産の取得による支出 △12,528 △1,975

投資有価証券の売却及び償還による収入 83,500 90,000

関係会社株式の取得による支出 △10,000 －

敷金・保証金の契約による支出 △43,149 △2,441

保険積立金の払戻による収入 － 150,321

その他 △19,272 △28,805

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,459 158,751
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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) 

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） △75,000 △25,000

長期借入金の返済による支出 △157,300 △54,000

株式の発行による収入 2,543 886

配当金の支払額 △75,217 △58,491

自己株式の取得による支出 △2,609 △56,456

その他 △11,608 △3,692

財務活動によるキャッシュ・フロー △319,192 △196,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,439 △179,774

現金及び現金同等物の期首残高 342,721 220,282

現金及び現金同等物の期末残高 220,282 40,507
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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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)子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

 (1)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2）その他有価証券 

①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。 

(2）その他有価証券 

①時価のあるもの 

同左 

  ②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。 

②時価のないもの 

同左 

2．たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

(1）原材料・仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

(1）製品・原材料・貯蔵品 

先入先出法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用しております。

  (2）貯蔵品 

先入先出法による原価法を採用しており

ます。 

(2）仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）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。

この変更による影響はありません。 

 又、従来原材料の評価方法は個別法を採

用しておりましたが、事務手続きの効率化

の為、当期より先入先出法に変更しており

ます。この変更による影響はありません。 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

3．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。 

尚、主要な耐用年数は、次の通りです。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

尚、主要な耐用年数は、次の通りです。 

  ①建物 

８～47年 

①建物 

８～47年 

  ②工具器具備品 

５～15年 

②工具器具備品             

２～15年 

  （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

産については、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。 

この変更によ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。 

この変更によ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。 

尚、自社利用のソフトウェアについては社

内における利用可能期間（５年）に基づい

ております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

   ─ 

  

(3)リース資産  

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法を採用しております。  

  

 尚、所有権移転外ファイナンス・リース

取引の内、リース取引開始日が平成20年３

月31日以前のリース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。  

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。      

  株式交付費 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

5．外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

同左 

6．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える為、回収

不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  ①一般債権 

貸倒実績率によっております。 

  

  ②貸倒懸念債権等特定の債権 

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。 

  

  (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

る為、賞与支給見込額の当期負担額を計上

しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える為、当事業年度

末における退職給付債務の見込額に基づき

計上しております。 

数理計算上の差異は、発生年度に一括して

費用処理しております。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える為、当事業年度

末における退職給付債務の見込額に基づき

計上しております。 

数理計算上の差異は、発生年度に一括して

費用処理しております。 

   尚、当事業年度において退職給付債務の計

算の基礎となる割引率を2.5％から2.0％へ

変更しております。 

 尚、当事業年度において退職給付債務の計

算の基礎となる割引率を2.0％から1.9％へ

変更しております。 

  (4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備える為、役員

退職慰労金規則に基づく期末要支給額を計

上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

7．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。

─  

8．キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲 

手許現金、随時引出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、且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 

9．その他財務諸表作成

の為の基本となる重

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 
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会計処理方法の変更

  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

─ （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。 

 尚、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。  

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響はありません。   

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）  

「未払費用」は、前事業年度は流動負債の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当事業年度末において流動負

債に占める金額的重要性が増加した為、区分掲記しまし

た。 

尚、前事業年度の「未払費用」は、34,544千円でありま

す。 

  

─  

  

  

  

  

  

  

  

 ─ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（キャッシュ・フロー計算書） 

前事業年度において区分掲記しておりました貸付金の回収

による収入（当事業年度899千円）は、重要性がなくなっ

た為、当事業年度より、投資活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他（当事業年度19,272千円）」に含めて表示し

ております。 

（損益計算書）  

前事業年度において、営業外費用の「ファクタリング手数

料」として掲記しておりましたものは、ＥＤＩＮＥＴへの

ＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上する為、

当事業年度より「売上債権売却損」として、掲記しており

ます。同様に、前事業年度において、営業外費用の「支払

手数料」として掲記しておりましたものは、当事業年度よ

り「コミットメントフィー」として、掲記しております。

  

  

 ─ 
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注記事項

（貸借対照表関係）

  

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は、次の通りであります。 

 ─ 

有価証券       29,985千円               

担保付債務は、次の通りであります。   

短期借入金       25,000千円

 

            

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、取引銀

行３行とリボルビング・クレジット・ファシリティ契約

を締結しております。 

この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次

の通りであります。 

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、金融機

関３社とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。 

この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次

の通りであります。 

リボルビング・クレジット・ファ

シリティ極度額の総額 
800,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 800,000千円

コミットメントライン極度額の総

額 
1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、29,939千円であります。 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、29,744千円であります。 

※２．固定資産売却損69千円は、電話加入権の売却による

ものであります。 

※２．固定資産除却損17,982千円は、建物17,342千円、工

具、器具及び備品640千円であります。 

                      アドソル日進（株）(3837)平成21年３月期決算短信（非連結）

- 28 -



前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加1,330株は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の増加911株は、単元未満株式の買取り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 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当の内、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式                        

普通株式（注）１  759,135  1,330    ─  760,465

自己株式                         

普通株式（注）２  3,535  911    ─  4,446

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） 
当事業年度末
残高（千円）前事業年

度末 
当事業年
度増加 

当事業年
度減少 

当事業年
度末 

提出会社 
ストックオプションとし

ての新株予約権 
─ ─ ─ ─ ─ ─ 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月21日 

定時株主総会 
普通株式  49,114 65.00 平成19年３月31日 平成19年６月22日

平成19年11月６日  

取締役会  
普通株式   26,456 35.00 平成19年９月30日 平成19年12月６日

  
（決議） 

株式の種類
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成20年６月19日 

定時株主総会 
普通株式  26,460  利益剰余金 35.00 平成20年３月31日 平成20年６月20日
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当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．平成20年４月１日付けをもって、普通株式１株につき、２株に分割しております。 

   ２．普通株式の発行済株式数の増加980株は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

   ３．普通株式の自己株式の株式数の増加43,000株は、固定価格取引による増加分であります。 

     又、残り394株は、単元未満株式の買取り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 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当の内、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式                        

普通株式（注）２  760,465  761,445  ─  1,521,910

自己株式                         

普通株式（注）３  4,446  47,840  ─  52,286

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） 
当事業年度末
残高（千円）前事業年

度末 
当事業年
度増加 

当事業年
度減少 

当事業年
度末 

提出会社 
ストックオプションとし

ての新株予約権 
─ ─ ─ ─ ─ ─ 

  
（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19日 

定時株主総会 
普通株式  26,460  35.00 平成20年３月31日 平成20年６月20日

平成20年11月５日  

取締役会  
普通株式   32,323  22.00 平成20年９月30日 平成20年12月５日

  
（決議） 

株式の種類
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成21年６月19日 

定時株主総会 
普通株式  32,331  利益剰余金  22.00 平成21年３月31日 平成21年６月22日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金 220,282千円

現金及び現金同等物    220,282千円

現金及び預金        40,507千円

現金及び現金同等物          40,507千円
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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） 

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 

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  

 ①リース資産の内容 

  有形固定資産のプリンタであります。 

 ②リース資産の減価償却の方法 

  重要な会計方針「３.固定資産の減価償却の方法」に

  記載の通りであります。 

  

尚、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リ

ース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっており、その内容は次の通りであります。 

 1.リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

 1.リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

工具器具備品  24,271  20,903  3,367

合計  24,271  20,903  3,367

  
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） 

工具器具備品  7,064  6,390  673

合計  7,064  6,390  673

 2.未経過リース料期末残高相当額  2.未経過リース料期末残高相当額 

１年内      2,788千円

１年超      793千円

合計      3,582千円

１年内         793千円

１年超   -千円

合計         793千円

 3.支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  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      5,658千円

減価償却費相当額      5,371千円

支払利息相当額    160千円

支払リース料         2,262千円

減価償却費相当額         2,147千円

支払利息相当額     49千円

 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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１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  種類

前事業年度
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表
計上額 

（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表
計上額 

（千円） 

差額
（千円） 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 

(1)債券                                    

①国債・地方債等  89,452  89,955  502     ─  ─  ─ 

小計  89,452  89,955  502     ─     ─     ─ 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 

(1)債券             

①国債・地方債等 ─ ─ ─  ─  ─  ─ 

小計  ─  ─  ─  ─  ─  ─ 

 合計  89,452  89,955  502     ─     ─     ─ 

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日） 

売却額        （千円）  83,500  90,000

売却益の合計額    （千円）  1,500  547

売却損の合計額    （千円）  18     ─ 

  

前事業年度
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

(1)関係会社株式            

   関連会社株式  10,000  10,000

(2)その他有価証券            

 非上場株式  5,000  596
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４．その他有価証券の内、満期があるものの今後の償還予定額 

前事業年度（平成20年３月31日） 

当事業年度（平成21年３月31日） 

  

  
１年以内
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

1．債券                        

(1)国債・地方債等  89,955  ─ ─  ─ 

合計  89,955  ─  ─ ─ 

  
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     ─  ─  ─  ─ 

合計     ─  ─  ─  ─ 
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１．採用している退職給付制度の概要 

当社では、「退職給付制度」として、「退職金規則」に基づき「定年退職」「業務上疾病を事由とする退職」及び

「会社都合退職」した場合に、「退職金」を支給しております。 

「自己都合退職」部分については、平成15年３月１日より「確定拠出年金制度」に基づき支給しております。 

又、昭和61年９月１日より「全国情報サービス産業厚生年金基金」に加入しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

（注１)   平成20年３月31日現在、当社は全国情報サービス産業厚生年金基金（複数事業主制度）に加入しており、要拠

出額を退職給付費用として処理しております。 

これに関する詳細は次の通りであります。 

 （1）制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31現在：厚生年金基金から入手した直近の情報） 

   年金資産の額             414,972,369千円 

   年金財政上の給付債務の額       358,004,290千円 

   差引額                56,968,079千円  

 （2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成19年３月分掛金拠出時点） 

                          0.32％ 

 （3）補足説明   

   上記（1）の差引額の主な要因 

     剰余金                     58,044,804千円 

     未償却過去勤務債務残高        1,076,725千円 

     差引額             56,968,079千円  

   尚、上記（2）の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。  

（注２） 成21年３月31日現在、当社は全国情報サービス産業厚生年金基金（複数事業主制度）に加入しており、要拠出

額を退職給付費用として処理しております。 

これに関する詳細は次の通りであります。 

 （1）制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31現在：厚生年金基金から入手した直近の情報） 

   年金資産の額             392,848,769千円 

   年金財政上の給付債務の額       406,325,318千円 

   差引額               △13,476,548千円  

 （2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（平成20年３月分掛金拠出時点） 

                          0.32％ 

 （3）補足説明   

   上記（1）の差引額の主な要因 

     不足金                    △11,811,351千円 

     未償却過去勤務債務残高        1,665,197千円 

     差引額            △13,476,548千円  

   尚、上記（2）の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。  

（デリバティブ取引関係）

  

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） 

当社は、デリバティブ取引を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）

  
前事業年度

（平成20年３月31日）（注1） 
当事業年度 

（平成21年３月31日）（注2） 

退職給付債務      （千円）  563,942  536,653

退職給付引当金     （千円）  563,942  536,653
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３．退職給付費用に関する事項 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

退職給付費用      （千円）  175,614  72,370

(1)勤務費用      （千円）  108,575  121,445

(2)利息費用      （千円）  11,761  11,278

(3)数理計算上の差異の費用処理額 

            （千円） 
 55,277  △55,354

  
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)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2)割引率 2.0％  1.9％ 

(3)数理計算上の差異の処理年数 発生年度に一括償却 同左 

  追加情報 

  

  

  

  

当事業年度より、「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正

（その２）」（企業会計基準第

14号平成19年５月15日）を適用

しております。  

─  
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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） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業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 

  

（ストック・オプション等関係）

  
平成15年度 

ストック・オプション 
平成16年度

ストック・オプション
平成17年度

ストック・オプション 
平成18年度

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 328名 当社従業員 343名 当社従業員 353名 当社従業員 340名 

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数 
普通株式 9,445株 普通株式 9,695株 普通株式 9,955株 普通株式 10,295株  

付与日 平成15年７月１日 平成16年 7月 1日 平成17年 7月 1日 平成18年 7月 1日  

権利確定条件 

付与日以降、権利確

定日迄継続して勤務

していること 

同左 同左 同左 

対象勤務期間 
付与日より権利確定

日迄 
同左 同左 同左 

権利行使期間 

①株式公開日が平成 

 17年６月30日以前 

 である場合 

 ・平成17年７月１ 

 日から平成19年６ 

 月30日迄 

②株式公開日が平成 

 17年７月１日以降 

 である場合 

 ・株式公開日から 

 ２年間（株式公開 

 日を含む。） 

①株式公開日が平成 

 18年６月30日以前 

 である場合 

 ・平成18年７月１ 

 日から平成20年６ 

 月30日迄 

②株式公開日が平成 

 18年７月１日以降 

 である場合 

 ・株式公開日から 

 ２年間（株式公開 

 日を含む。） 

①株式公開日が平成 

 19年６月30日以前 

 である場合 

 ・平成19年７月１ 

 日から平成21年６ 

 月30日迄 

②株式公開日が平成 

 19年７月１日以降 

 である場合 

 ・株式公開日から 

 ２年間（株式公開 

 日を含む。） 

①株式公開日が平成 

 20年６月30日以前 

 である場合 

 ・平成20年７月１ 

 日から平成22年６ 

 月30日迄 

②株式公開日が平成 

 20年７月１日以降 

 である場合 

 ・株式公開日から 

 ２年間（株式公開 

 日を含む。） 

    
平成15年度 
ストック・ 
オプション  

平成16年度
ストック・ 
オプション 

平成17年度
ストック・ 
オプション 

平成18年度 
ストック・ 
オプション 

権利確定前 （株）                        

前事業年度末    ―  ―  9,075  10,110

付与    ―  ―  ―  ―

失効    ―  ―  175  340

権利確定    ―  ―  8,900  ―

未確定残    ―  ―  ―  9,770

権利確定後 （株）                        

前事業年度末    5,350  6,480  ―  ―

権利確定    ―  ―  8,900  ―

権利行使    650  600  80  ―

失効    165  175  165  ―

未行使残    4,535  5,705  8,655  ―
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② 単価情報 

（注）  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為、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して 

     おります。 

  

    
平成15年度 

ストック・オプション
平成16年度

ストック・オプション
平成17年度

ストック・オプション 
平成18年度

ストック・オプション

権利行使価格 （円）  1,608  2,158  2,546  3,288

行使時平均株価 （円）  2,851  2,879  2,550  ―

付与日における公

正な評価単価 
（円）  ―  ―  ―  1,644
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当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．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15年度及び平成16年度のストックオプションの行使期間は、平成21年２月18日までとなっております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業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20年４月１日をもって、普通株式１株につき、２株に分割しております。 

  

  
平成15年度 

ストック・オプション 
平成16年度

ストック・オプション
平成17年度

ストック・オプション 
平成18年度

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 328名 当社従業員 343名 当社従業員 353名 当社従業員 340名 

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数 
普通株式 9,445株 普通株式 9,695株 普通株式 9,955株 普通株式 10,295株  

付与日 平成15年７月１日 平成16年 7月 1日 平成17年 7月 1日 平成18年 7月 1日  

権利確定条件 

付与日以降、権利確

定日迄継続して勤務

していること 

同左 同左 同左 

対象勤務期間 
付与日より権利確定

日迄 
同左 同左 同左 

権利行使期間 

①株式公開日が平成 

 17年６月30日以前 

 である場合 

 ・平成17年７月１ 

 日から平成19年６ 

 月30日迄 

②株式公開日が平成 

 17年７月１日以降 

 である場合 

 ・株式公開日から 

 ２年間（株式公開 

 日を含む。） 

①株式公開日が平成 

 18年６月30日以前 

 である場合 

 ・平成18年７月１ 

 日から平成20年６ 

 月30日迄 

②株式公開日が平成 

 18年７月１日以降 

 である場合 

 ・株式公開日から 

 ２年間（株式公開 

 日を含む。） 

①株式公開日が平成 

 19年６月30日以前 

 である場合 

 ・平成19年７月１ 

 日から平成21年６ 

 月30日迄 

②株式公開日が平成 

 19年７月１日以降 

 である場合 

 ・株式公開日から 

 ２年間（株式公開 

 日を含む。） 

①株式公開日が平成 

 20年６月30日以前 

 である場合 

 ・平成20年７月１ 

 日から平成22年６ 

 月30日迄 

②株式公開日が平成 

 20年７月１日以降 

 である場合 

 ・株式公開日から 

 ２年間（株式公開 

 日を含む。） 

    
平成15年度 
ストック・ 
オプション  

平成16年度
ストック・ 
オプション 

平成17年度
ストック・ 
オプション 

平成18年度 
ストック・ 
オプション 

権利確定前 （株）                        

前事業年度末    ―  ―  ―  9,770

付与    ―  ―  ―  ―

失効    ―  ―  ―  460

権利確定    ―  ―  ―  19,080

未確定残    ―  ―  ―  ―

権利確定後 （株）                        

前事業年度末    4,535  5,705  8,655  ―

権利確定    ―  ―  ―  19,080

権利行使    620  360  ―  ―

失効    8,450  11,050  940  710

未行使残    ―  ―  16,370  18,370
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② 単価情報 

（注）１．平成20年４月１日をもって、普通株式１株につき、２株に分割しております。 

   ２．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為、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して 

     おります。 

  

    
平成15年度 

ストック・オプション
平成16年度

ストック・オプション
平成17年度

ストック・オプション 
平成18年度

ストック・オプション

権利行使価格 （円）  804  1,079  1,273  1,644

行使時平均株価 （円）  1,217  1,242  ―  ―

付与日における公

正な評価単価 
（円）  ―  ―  ―  822
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（税効果会計関係）

  

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産）  

退職給付引当金        225,576千円

賞与引当金        118,908千円

役員退職慰労引当金       34,916千円

未払法定福利費       15,288千円

未払事業税        11,258千円

未払事業所税      2,835千円

貸倒引当金      1,689千円

その他       15,379千円

繰延税金資産合計        425,852千円

（繰延税金資産）  

退職給付引当金         214,661千円

賞与引当金         115,800千円

役員退職慰労引当金          21,868千円

未払法定福利費          12,960千円

未払事業税        2,640千円

未払事業所税      2,986千円

貸倒引当金       1,546千円

その他          20,619千円

繰延税金資産合計       393,082千円

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 

 

200千円

繰延税金負債合計        200千円

繰延税金資産の純額  425,651千円

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 

 

  ─ 千円

繰延税金負債合計  ─ 千円

繰延税金資産の純額   393,082千円

 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳    

  (％)

法定実効税率 

  （調整） 

40.0

交際費等永久に損金に参入されない項目   0.6

住民税均等割等  0.6

法人税等追徴額に係る項目   2.9

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.9

 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳  

  

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異が、法定実効税率の100分の５以下である

為、注記を省力しております。 

  

  

  

  

（持分法損益等）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

関連会社の損益等から見て、重要性がない為、持分法を適

用した場合の、投資の金額及び投資損益の金額は記載して

おりません。 

同左 
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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） 

(1) 役員及び個人主要株主等 

（注）１．上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．執行役員に対する社宅賃貸に関しては、「寮社宅管理規則」を適用して、本人から使用料を徴収して 

     おりません。 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

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

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

す。 

 尚、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

（関連当事者情報）

属性 氏名 住所 

資本金

又は出

資金(千

円) 

事業の内容又

は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

関係内容 
取引の内

容 

取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 役員の兼

任等 

事業上の

関係 

当社の役員

に準ずる者 
田井 史徳 ─ ─

当社の主席執

行役員 
0.2 ─ ─ 

当社より

社宅貸与
2,095 ─ ─

当社の役員

に準ずる者 
三重野 裕彦 ─ ─

当社の上席執

行役員 
0.2 ─ ─ 

当社より

社宅貸与
1,429 ─ ─

当社の役員

に準ずる者 
大垣 健二 ─ ─

当社の上席執

行役員 
0.2 ─ ─ 

当社より

社宅貸与
1,668 ─ ─

当社の役員

に準ずる者 
徳永 昇 ─ ─

当社の執行役

員 
0.5 ─ ─ 

当社より

社宅貸与
1,212 ─ ─

当社の役員

に準ずる者 
加藤 久雄 ─ ─

当社の執行役

員 
─ ─ ─ 

当社より

社宅貸与
1,529 ─ ─

当社の役員

に準ずる者 
桑原 正明 ─ ─

当社の執行役

員 
─ ─ ─ 

当社より

社宅貸与
1,056 ─  ─
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（注）  １株当たり当期純利益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、次の通りであ 

     ります。 

 （注）  平成20年４月１日付けをもって、普通株式１株につき２株に分割しております。 

（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） 

 １株当たり純資産額         2,162.66円 

 １株当たり当期純利益金額       304.65円 

 潜在株式調整後1株当たり 

 当期純利益金額 
      302.98円 

 １株当たり純資産額          1,159.90円 

 １株当たり当期純利益金額       125.41円 

 潜在株式調整後1株当たり 

 当期純利益金額 
           125.13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） 

 １株当たり当期純利益金額            

当期純利益       （千円）  230,279  184,263

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）  230,279  184,263

期中平均株式数     （千株）                      755        1,469

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     （千株） 4 3 

  （うち新株予約権） （4） (3)  

希薄化効果を有しない為、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった

潜在株式の概要 

 当社従業員に付与した 

 新株予約権 

 平成18年７月１日発行 

 10,110株（2,022個） 

 当社従業員に付与した 

 新株予約権 

 平成18年７月１日発行 

 18,370株（3,674個） 

  当社従業員に付与した  

  新株予約権 

  平成17年７月１日発行 

 16,370株（3,274個）  
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(1）役員の異動 

  該当事項はありません。  

(2）その他 

  該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象）

  

  

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．株式分割について 

 平成20年３月４日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

   該当事項はありません。

（1）平成20年４月１日付けをもって普通株式１株につ

き２株に分割しております。 

  

①分割により増加する株式数 

普通株式 760,465株 

  

②分割方法 

平成20年３月31日 終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載又は記録された株主の所有株式数

を、１株につき２株の割合をもって分割してお

ります。 

  

（2）配当起算日 

平成20年４月１日 

尚、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報及び当

該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の

当事業年度における１株当たり情報については、

次の通りとなります。  

  

  

前事業年度 当事業年度 

 １株当たり純資産額 

        979.39円 

 １株当たり純資産額 

            1,081.33円 

 １株当たり当期純利益金額 

        150.35円 

 １株当たり当期純利益金額

       152.32円 

 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 

        148.20円 

 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 

       151.49円 

  
   

（企業結合等）

  該当事項はありません。 

  

５．その他
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