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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 8,901 8.7 390 △1.9 398 1.1 226 △1.3
20年3月期 8,189 △0.3 398 △14.1 394 △12.5 229 △4.6

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 10,502.17 ― 10.9 12.6 4.4
20年3月期 10,668.57 ― 13.4 13.6 4.9

（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 3,225 2,150 66.7 99,595.94
20年3月期 3,107 2,007 64.6 92,963.68

（参考） 自己資本   21年3月期  2,150百万円 20年3月期  2,007百万円

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 100 △0 △77 1,674
20年3月期 229 △0 356 1,651

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間） 配当性向

純資産配当
率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 3,600.00 3,600.00 77 33.7 4.3
21年3月期 ― 0.00 ― 3,228.00 3,228.00 69 30.8 3.4
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 2,200.00 2,200.00 30.2

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

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

4,192 △4.4 122 △20.1 125 △20.0 69 △21.2 3,206.76

通期 8,203 △7.9 280 △28.3 286 △28.2 157 △30.6 7,286.66
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

〔（注） 詳細は、27ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、42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 21,590株 20年3月期 21,590株
② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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）経営成績の分析」をご覧ください。 
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①当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融情勢への影響

や原油価格、原材料価格の高騰等から始まり、平成20年9月に生じたリーマンショック以後、外需の

減速と内需の低迷により、経済環境の悪化が一気に加速、円高や株価下落なども加わり、生産や設備

投資など企業活動が停滞しており、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 情報サービス産業につきましても、経済環境の悪化に伴う業績不振から、設備投資の抑制や凍結、

契約単金の引き下げが一層強まり、更には業務の内製化やシステム開発におけるプロジェクトの凍結

が顕著に見られる一方、これまでの技術者不足から一転し、人余りといった現象が生じております。

また、人材ビジネス市場におきましても、製造業を中心に、人材派遣やアウトソーシングに依存して

いた企業が、内製化とともに雇用調整を進め、派遣契約の打ち切りや派遣会社による派遣労働者の解

雇など、未就労者が続出し社会問題化しております。 

このような環境の下、当社の業績は、下期以降の急速な景気減速による影響から取引先各社での設

備投資計画の凍結や見直し、一部先送り等が続出するなど、厳しい受注環境ではありましたが、新規

顧客獲得に積極的に取り組んだ結果、システムソリューションサービス事業の主力であるＷＥＢイン

テグレーション業務において、intra-mart開発関連の受注が好調であったことや、ＢＰＯサービス事

業においては、本格的に人材ビジネスにおける請負事業に参入するために当期より新設した「アウト

ソーシングサービス部」での、販売サポート等のアウトソーシング業務の受注が増加したことから、

売上高は順調に推移しました。 

 その一方、これまでのシステム技術者の不足感から戦略的に新規学卒者26名を採用したことに加

え、人材育成に対する積極的な投資を行なったことや、取引先各社のコスト抑制対策に伴う契約単金

値下げによるコストパフォーマンスが悪化したことから、売上高は増加したものの利益額は、前年同

期並みとなりました。 

 その結果、当事業年度における売上高は8,901百万円（前年同期比8.7％増）、営業利益390百万円

（前年同期比1.9％減）、経常利益398百万円（前年同期比1.1％増）、当期純利益は226百万円（前年

同期比1.3％減）となりました。 

  

 事業のサービス別営業概況は、次のとおりであります。 

〔システムソリューションサービス事業〕 

取引先各社での設備投資計画の凍結や見直し、当初計画されていた案件の先送り等、厳しい事業環境でありま

したが、新規顧客の獲得とともに小規模案件等も積極的に受注した結果、主力のintra-mart開発によるＷＥＢイ

ンテグレーション業務の売上が増加しました。加えてデータマイニング業務において、要員の増強による受注体

制基盤の強化や技術ノウハウの向上が評価され、同業務の受託案件等の受注が増加した結果、売上も順調に推移

したことにより、売上高は2,366百万円（前年同期比11.4％増）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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〔ＢＰＯサービス事業〕 

主要取引先各社の経費抑制等が一層強まり、労働者派遣業務が伸び悩む中、下期からは内製化や派遣契約の打

ち切り、契約単金の値下げ等が生じ苦戦を強いられる事業環境でありましたが、主要取引先に対するマネジメン

ト力の強化や既存顧客の維持に努めるとともに、当期より本格的に取り組み出したアウトソーシング業務におい

て大型案件であるＢフレッツの販売サポート業務（※）の受注により、売上が増加した結果、売上高は6,534百

万円（前年同期比7.8％増）となりました。 

  サービス別の売上高推移は、次のとおりであります。 

（百万円未満は切り捨て） 

 
  

※ NTT地域会社(東日本・西日本)が提供する光ファイバーによる通信サービスを一般家庭（個人宅、マンション）などに

普及させる「FTTH」(Fiber To The Home)計画を実現するために、アウトソーシングで請負って「販売サービス」の代

行支援を行なう業務のことであります。 

  

②次期の見通し 

世界的な経済危機が深刻化し、企業の収益環境悪化により設備投資計画の凍結・延期など生産調整

の拡大が進み、さらに賃金・雇用調整の影響から家計の支出引き締め意識も高まり、内需が一段と低

迷することが予想されます。 

 当社の事業環境につきましても、取引先における内製化とともに雇用調整が進む中、同業他社との

顧客獲得競争の激化、契約単金の引き下げや契約内容の見直し等、受注環境が一層悪化することが予

想され、より一段と厳しい状況になると見込んでおります。 

 このことから、システムソリューションサービス事業につきましては、システム開発案件の凍結や

縮小、先送りといった状況が多く、契約単金の引き下げなどによるコストパフォーマンスの悪化、更

には、近年の技術者不足から一転した人余りといった状態が予想されます。 

 また、人材ビジネスを主力とするＢＰＯサービス事業への影響は大きく、これまで継続案件が多か

った労働者派遣業務では、当事業年度末をもっての契約終了や次期契約に対する契約単金の引き下げ

の続出、また、順調な伸びを示していたアウトソーシング業務の受注量減少、並びに取引先事情によ

る継続案件の終了や大幅縮小が予想され、収益への影響が懸念されます。 

  

 このような状況から、次期の見通しにつきましては非常に厳しい経営を強いられるものと予想して

おりますが、当社の成長には、当社の事業を支える従業員や派遣スタッフなどの人材確保が重要と認

識しております。このため、平成21年4月には、前年度と同数である26名の新入社員を迎えるととも

に、今後も継続して新入社員の採用活動を実施してまいります。また、これまでの経営課題である新

規派遣登録者確保の体制強化や若手技術者の育成並びにプロジェクトマネジメント力の向上をはかる

ための教育研修費用への先行投資、併せて情報セキュリティ強化に伴うシステム投資を積極的に行な

ってまいります。 

 以上のことから、次期の業績予想につきましては、売上高8,203百万円（前年同期比7.9％減）、営

前事業年度 当事業年度 増減

金額 比率 金額 比率 金額 比率

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

システムソリューションサービス 2,124 25.9 2,366 26.6     242 11.4

ＢＰＯサービス 6,064 74.1 6,534 73.4    470 7.8

合    計 8,189 100.0 8,901 100.0      712 8.7
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業利益280百万円（前年同期比28.3％減）、経常利益286百万円（前年同期比28.2％減）、当期純利

益157百万円（前年同期比30.6％減）を見込んでおります。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末と比較し、132百万円増加し、3,133百万円となりました。これは主に現

預金22百万円、売掛金121百万円の増加及びたな卸資産の減少19百万円等であります。 

固定資産は、前事業年度末と比較し、15百万円減少し、91百万円となりました。これは主に繰延税

金資産の減少10百万円及び投資有価証券の期末時価下落による評価減9百万円、敷金及び保証金の増

加6百万円等であります。 

この結果、総資産は、前事業年度末と比較し、117百万円増加し、3,225百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末と比較し、12百万円増加し、1,048百万円となりました。これは主に未

払金33百万円、賞与引当金18百万円及び未払消費税等10百万円の増加並びに未払法人税等46百万円、

買掛金5百万円の減少等であります。 

固定負債は、前事業年度末と比較し、38百万円減少し、26百万円となりました。これは主に役員退職

慰労引当金25百万円、長期未払金8百万円及び退職給付引当金4百万円の減少であります。 

この結果、負債合計は、前事業年度末と比較し、26百万円減少し、1,074百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前事業年度末と比較し、143百万円増加し、2,150百万円となりました。これは主に

当期純利益226百万円の増加及び配当金の支払77百万円等であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ22百万円

増加し、当事業年度末は1,674百万円となりました。 

    当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は100百万円（前事業年度は229百万円の獲得）となりました。 

収入の主な内訳は、税引前当期純利益398百万円、未払金の増加33百万円、たな卸資産の減少19百万

円、賞与引当金の増加18百万円、未払消費税等の増加10百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権

の増加121百万円、役員退職慰労引当金の減少25百万円、長期未払金の減少8百万円、法人税等の支払

210百万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果使用した資金は119千円（前事業年度は873千円の使用）となりました。 

特筆すべき事項はありません。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は77百万円（前事業年度は356百万円の獲得）となりました。 

これは、配当金の支払いによる減少77百万円であります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）1 各指標は、以下の算式により算出しております。 

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

なお、当社株式は、平成19年3月期においては非上場でありますので、時価ベースの自己資本比率は平成20年3月期よ

り記載しております。 

2  当社は、有利子負債を有していないためキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ   

   ジ・レシオは記載しておりません。        

  

当社は、株主の皆様への利益還元を経営課題の一つとして捉え、企業体質の強化及び今後の事業展開

を勘案しつつ、安定的・継続的な配当を維持し、配当額は配当性向30％を基本に決定することとしてお

ります。 

 当期の配当につきましては、平成20年5月14日の公表数値から変更なく、１株当り3,228円（配当性向

30.8％）といたします。次期の配当につきましては、配当性向30％を基本に決定することとしておりま

す。なお、中間配当は実施いたしません。 

 内部留保資金につきましては、新しい情報技術への開発投資及び人材育成投資並びにＢＰＯサービス

事業における登録センター拠点設置投資等の中長期的な企業価値の増大を図るための先行投資に投入し

ていくこととしております。 

  

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

自己資本比率(%) 54.7 50.6 52.5 64.6 66.7

時価ベースの自己資本比率(%) ─ ─ ─ 83.4 34.1

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(%)

─ ─ ─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍）

─ ─ ─ ─ ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社の事業展開その他に影響を及ぼすリスク等については次のようなものが考えられます。なお、当

社は、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所存

であります。  

  

①親会社グループとの関係について 

イ．親会社グループにおける当社の位置付け及び競合状況について 

株式会社ＤＴＳは、平成13年4月から当社株式の取得により親会社となっておりますが、平成21年3月末現在に

おいて、親会社（株式会社ＤＴＳ）グループは、株式会社ＤＴＳを含む10社で構成されており、情報サービス業

を主体に展開しております。 

 親会社グループにおける情報サービス業を展開する各社は、それぞれ個々の市場基盤や得意分野が異なってお

り、当社は、これまでの商業エリアにおける実績から首都圏を専門とした中堅企業やＮＴＴグループ及びそのエ

ンドユーザー向け中小規模開発案件を担当し、Ｗｅｂアプリケーション開発やデータマイニングソリューショ

ン、基幹系システム開発を展開するとともに、人材派遣サービスの提供も行うなど、自由な事業活動を行ってお

ります。また、当社は、親会社グループが受託した情報サービス事業の一部の委託も受けており、親会社グルー

プ内において当社が行っている人材派遣業務を通じて、当社から株式会社ＤＴＳへ人材派遣の提供を行っており

ます。現時点では、親会社グループとの競合はないものと認識しており、事業運営上の制約等も受けておりませ

ん。 

 親会社からは、今後も当社の事業の独立性を尊重していく方針を示されておりますが、将来的に親会社の経営

方針が変更した場合は、主たる業務において事業競合が発生しないことを保障するものではありません。この場

合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

ロ．親会社グループとの取引関係について（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

親会社グループとの取引は次のとおりであります。 

 ・株式会社ＤＴＳとの取引金額    797,522千円 

 ・日本ＳＥ株式会社との取引金額    4,247千円 

 ・株式会社ＦＡＩＴＥＣとの取引金額  83,916千円 

 ・株式会社ＭＩＲＵＣＡとの取引金額   8,865千円 

なお、取引条件及び支払条件の決定方法は、国内の同業他社取引先と同様の条件を基本方針として決定してお

ります。また、親会社から事業運営上の制約等は受けておりませんが、将来的に親会社の事業運営上及び取引条

件等に関する方針が変更された場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。  

ハ．親会社グループとの人的関係について 

当社取締役5名、監査役3名のうち、当社は社外の客観的見地から経営に関する助言を得ること及び取締役会機

能の充実等を目的として、親会社である株式会社ＤＴＳから非常勤取締役2名及び非常勤監査役1名を受け入れて

おります。 

 なお、株式会社ＤＴＳから受入れている取締役2名及び監査役1名の親会社での役職等は次のとおりです。 

 
※上記以外の親会社グループにおける役員兼任や従業員等の出向者の受入れ等は行なっておりません。 

  

(4) 事業等のリスク

役職 氏名 親会社での役職（平成20年4月1日現在）

非常勤取締役 伊東辰巳 ㈱DTS取締役執行役員産業システム事業本部長

非常勤取締役 村井一之 ㈱DTS取締役執行役員営業本部長

非常勤監査役 川田哲三 ㈱DTS常勤監査役
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②ＮＴＴグループとの関係について 

イ．ＮＴＴグループとの取引について 

当社の主要取引先であるＮＴＴグループへの当事業年度における売上高比率は76.1％（6,773百万円）を占め

ております。ＮＴＴグループは、その事業の規模が大きく、通信以外の分野にも多角的に事業の展開を行なって

おり、当社におけるＮＴＴグループのマーケットは今後も拡大すると認識しておりますが、万一、ＮＴＴグルー

プ各社が一斉に何らかの事情により各分野での事業を縮小したり、当社との取引額を削減した場合には、当社の

事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

ロ．ＮＴＴグループからの社員受入れ及び退職者ＯＢの活用について 

当社は、ＮＴＴグループに対する事業の推進を図るにあたり、ＮＴＴグループから早期退職者を社員として受

入れております。平成21年3月末日現在、常勤取締役2名、執行役員2名、部長職4名、マネージャー職1名の合計9

名を受入れております。 

  また、ＢＰＯサービス事業でのコールセンター業務等の体制基盤を強化するにあたり、ＮＴＴ独自の端末機

操作や商品内容における知識やノウハウを得るために、契約社員並びに派遣スタッフとしてＮＴＴグループ退職

者ＯＢの採用を行なっておりますが、今後の採用に際して、ＮＴＴグループ退職者ＯＢの確保が困難になった場

合は、当社が提供するサービスの低下が予測され、業績等へも影響を及ぼす可能性があります。 

ハ．ＮＴＴ製品における特約店契約について 

当社は、平成14年11月より株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートと同社が著作権を有するソフ

トウェア（※）を第三者に再使用することを許可する「特約店契約」を締結しております。当社のシステムソリ

ューションサービス事業におけるＷｅｂインテグレーション業務は、同社が提供するソフトウェアによる開発を

主体としており、今後も同社との契約は継続していく方針でありますが、何らかの事情により、「特約店契約」

の解除等に至った場合は、これまでの販売・開発実績における顧客基盤を失う可能性があり、当製品に係る開発

ノウハウも活かせなくなることから、事業運営への支障や業績に対し、影響を及ぼす可能性があります。  

 ※ 統合基盤系Ｗｅｂアプリケーション「intra-mart」のことであります 

  

③法的規制について 

当社が行う事業には、労働者派遣法及び職業安定法の他、労働基準法、労働者災害補償保険法、健康

保険法、厚生年金保険法その他の関係法令等と密接な関係があります。当社は、法令遵守を事業推進に

おける 重要課題としておりますが、今後、労働市場を取り巻く社会情勢の変化などに伴って、改正な

いし解釈の変更などが実施される場合、その内容によっては、当社が行う事業に対し重大な影響を及ぼ

す可能性があります。  

イ．労働者派遣事業について 

当社の主力事業の一つであるＢＰＯサービス事業の人材派遣業務を行うにあたり、一般労働者派遣事業者とし

て、厚生労働大臣の許可を受けております。労働者派遣法は、労働者派遣事業の適正な運営を確保するために派

遣事業主が派遣元責任者として満たすべき許可要件を定めておりますが、事業主が一定の欠格事項（※労働者派

遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の第6条）に該当したり、法令に違

反したりする場合には、業務の停止を命じられたり、場合によっては一般労働者派遣事業の許可を取消される場

合があります。 

 当社は、法令を遵守した事業活動を行っており、現時点において労働者派遣法に抵触するような事項はないと

認識しておりますが、今後、何らかの理由により許可の取消し等の事態が発生した場合には、人材派遣業務が行

えなくなり、当社の事業活動に大きな支障をきたすとともに、業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 
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また、平成11年12月の「労働者派遣法」の抜本的改正により「対象業務の原則自由化」や平成16年3月改正に

よる「派遣期間制限の緩和」、「製造業の生産工程への派遣解禁」などにより、人材関連ビジネスにおける新規

参入業者が増加するなど、競争が激化することが予想されます。当社がこのような競争に適切な対応力を発揮し

得ない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 ※欠格事項の主な内容は次のとおりであります。 

・禁錮以上の刑、又は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算 

  して5年を経過しない者  

・健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法等に関する法律若しくは 

  雇用保険法の一定の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ  

  た日から起算して5年を経過しない者  

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない者 

・一般労働者派遣事業の許可を取り消され、取消の日から起算して５年を経過しない者等 

 以上の内容に該当する者等は、一般労働者派遣事業の許可を受けることはできない。 

ロ．一般労働者派遣事業許可の有効期限について 

当社は、前述の法令等に基づき、厚生労働大臣より一般労働者派遣事業の許可を得ております。一般労働者派

遣事業の許可の有効期間は、許可の日から起算して3年となっており、許可の有効期間満了後引き続き許可に係

る一般労働者派遣事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければなりません。更新を受けた場

合は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年となっております。当社は平成4年に許可を

得ており、現在更新している許可の有効期限は、平成25年5月31日でありますが、何らかの事由により取り消し

や更新ができなくなった場合には、労働者派遣事業が行えない等、当社の事業活動に重大な支障を来たす可能性

があり、業績に大きな影響を与える可能性があります。 

ハ．社会保険について 

社会保険における保険料率について、平成16年年金制度改革により、標準報酬月額に対する厚生年金保険料会

社負担分が現在の1,000分の76.75から、平成29年まで毎年1,000分の1.77ずつ引き上げられ、平成29年以降は

1,000分の91.5まで上昇します。今後も社会情勢の変化によっては、社会保険制度の改正が考えられ、保険料率

や被保険者の範囲などに変更がある場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

  

④個人情報の管理について 

当社は、情報サービス事業者として、業務上、個人情報を伴う顧客データを数多く取り扱います。さ

らには、人材派遣業務等の人材関連事業も行っていることから、多数の派遣スタッフ（派遣登録者）の

個人情報を有しております。そのため当社では、企業の果たすべき責任として、その適正管理の重要性

を強く認識し、「個人情報に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項JIS Q5001」及び「個人

情報保護に関する法令、規範」に基づき、個人情報保護方針（平成18年10月1日改訂）を策定し、平成

17年3月に財団法人日本情報処理開発協会から「プライバシー・マーク」付与の認定を受け、定期的に

従業員・派遣スタッフ及び協力会社社員に対して研修会を実施するなど、技術面及び組織面における合

理的な予防・是正措置を講じております。 
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また、個人情報保護推進委員会が、個人情報を取扱う各部門に対して、定期的に教育・指導を行い、

必要な対応策を実施し、内部監査により、随時管理状況をチェック・監査しております。  

 現時点において、当社から情報漏洩が発生した事実はありませんが、将来において万が一にも個人情

報の漏洩が発生した場合は、当社への損害賠償請求や、社会的信用の失墜等により、当社の事業運営に

大きな支障をきたすとともに、業績及び財務状況に大きな影響を与える可能性があります。 

  

⑤経済産業省ＳＩ（システムインテグレータ）登録制度について 

当社が行うシステムソリューションサービス事業において、経済産業省ＳＩ（システムインテグレー

タ）登録制度（※1）へ登録しております。同事業を展開するにあたり、メーカーやユーザー系会社及

びＮＴＴグループ等からは、取引を行なう際の指定業者の条件として、同登録制度へ登録されているこ

とを求められる機会が増加しております。登録においては、経済産業省が示す一定の条件（※2）を満

たす必要がありますが、売上高・自己資本比率・経常利益率等の経理的基礎や技術能力及びシステムイ

ンテグレーションの条件（※3）としての可否等を満たせず、登録を外れた場合は、指定業者としての

受注活動が出来なくなり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

※1 システムインテグレーションを適格に遂行できる経理的基礎、技術的能力、システムインテグレーションサービスの実績を 

    備えている企業を「情報サービス企業台帳」に登録する制度。  

※2 経済産業省ＳＩ（システムインテグレータ）登録制度における審査には次のようなシステムインテグレータとしての要件を 

    備えていることが重視されます。また、登録企業であっても、登録要件に合致しなくなったと認められるものがあれば、 

    登録期間中（2年間による更新申請）でも、登録を取り消される場合があります。 

※3 システムインテグレータの条件は下記のとおりであります。 

 
  

⑥従業員の確保と定着について 

これまでのＩＴ業界における技術者不足は、当社の事業拡大においても重要な課題でしたが、昨年か

らの金融不況の影響に伴う、各社の業績不振から、業界内では技術者の人余りといった現象が生じてお

ります。当社におきましても、一昨年までは、受託開発の規模を増やすために、ＩＴ技術者の新卒採用

及び中途採用による要員の確保を積極的に実施、同業他社との技術者の獲得競争も激化しておりました

が、取引先におけるシステム開発投資の凍結や抑制、先送りの影響により、受注規模以上の要員体制が

生じることも予想され、当社の業績に影響を及ぼす恐れがあります。 

また、競争優位な地位を確立していく上で、社内における技術者教育環境の整備や従業員が働き甲斐

を持てる人事制度の充実を図り、入社の経歴や年功序列に固執せず、優秀な社員は積極的に役職者とし

て任命し、能力や業績に応じた給与への反映等、従業員のモチベーション向上に努めております。しか

し、将来的な人材の流失の可能性は否定できず、継続的に必要な人材を確保できる保証はありません。

さらに、当社の人材が通常の幅を超えて流失した場合には、当社が提供しているサービスの品質が低下

する可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす恐れがあります。 

  

条 件 内        容

技術的知識 ハードウェア、OS、アプリケーション、通信、さらにはユーザーの業務内容など広範囲な分野にわたる

技術的知識が必要。

各種管理能力等 一般的に、システムの構築期間が長く、かつ、システム規模が大きいことから、この間のプログラム管

理能力、リスク管理能力、資金調達能力が必要。

企業体力 システム納入後に発生する多額のメンテナンス費用に耐え、円滑なメンテナンスの遂行を行える企業体

力が必要。
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⑦人材派遣スタッフの確保について 

わが国の若年人口は、出生率の低下および少子化に伴い昭和60年代から減少し続けており、この傾向

は今後も続くものと予測されております。当社が行うＢＰＯサービス事業は、人材派遣業務が主体であ

り、その派遣スタッフの大半は20代の若年層が占めていることから、若年層の減少は、当社が必要とす

る人材の確保を困難にし、その結果、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社は、

派遣スタッフの確保を推進するために、求人誌や新聞の折り込チラシ、インターネット等を活用し、幅

広い求人活動を実施しておりますが、派遣スタッフ獲得に向けた募集経費の増大や派遣スタッフ賃金の

上昇等に対し、サービス価格への転化や業務効率などの自社努力でも吸収できない場合は、当社の業績

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑧人材派遣における料金の変動について 

当社が行うＢＰＯサービス事業における人材派遣業務の派遣料金は、派遣先企業に月単位で派遣料金

を請求・売上計上しており、派遣スタッフに支払う給与及び社会保険等の費用を売上原価に計上してお

ります。当社は適正水準による給与支払と適正価格による請求に努め、派遣スタッフへの給与支払水準

の引き上げの際には請求料金についても値上げすべく、派遣先企業との交渉に取り組んでおります。し

かしながら、人材派遣業務における企業間競争の激化により、派遣先企業において適正価格の水準を大

きく下回る変更があった場合には、請求料金と支払給与の比率が変動し、当社の業績に影響を与える可

能性があります。  

  

⑨ソフトウェア開発のプロジェクト管理について 

システムのオープン化によるプロジェクトの小規模化や短納期化に伴い、プロジェクト管理及び品質

管理の重要性が今まで以上に高まっております。当社におきましては、一定額以上の一括案件について

の受注可否を審議することを目的に受注判定会議を設け、不採算案件発生の抑制をしております。現状

では、当社の業績に大きな影響を与える恐れのある不採算案件はありませんが、これらの対策を講じて

いるにもかかわらず、不測の事態が発生した場合、採算の悪化するプロジェクトが発生する可能性があ

り、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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当社は，ＮＴＴグループ及び中堅企業をコアターゲットとしてシステムソリューションサービス事業や

ＢＰＯサービス事業の提供を行っております。 

それぞれの事業内容は、以下のとおりであります。 

  

(1)システムソリューションサービス事業 

①Ｗｅｂインテグレーション 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートが提供するＷｅｂアプリケーション「intra-

mart」（※2）を開発基盤として用いたシステムンテグレーションのサービスを行っております。 

②データマイニングソリューション 

データマイニング（※3）を利用し、マーケットに関する情報を採取し、販売予測や販売の分析、コ

ストや品質管理に関る原因の分析を主体に、プログラミング・統計解析・分析のサービスを行っており

ます。 

③基幹系システムソリューション 

永年培ってきた大型コンピュータによるホスト系開発やクライアントサーバーシステムによる開発、

近ではＥＲＰパッケージ（※4）を導入したシステム開発により、企業の根幹を担う人事・給与や会

計、販売管理といった基幹システムの開発を主体としたシステムインテグレーションのサービスを行っ

ております。 

  

(2)ＢＰＯサービス事業 

①コールセンターサービス 

商品販売等のセールスを中心とするアウトバウンドサービス（※5）や商品・料金等の問合せに応対

するインバウンドサービス（※6）を提供しております。コールセンター業務には、スタッフのみを派

遣する人材派遣サービス型とマネジメントから全てを請負うアウトソーシングサービス型の二つの業務

があります。 

②ＩＴサポート＆サービス 

ＩＴエンジニアの派遣からトラブルシューティング等のヘルプデスク、データ加工におけるデータエ

ントリーサービス、ネットワーク監視・保守サービスといった企業のＩＴインフラに関る広範囲なサー

ビスの提供を行っております。 

③オフィスサポート＆サービス 

オフィス業務のサポートに向けた事務用機器操作業務や受付等の人材派遣サービスから、事務作業を

一括して代行する共通事務請負サービス、企業の販売促進をサポートする営業支援サービス、また封入

封緘業務の請負や有料職業紹介サービス等の業務を提供しております。 

  

※1 ＢＰＯ：Business Process Outsourcingの略。企業が人事や管理業務、ロジスティクスなど、中核 

    ビジネス以外の業務を専門業者に委託するしくみ。 

※2 intra-mart：株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートが開発したシステム構築基盤を実現 

    するＷｅｂアプリケーションであり、平成21年3月末現在において国内外2000社を超える導入実績に達し 

    ている。（同社発表） 

    当社は、平成14年11月から同社との販売ならびに製品開発に関する特約店契約を締結。 

2. 企業集団の状況
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※3 データマイニング：大量のデータを加工・探索し、仮説を導き出し、場合によっては、予測モデルを構 

    築する一連のプロセスの総称。 

※4 ＥＲＰパッケージ：Enterprise Resource Planning packageの略。企業の経営資源を有効に活用し経営 

    を効率化するために、基幹業務を部門ごとではなく統合的に管理するためのソフトウェアパッケージ。  

※5 アウトバウンドサービス：見込顧客に対し、電話をかけてセールスを行う業務。 

※6 インバウンドサービス：見込顧客または顧客（利用者）から電話による問合せ等に応対する業務。 

  

当社の事業系統図は以下のとおりであります。 
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当社は、３つの「ファースト」を基本理念に、基本方針を定めております。 

【基本理念】 

①Ｃｌｉａｎｔ Ｆｉｒｓｔ（クライアント・ファースト） 

  「お客様の立場で問題を考え、お客様の利益のために 大限の努力をする」 

②Ｑｕａｌｉｔｙ Ｆｉｒｓｔ（クオリティー・ファースト） 

  「お客様の信頼を得るにふさわしい『高品質』を追求する」 

③Ｏｂｊｅｃｔ Ｆｉｒｓｔ（オブジェクト・ファースト） 

  「目的を捉え、柔軟な発想で問題解決にチャレンジする」 

【基本方針】 

①先端技術を活かしたコアビジネスの確立 

 ②競争と協調により事業の拡大を目指す 

 ③全員参加で公明正大な会社創り 

  

当社は、安定的な増収・増益を経営の基本目標としております。 

更に、株主価値重視の観点から、ＲＯＥ（株主資本利益率）の向上と営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを意識し、健全な経営状態を継続してまいります。 

  

現状におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界規模の金融危機、同時不

況から早期脱却に向けて雇用の創出、消費刺激策といった抜本的景気対策の実施に向け、行政と産業界

が一体となって、取り組んでいくなど方向性が示されておりますが、将来に向けた改善策になるかどう

かなど、当面は、景気回復に対する不安など、懸念されます。 

 このような状況下において、当社は、景気や業界動向に左右されない、時代の変化に対応した新たな

るビジネス領域を模索し、独自のビジネスモデルの構築に向け、果敢に挑戦していくとともに、人材

（人財）も会社も成長出来るよう取組んでまいります。 

  

当社が提供する情報サービス業ならびに人材ビジネス業は、いずれも人材を主力とする事業でありま

す。米国サブプライムローン問題に端を発した世界規模の金融危機、同時不況以降、景気低迷による企

業の設備投資等に対する抑制や凍結、契約単金の見直しなど、当社が属する産業においても非常に厳し

い状況が続いており、労働環境も人余り状態になるなど、その状況は前事業年度とは一変しておりま

す。 

 このような状況下で当社の対処すべき課題は、前事業年度からのコアビジネスの維持と強化であると

認識しております。 

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

(4) 会社の対処すべき課題
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  そのための課題に対する取り組み施策は、次の通りであります。 

①システムソリューションサービス事業  

・社員の教育を徹底し、業務ノウハウや技術ノウハウの向上に努め、お客様とのコミュニケーションを円滑に

   はかっていくことにより、お客様に対するサービスの向上をはかっていきます。 

②ＢＰＯサービス事業 

・派遣スタッフの維持並びに顧客との信頼関係強化をはかり、営業マンのマネジメント力を一層強化しお客様

  や派遣スタッフのフォローを徹底していきます。 

  

当社の内部管理体制の整備・運用状況の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所へ

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しており、「内部管理体制の整備・運用状況」は

同証券取引所のホームページに開示されております。 

当該資料は、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.datalinks.co.jp/ 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（JASDAQインターネット開示システム）） 

  http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

該当事項はありません。 

  

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

(6) その他、会社の経営上重要な事項
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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 1,651,427 1,674,307 

売掛金 ※1 1,196,149 ※1 1,317,767 

仕掛品 28,546 8,094 

貯蔵品 852 1,483 

前払費用 7,972 11,276 

立替金 569 242 

未収入金 6,950 9,312 

繰延税金資産 112,818 117,217 

その他 2,662 1,380 

貸倒引当金 △6,984 △7,697 

流動資産合計 3,000,965 3,133,386 

固定資産 

有形固定資産 

建物 13,565 13,565 

減価償却累計額 △8,281 △9,216 

建物（純額） 5,283 4,348 

工具、器具及び備品 23,567 21,490 

減価償却累計額 △19,119 △18,171 

工具、器具及び備品（純額） 4,447 3,319 

有形固定資産合計 9,731 7,668 

無形固定資産 

ソフトウエア 140 － 

電話加入権 2,839 2,839 

無形固定資産合計 2,979 2,839 

投資その他の資産 

投資有価証券 24,930 15,103 

ゴルフ会員権 4,100 4,380 

敷金及び保証金 44,830 51,330 

繰延税金資産 20,401 10,335 

投資その他の資産合計 94,261 81,148 

固定資産合計 106,972 91,656 

資産合計 3,107,937 3,225,043 
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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 192,948 187,388 

未払金 467,338 500,475 

未払費用 24,604 27,181 

未払消費税等 62,797 73,311 

未払事業所税 13,267 13,353 

未払法人税等 133,232 86,280 

前受金 2,879 1,817 

預り金 17,212 19,282 

賞与引当金 113,937 132,090 

役員賞与引当金 8,000 7,000 

その他 － 405 

流動負債合計 1,036,218 1,048,585 

固定負債 

長期未払金 17,503 9,021 

退職給付引当金 4,089 － 

役員退職慰労引当金 43,040 17,160 

固定負債合計 64,633 26,181 

負債合計 1,100,852 1,074,767 

純資産の部 

株主資本 

資本金 309,024 309,024 

資本剰余金 

資本準備金 209,024 209,024 

資本剰余金合計 209,024 209,024 

利益剰余金 

利益準備金 25,000 25,000 

その他利益剰余金 

別途積立金 1,060,500 1,210,500 

繰越利益剰余金 393,664 392,682 

利益剰余金合計 1,479,164 1,628,182 

株主資本合計 1,997,212 2,146,230 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 9,873 4,046 

評価・換算差額等合計 9,873 4,046 

純資産合計 2,007,085 2,150,276 

負債純資産合計 3,107,937 3,225,043 
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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 

サービス売上高 8,127,135 8,866,984 

商品売上高 62,057 34,938 

売上高合計 ※1 8,189,192 ※1 8,901,922 

売上原価 

サービス売上原価 7,225,051 7,913,395 

商品売上原価 56,468 31,586 

売上原価合計 7,281,519 7,944,981 

売上総利益 907,673 956,941 

販売費及び一般管理費 ※2 509,409 ※2 566,062 

営業利益 398,263 390,879 

営業外収益 

受取利息 1,842 6,051 

有価証券利息 2,976 1,277 

受取配当金 275 275 

受取賃貸料 90 60 

雑収入 49 31 

営業外収益合計 5,232 7,696 

営業外費用 

株式交付費 2,360 － 

株式公開費用 7,000 － 

雑損失 2 2 

営業外費用合計 9,362 2 

経常利益 394,133 398,572 

特別利益 

投資有価証券売却益 4,050 － 

貸倒引当金戻入額 1,093 － 

特別利益合計 5,143 － 

特別損失 

固定資産除却損 ※3 － ※3 137 

ゴルフ会員権評価損 － 60 

特別損失合計 － 197 

税引前当期純利益 399,276 398,375 

法人税、住民税及び事業税 166,055 161,967 

法人税等調整額 3,468 9,666 

法人税等合計 169,523 171,633 

当期純利益 229,753 226,741 
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 ※2 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

  

 
  

サービス売上原価明細書

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 材料費 17,940 0.2 13,339 0.2

Ⅱ 労務費 5,732,891 79.3 6,093,513 77.2

Ⅲ 外注費 1,318,784 18.2 1,607,914 20.4

Ⅳ 経費 ※2 163,092 2.3 178,175 2.2

計 7,232,709 100.0 7,892,942 100.0

  期首仕掛品たな卸高 20,888

 

28,546

合計 7,253,598 7,921,489

  期末仕掛品たな卸高 28,546 8,094

当期サービス売上原価 7,225,051 7,913,395

(脚注) 1 原価計算の方法は、プロジェクト別に個別原価計算を実施しております。

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)

（単位千円）

旅費交通費          9,173

通信費           25,041

賃借料            21,203

地代家賃          46,891

消耗品費          10,917

（単位千円）

旅費交通費       12,591 

通信費                  22,120  

賃借料                  15,718     

地代家賃                50,243    

消耗品費                10,497    

データリンクス㈱（2145）平成21年3月期　決算短信（非連結）

－19－



(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 100,000 309,024 

当期変動額 

新株の発行 209,024 － 

当期変動額合計 209,024 － 

当期末残高 309,024 309,024 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 － 209,024 

当期変動額 

新株の発行 209,024 － 

当期変動額合計 209,024 － 

当期末残高 209,024 209,024 

資本剰余金合計 

前期末残高 － 209,024 

当期変動額 

新株の発行 209,024 － 

当期変動額合計 209,024 － 

当期末残高 209,024 209,024 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 25,000 25,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 25,000 25,000 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 875,500 1,060,500 

当期変動額 

別途積立金の積立 185,000 150,000 

当期変動額合計 185,000 150,000 

当期末残高 1,060,500 1,210,500 

繰越利益剰余金 

前期末残高 395,785 393,664 

当期変動額 

剰余金の配当 △46,875 △77,724 

別途積立金の積立 △185,000 △150,000 

当期純利益 229,753 226,741 

当期変動額合計 △2,121 △982 

当期末残高 393,664 392,682 
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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) 

利益剰余金合計 

前期末残高 1,296,285 1,479,164 

当期変動額 

剰余金の配当 △46,875 △77,724 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益 229,753 226,741 

当期変動額合計 182,878 149,017 

当期末残高 1,479,164 1,628,182 

株主資本合計 

前期末残高 1,396,285 1,997,212 

当期変動額 

新株の発行 418,048 － 

剰余金の配当 △46,875 △77,724 

当期純利益 229,753 226,741 

当期変動額合計 600,926 149,017 

当期末残高 1,997,212 2,146,230 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 14,676 9,873 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,803 △5,827 

当期変動額合計 △4,803 △5,827 

当期末残高 9,873 4,046 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 14,676 9,873 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,803 △5,827 

当期変動額合計 △4,803 △5,827 

当期末残高 9,873 4,046 

純資産合計 

前期末残高 1,410,962 2,007,085 

当期変動額 

新株の発行 418,048 － 

剰余金の配当 △46,875 △77,724 

当期純利益 229,753 226,741 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,803 △5,827 

当期変動額合計 596,123 143,190 

当期末残高 2,007,085 2,150,276 
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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 399,276 398,375 

減価償却費 4,468 2,334 

株式交付費 2,360 － 

株式公開費用 7,000 － 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,089 18,153 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,500 △1,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,712 △4,089 

長期未払金の増減額（△は減少） △10,361 △8,482 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,070 △25,880 

前払費用の増減額（△は増加） △1,718 △3,304 

未収入金の増減額（△は増加） △1,348 △2,361 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,093 713 

受取利息及び受取配当金 △2,117 △6,326 

有価証券利息 △2,976 △1,277 

売上債権の増減額（△は増加） 173,180 △121,617 

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,310 19,820 

仕入債務の増減額（△は減少） △52,090 △5,560 

未払消費税等の増減額（△は減少） △51,062 10,513 

未払金の増減額（△は減少） △94,276 33,637 

前受金の増減額（△は減少） 623 △1,062 

預り金の増減額（△は減少） △6,264 2,069 

未払費用の増減額（△は減少） △3,841 2,577 

立替金の増減額（△は増加） △457 326 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △4,050 － 

その他 5,448 △3,420 

小計 359,337 304,137 

利息及び配当金の受取額 5,043 6,273 

法人税等の支払額 △134,545 △210,092 

営業活動によるキャッシュ・フロー 229,834 100,318 

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 △717 △769 

投資有価証券の取得による支出 △4,929 － 

投資有価証券の売却による収入 5,900 － 

無形固定資産の取得による支出 △136 － 

ゴルフ会員権の取得による支出 － △340 

その他 △990 990 

投資活動によるキャッシュ・フロー △873 △119 

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 415,687 － 

配当金の支払額 △46,875 △77,319 

株式の発行による支出 △12,624 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 356,187 △77,319 

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） 585,148 22,880 

現金及び現金同等物の期首残高 1,066,278 1,651,427 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,651,427 ※ 1,674,307 
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該当事項はありません。 

(5) 継続企業の前提に関する注記
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(6) 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) その他有価証券

・時価のあるもの

期末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。

(1) その他有価証券

・時価のあるもの

   同左

2 たな卸資産の評価基準及び

評価方法

 

  

 

  

(1) 商品

移動平均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を採用してお

ります。

(3) 貯蔵品

  終仕入原価法を採用しておりま

す。

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

 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。 

(1) 商品

 移動平均法 

 

(2) 仕掛品

   個別法 

(3) 貯蔵品

   終仕入原価法 

（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。 

 これによる損益に与える影響はあり

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。

  ただし、平成10年4月1日以降に取

得した建物（建物附属設備は除く）

については定額法を採用しておりま

す。

  また、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物（建物附属設備） 3年～15年

工具、器具及び備品  2年～20年

なお、取得価額が10万円以上20万

円未満の資産については、3年間で

均等償却する方法を採用しておりま

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。 

  ただし、平成10年4月1日以降に

取得した建物（建物附属設備は除

く）については定額法を採用してお

ります。 

  また、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物（建物附属設備） 3年～15年 

工具、器具及び備品  2年～20年 

なお、取得価額が10万円以上20万 

円未満の資産については、3年間で 

均等償却する方法を採用しておりま

す。 （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。  

 この変更に伴う営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響は

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)

（追加情報）
 

平成19年度の法人税法改正に伴い、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。  

 この変更に伴う営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響は

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見込み利用可

能期間(5年)に基づく定額法を採用

しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く） 

    同左

(3) リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額をゼロとする定額法によっておりま

す。 

 

 4 繰延資産の処理方法  株式交付費   ───

支出時に一括費用処理しております。

 （追加情報）  

平成19年4月5日付一般公募による新株

式の発行は、引受証券会社が引受価額

（147,200円）で引受を行い、これを

引受価額と異なる発行価額（160,000

円）で一般投資家に販売する買取引受

契約（以下「スプレッド方式」とい

う。）によっております。  

 スプレッド方式では発行価格と引受

価額との差額が、引受証券会社に対す

る事実上の引受手数料となることから

当社から引受証券会社への引受手数料

の支払いはありません。 

 

 当該新株式発行に際しての発行価格

と引受価額との差額は、33,024千円で

あり、引受証券会社が発行を行い、同

一の発行価額で一般投資家に販売する

買取引受契約（従来方式）によった場

合に比べ、株式交付費の額と資本金及

び資本剰余金合計額は、33,024千円少

なく計上され、経常利益及び税引前当

期純利益は同額多く計上されておりま

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)

 5 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については原則とし

て貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、回収の可

能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金 
    同左

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち、当事業年度

に負担すべき金額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金 
    同左

(3) 役員賞与引当金 (3) 役員賞与引当金

 役員に対して支給する賞与に備

えるため、支給見込額のうち、当事

業年度に負担すべき金額を計上して

おります。

 同左

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

退職給付会計に基づく簡便法によ

り、自己都合の期末要支給額を計上

しております。

────

(5) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金 

    同左 

 

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 キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 手持現金、要求払預金及び取得日

から3ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、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短期的投資か

らなっております。

    同左 

 

8 その他財務諸表作成のため

の重要な事項

  

(1) 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 

 

  

(1) 消費税等の会計処理 

    同左 

 

データリンクス㈱（2145）平成21年3月期　決算短信（非連結）

－26－



 

  

該当事項はありません。 

  

  

 

(7) 重要な会計方針の変更

（会計処理の変更）

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等）
 

───────
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、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、平成20年3月31日以前に契約を行ったリース契
約につきましては、通常の賃貸借処理に準じた方法によ
っております。 
 この結果、当事業年度において新たに当該変更の対象
となるリース取引がありませんでしたので、従来の方法
によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税引前
当期純利益への影響はありません。   

（表示方法の変更）

（追加情報）

前事業年度
(自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

 
 当社は、当事業年度から資本金が1億円超になり外形標
準課税制度が適用となったことに伴い、「法人事業税に
おける外形標準課税部分の損益計算書上の表示について
の実務上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付
加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費
に計上されております。  
 この結果、販売費及び一般管理費が12,132千円増加
し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減
少しております。 

─────
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(8)（財務諸表に関する注記事項）

(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 区分掲記されたもの以外で、関係会社に対する主な

  ものは次とおりであります。

   売掛金            82,271千円

※1 区分掲記されたもの以外で、関係会社に対する主な

  ものは次とおりであります。

   売掛金              77,157千円

(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 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含ま

れております。 

関係会社に対する売上高     810,729千円

 

※1 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含ま

れております。 

関係会社に対する売上高    797,522千円

 

 

※2 販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 119,542千円

役員報酬 74,760千円

法定福利費 25,495千円

賞与引当金繰入額 14,732千円

役員賞与引当繰入額 8,000千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,070千円

退職給付費用 5,657千円

採用関連費 66,542千円

支払手数料 26,708千円

減価償却費 1,357千円

 
 

※2 販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当 173,721千円

役員報酬 53,160千円

法定福利費 30,602千円

賞与引当金繰入額 15,543千円

役員賞与引当繰入額 7,000千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,460千円

退職給付費用 6,031千円

採用関連費 52,540千円

支払手数料 38,438千円

減価償却費 393千円

貸倒引当金繰入額 713千円

 

 

  おおよその割合

販売費 4.1％

一般管理費 95.9％

 
 

  おおよその割合

販売費 4.6％

一般管理費 95.4％

 

 

※3         ──────

 

 

※3 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 137千円
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前事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

  

１ 発行済株式に関する事項 

  

 
（変動事由の概要） 

 当社株式は、平成19年4月6日に株式会社ジャスダック証券取引所に上場いたしました。 

普通株式の増加は、上場に際して次のとおり新株式を発行したことによります。 

公募増資による増加                                   2,580株 

オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資                 260株   

  
2 配当に関する事項 

  

 (1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

 
  

  

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 18,750 2,840 ─ 21,590

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20日 
定時株主総会

普通株式 46,875 2,500 平成19年3月31日 平成19年6月21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20年6月18日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 77,724 3,600 平成20年3月31日 平成20年6月19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 発行済株式に関する事項 

  

   
  
  

2 配当に関する事項 

  

 (1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

 
  

  

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 21,590 ─ ─ 21,590

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18日 
定時株主総会

普通株式 77,724 3,600 平成20年3月31日 平成20年6月19日

決議予定 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23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 69,692 3,228 平成21年3月31日 平成21年6月24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記

載されている科目の金額との関係

                    （千円）

現金及び預金勘定 1,651,427

現金及び現金同等物 1,651,427
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係

                    （千円）

現金及び預金勘定 1,674,307

現金及び現金同等物 1,674,307
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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

（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

減価償却累計額 
 相当額

期末残高
 相当額

（千円） （千円） （千円）

工具、器具及び 
  備品

27,451 22,205 5,245

ソフトウェア 16,708 12,090 4,618

  合計 44,160 34,296 9,864

 

 

 

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）

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ており、その内容は次のとおりであります。

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
 相当額

減価償却累計額 
 相当額

期末残高
 相当額

（千円） （千円） （千円）

工具、器具及び
  備品

5,425 2,185 3,240

ソフトウェア 8,035 5,858 2,176

合計 13,460 8,044 5,416

 

 

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4,492千円

１年超 5,856千円

合  計 10,349千円

 
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3,075千円

１年超 2,780千円

合  計 5,856千円

 

 

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 9,807千円

減価償却費相当額 9,080千円

支払利息相当額 722千円

 
 

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 4,960千円

減価償却費相当額 4,447千円

支払利息相当額 467千円

 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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。

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。

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

同左

 （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。

 （減損損失について）

     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) 

  

有価証券 

  

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 

  

 
  

当事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日) 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

  

(有価証券関係)

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

株式 8,279 24,930 16,650

合  計 8,279 24,930 16,650

区分
金額
(千円)

売却額 5,900

売却益の合計額 4,050

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表日における
貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

株式 8,279 15,103 6,823

合  計 8,279 15,103 6,823
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(デリバティブ取引関係)

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)

 該当事項はありません。 

 

該当事項はありません。 

 

(持分法投資損益等)

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)

 関連会社がないため記載しておりません。 関連会社がないため記載しておりません。
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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 親会社及び法人主要株主等 

 
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等 

システムソリューションサービス・ＢＰＯサービス売上高は、提供するサービスの技術スキル及び業界価

格等を勘案し、国内の同業他社取引先と同様の条件を基本として決定しております。 

2.取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。 

  

２ 兄弟会社等 

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 

(百万円)
事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

（被所有）
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社 株式会社ＤＴＳ
東京都
港区

6,113
情報サー
ビス事業

被所有
直接50.0

兼任  
    2人

システムソリ
ューションサ
ービス事業の
一部受託及び
ＢＰＯサービ
ス事業の受託

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サービス 
（注）1

810,729 売掛金 82,271

法人主 

要株主

株式会社エヌ・
ティ・ティ・デ
ータ

東京都
江東区

142,520

データ通
信サービ
ス及びシ
ステム開
発事業等

被所有
直接17.3 ─

システムソリ
ューションサ
ービス事業の
一部受託

システムソ
リューショ
ンサービス 
（注）1

717,191 売掛金 68,259

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 

(百万円)
事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の
関係会社
の子会社

テルウェル東日
本株式会社

東京都
渋谷区

3,000

ＮＴＴグ
ループ会
社等の福
利厚生施
設に関す
る事業等

被所有
直接8.6

─

システムソリ
ューションサ
ービス事業の
一部受託及び
ＢＰＯサービ
ス事業の受託

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１

413,623 売掛金 79,028

株式会社エヌ・
ティ・ティ・デ
ータ・イントラ
マート

東京都
港区

516

パッケ―
ジソフト
（イ ン ト
ラ マ ー
ト）の 販
売等

─ ─

システムソリ
ューションサ
ービス事業の
一部受託

システムソ
リューショ
ンサービス
（注）１

355,466 売掛金 51,139

ドコモ・サービ
ス株式会社 
 

東京都
豊島区 
 

100

ＮＴＴド
コモの携
帯電話等
の料金業
務・与 信
業務等 
 

被所有 

直接3.4 

 

─

システムソリ
ューションサ
ービス事業の
一部受託及び
ＢＰＯサービ
ス事業の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

235,959 売掛金 32,663

東日本電信電話
株式会社

東京都
新宿区

335,000

東日本地
域におけ
る地域電
気通信業
務及びこ
れに附帯
す る 業
務、目 的
達 成 業
務、活 用
業務

─ ─

システムソリ
ューションサ
ービス事業の
一部受託及び
ＢＰＯサービ
ス事業の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

326,230 売掛金 96,356
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(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等 

システムソリューションサービス・ＢＰＯサービス売上高は、提供するサービスの技術スキル及び業界価

格等を勘案し、国内の同業他社取引先と同様の条件を基本として決定しております。 

2.取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。 

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 

(百万円)
事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の
関係会社
の子会社

ドコモ・サポー
ト株式会社 
 

東京都
港区 
 

20

ＮＴＴ ド
コモイン
フォメー
ションセ
ンター 及
びメール
センター
受託運 営
業務等 
 

─ ─

システムソリ
ューションサ
ービス事業の
一部受託及び
ＢＰＯサービ
ス事業の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

378,449 売掛金 73,557

株式会社ＮＴＴ
東日本－神奈川 
 

神奈川
県横浜
市 
 

37

東日本 電
信電話 ㈱
及 び他の
会 社等に
対 する受
託業務等 
 

─ ─

システムソリ
ューションサ
ービス事業の
一部受託及び
ＢＰＯサービ
ス事業の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

383,366 売掛金 59,917

エヌ・ティ・テ
ィ東京電話帳株
式会社 
 

東京都
渋谷区 
 

100

タウンペ
ー ジ・イ
ンターネ
ットタウ
ンページ
などの 広
告 販 売・
製作編集
等 
 

─ ─

システムソリ
ューションサ
ービス事業の
一部受託及び
ＢＰＯサービ
ス事業の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

313,670 売掛金 26,931

株式会社ＮＴＴ
東日本－東京南 
 

東京都
港区 
 

50

東日本 電
信電話 ㈱
及 び他の
会 社等に
対 する受
託業務等 
 

─ ─

システムソリ
ューションサ
ービス事業の
一部受託及び
ＢＰＯサービ
ス事業の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

545,828 売掛金 88,270

株式会社ＮＴＴ
東日本－埼玉 
 

埼玉県
さいた
ま市 
 

37

東日本 電
信電話 ㈱
及 び他の
会 社等に
対 する受
託業務等 
 

─ ─

システムソリ
ューションサ
ービス事業の
一部受託及び
ＢＰＯサービ
ス事業の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

224,326 売掛金 36,454

株式会社エヌ・
ティ・ティ・ソ
ルコ 
 

東京都
港区 
 

100

テレマ ー
ケティ ン
グ 事 業・
人材派 遣
事業等 
 

─ ─

システムソリ
ューションサ
ービス事業の
一部受託及び
ＢＰＯサービ
ス事業の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

197,743 売掛金 32,808
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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) 

（追加情報） 

 当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会

企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業

会計基準第13号）を適用しております。 

 この結果、従来の開示対象範囲に追加はありません。 

  

1 関連当事者との取引 

（1）財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

 （ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

 
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等 

システムソリューションサービス・ＢＰＯサービス売上高は、提供するサービスの技術スキル及び業界価

格等を勘案し、国内の同業他社取引先と同様の条件を基本として決定しております。 

2.取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。 

  

（イ）財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

種類
会社等の名 
称又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

（被所有）
割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社 株式会社ＤＴＳ
東京都
港区

6,113
情報サー
ビス事業

被所有
直接50.0

システムソリューショ
ンサービス事業の一部
受託及びＢＰＯサービ
ス事業の受託 
役員の兼任   3人

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サービス 
（注）1

797,522 売掛金 77,157 

法人主 

要株主

株式会社エヌ・
ティ・ティ・デ
ータ

東京都
江東区

142,520

データ通
信サービ
ス及びシ
ステム開
発事業等

被所有
直接17.3

システムソリューショ
ンサービス事業の一部
受託

システムソ
リューショ
ンサービス 
（注）1

667,560 売掛金 110,125 

種類
会社等の名 
称又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の
関係会社
の子会社

テルウェル東日
本株式会社

東京都
渋谷区

3,000

ＮＴＴ グ
ループ 会
社等 の福
利厚生 施
設 に関す
る事業等

被所有
直接8.6

システムソリューション
サービス事業の一部受託
及びＢＰＯサービス事業
の受託

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１

648,490 売掛金 90,194 

株式会社エヌ・
ティ・ティ・デ
ータ・イントラ
マート

東京都
港区

516

パッケ ―
ジソフ ト
（イ ン ト
ラ マ ー
ト）の 販
売等

─
システムソリューション
サービス事業の一部受託

システムソ
リューショ
ンサービス
（注）１

418,888 売掛金 66,752 

ドコモ・サービ
ス株式会社 
 

東京都
豊島区 
 

100

ＮＴＴ ド
コモの 携
帯 電話等
の 料金業
務・与 信
業務等 
 

被所有 

直接3.4 

 

システムソリューション
サービス事業の一部受託
及びＢＰＯサービス事業
の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

211,655 売掛金 44,078 
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(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等 

システムソリューションサービス・ＢＰＯサービス売上高は、提供するサービスの技術スキル及び業界価

格等を勘案し、国内の同業他社取引先と同様の条件を基本として決定しております。 

2.取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。 

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（1）親会社情報 

株式会社ＤＴＳ（東京証券取引所に上場） 

  

（2）重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

  

種類
会社等の名 
称又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％)

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の
関係会社
の子会社

東日本電信電話
株式会社

東京都
新宿区

335,000

東日本地域
における地
域電気通信
業務及びこ
れに附帯す
る業務、目
的達成業
務、活用業

務

─

システムソリューション
サービス事業の一部受託
及びＢＰＯサービス事業

の受託  
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サービス
（注）１  

 

568,077 売掛金 119,001

ドコモ・サポー
ト株式会社 
 

東京都
港区 
 

20

ＮＴＴド
コモイン
フォメー
ションセ
ンター及
びメール
センター
受託運営
業務等 
 

─

システムソリューション
サービス事業の一部受託
及びＢＰＯサービス事業
の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

469,204 売掛金 82,395 

株式会社ＮＴＴ
東日本－神奈川 
 

神奈川
県横浜
市 
 

37

東日本電
信電話㈱
及び他の
会社等に
対する受
託業務等 
 

─

システムソリューション
サービス事業の一部受託
及びＢＰＯサービス事業
の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

461,952 売掛金 88,026 

株式会社ＮＴＴ
東日本－東京南 
 

東京都
港区 
 

50

東日本電
信電話㈱
及び他の
会社等に
対する受
託業務等 
 

─

システムソリューション
サービス事業の一部受託
及びＢＰＯサービス事業
の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

459,742 売掛金 74,904 

株式会社ＮＴＴ
東日本－埼玉 
 

埼玉県
さいた
ま市 
 

37

東日本電
信電話㈱
及び他の
会社等に
対する受
託業務等 
 

─

システムソリューション
サービス事業の一部受託
及びＢＰＯサービス事業
の受託 
 

システムソ
リューショ
ンサービス
及びＢＰＯ
サ ー ビ ス
（注）１ 
 

213,319 売掛金 40,680 
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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

流動資産

（繰延税金資産） （千円）

未払事業税否認額 11,711

未払事業所税否認額 5,399

賞与引当金否認額 46,372

未払賞与否認額 35,205

未払法定福利費否認額 10,013

貸倒引当金否認額 2,842

その他 1,273

繰延税金資産合計 112,818

固定資産

（繰延税金資産）

役員退職慰労引当金否認額 17,517

ゴルフ会員権評価損否認額 1,296

電話加入権減損損失否認額 622

退職給付引当金否認額 1,664

長期未払金否認額 7,124

ソフトウェア償却限度超過額 872

評価性引当額 △1,918

繰延税金資産合計 27,178

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △6,776

繰延税金負債合計 △6,776

繰延税金資産純額 20,401

 

 

 

 

 
 

 

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

流動資産

（繰延税金資産） （千円）

未払事業税否認額 8,678

未払事業所税否認額 5,434

賞与引当金否認額 53,760

未払賞与否認額 33,781

未払法定福利費否認額 11,062

貸倒引当金否認額 3,132

その他 1,368

繰延税金資産合計 117,217

固定資産

（繰延税金資産）

役員退職慰労引当金否認額 6,984

ゴルフ会員権評価損否認額 1,320

電話加入権減損損失否認額 622

長期未払金否認額 3,499

ソフトウェア償却限度超過額 2,629

評価性引当額 △1,942

繰延税金資産合計 13,112

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △2,777

繰延税金負債合計 △2,777

繰延税金資産純額 10,335

 

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以下であるた

め注記を省略しております。  

 

２法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

 率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

2.3％

住民税均等割等 0.3％

軽減税率適用 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

43.1％
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(退職給付関係)

前事業年度 
(平成20年3月31日)

当事業年度 
(平成21年3月31日)

 

 

１ 採用している退職給付制度の概要

 退職金制度の大部分について確定拠出年金制度及び

退職金前払制度を採用し、残額については退職一時金

を充当しております。 

２ 退職給付債務に関する事項

  当社は、退職給付債務の算定方法として、簡便法を

 採用しております。

（千円）

①退職給付債務 4,089

②退職給付引当金 4,089

３ 退職給付費用に関する事項

（千円）

①勤務費用 17,868

②確定拠出年金への  
 掛金支払額

37,421

③退職給付費用 55,290

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

  当社は、退職給付債務等の算定にあたり簡便法を採

用しておりますので、基礎率等については記載を省略

しております。

 

１ 採用している退職給付制度の概要

 退職金制度について、確定拠出年金制度及び退職金

前払制度を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項

  該当事項はありません。

 

 

 

  

 

  

 

３ 退職給付費用に関する事項

（千円）

①勤務費用 14,441

②確定拠出年金への 
 掛金支払額

40,548

③退職給付費用 54,990

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

  該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

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)

 該当事項はありません。 該当事項はありません。

(企業結合等関係)

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)

 該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(注) 算定上の基礎 

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。 

 
  

２.１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日)

1株当たり純資産額 92,963円68銭 99,595円94銭

1株当たり当期純利益 10,668円57銭 10,502円17銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期
純利益については、潜在株式が存在
しないため、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後1株当たり当期
純利益については、潜在株式が存在
しないため、記載しておりません。

項目
前事業年度末

(平成20年3月31日)
当事業年度末 

(平成21年3月31日)

純資産の部の合計額(千円) 2,007,085 2,150,276

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － ─

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,007,085 2,150,276

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（株）

21,590 21,590

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)

損益計算書上の当期純利益(千円) 229,753 226,741

普通株式に係る当期純利益(千円) 229,753 226,741

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円)

─ ─

普通株主に帰属しない金額(千円) － ─

普通株式の期中平均株式数(株) 21,535 21,590
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(重要な後発事象)

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)

 該当事項はありません。 

 

該当事項はありません。 
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役員の異動に関しては、決定次第開示いたします。 

当事業年度における生産実績は、システムソリューションを提供しているシステムソリューションサ

ービスのみで行っております。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高も含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの2種類が並存する契約形態を含み

ます。 

  

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、商品売上高を含んでおります。 

３ ＢＰＯサービスには、請負契約によるものと労働者派遣契約によるものの2種類が並存する契約形態を含み

ます。 

４ 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 

前事業年度及び当事業年度の販売金額の割合が10％以上の販売先は、該当ありません。 

    

5. その他

(1) 役員の異動

(2) 生産、受注及び販売の状況

 ① 生産実績

事業部門 生産高（千円） 前年同期比（％）

システムソリューションサービス 2,333,307 112.8

合計 2,333,307 112.8

 ② 受注実績

事業部門 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

システムソリューションサービス 2,412,695 114.5 904,261 105.3

ＢＰＯサービス 5,795,537 100.4 1,827,811 71.2

合計 8,208,233 104.2 2,732,073 79.8

 ③ 販売実績

事業部門 販売高(千円) 前年同期比（％）

システムソリューションサービス 2,366,923 111.4

ＢＰＯサービス 6,534,999 107.8

合計 8,901,922 108.7
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