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

(注)潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の21年３月期及び20年３月期につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載
しておりません。 

(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 3,789 △0.5 273 △40.1 261 △42.1 46 △79.1
20年3月期 3,808 3.9 457 47.0 451 54.9 220 48.8

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 1,492.10 ― 1.9 7.7 7.2
20年3月期 7,124.51 ― 9.4 13.4 12.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △14百万円 20年3月期  3百万円

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 3,347 2,538 72.1 79,245.67
20年3月期 3,434 2,604 71.1 78,936.08

（参考） 自己資本   21年3月期  2,411百万円 20年3月期  2,440百万円

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 103 △340 101 748
20年3月期 473 △158 △72 885

2.  配当の状況 

(注)20年３月期期末配当金の内訳 普通配当 1,000円00銭 
                       特別配当   600円00銭 

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 ― 1,600.00 1,600.00 49 22.5 2.1
21年3月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 30 67.0 1.3
22年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 25.7

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

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

1,860 △4.2 110 △29.3 80 △49.9 20 △76.3 647.75

通期 3,800 0.3 300 9.5 260 △0.4 120 160.5 3,886.51
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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、28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、50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 30,920株 20年3月期 30,920株
② 期末自己株式数 21年3月期  487株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

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

(注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の21年３月期及び20年３月期につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載
しておりません。 

(2) 個別財政状態 

※当社は持株会社であり、連結ベースでの経営管理を行っておりますことから、単独での業績予想については差し控えさせていただきます。  

(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 744 160.8 310 184.0 310 203.9 170 130.4
20年3月期 285 △73.0 109 △45.4 102 △43.9 73 △50.7

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 5,506.06 ―
20年3月期 2,386.73 ―

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 3,000 2,396 79.7 78,562.72
20年3月期 2,713 2,295 84.6 74,255.64

（参考） 自己資本 21年3月期  2,390百万円 20年3月期  2,295百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、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。 
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・当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな拡大傾向で幕を開けたものの、米国に端を発した金

融危機が思いもよらない速度で全世界の経済に影響を及ぼし、わが国でも下期以降、労働市場の混乱な

ど深刻な状況に陥りました。 

 情報サービス産業におきましては、「ソフトウエア開発、プログラム作成」では、売上高が９月以

降、前年同月比割れ（平成21年１月を除く）が続いています。ただ、その中でも当社グループが属する

「受注ソフトウエア」は、景気影響が比較的遅れやすいことから、売上高対前年同月比がマイナスとな

ったのは、９月と12月の２回にとどまっております（経済産業省 特定サービス産業動態統計調査によ

る）。しかしながら、日本銀行の第140回全国企業短期経済観測調査によると、ソフトウエア投資額の

2009年度投資計画は対前年度比でほとんどの企業規模、業種でマイナスという調査結果であり、今後、

厳しい環境が続くと思われます。 

 このような状況の下、当社グループは、お客様企業にきめ細かなサービスを提供し品質の向上を図る

とともに、厳しい状況の中でも売上高、利益の確保にも努めてまいりました。しかしながら、期中で待

機時間が長引いたことや要員の配置転換が適時に行えなかったことなどから平成21年２月６日付「業績

予想の修正に関するお知らせ」（以下「修正予想」という。）のとおり、業績修正をいたしましたが、

その後、グループ一丸となって、業績回復に努力してまいりました。 

 その結果、売上高は3,789,356千円（前期比0.5％減、修正予想比1.0％増）営業利益は273,892千円

（同40.1％減、同19.1％増）、経常利益は261,011千円（同42.1％減、同37.4％増）となりました。ま

た、特別損失に減損損失76,110千円、貸倒引当金繰入額27,710千円などを計上した結果、当期純利益は

46,070千円（同79.1％減、同53.6％増）となりました。 

  

  事業部門別概況の内訳につきましては、次のとおりです。 

 
  

〈ビジネス・ソリューション事業〉 

 ビジネス・ソリューション事業では、開発分野は堅調であったものの、コンサルティング分野では単価調

整の影響などを受け低調な結果となりました。コンサルティング分野では、提案活動の長期化により待機時

間が長引く結果となりました。コンサルティング分野のテコ入れとして、第３四半期には、情報技術開発株

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(単位：千円）

事業部門別

当連結会計年度

売上高 構成比（％）

エンソロジー・ソリューション事業 3,014,099 79.5

 （ビジネス・ソリューション事業） 2,252,842 59.4

 （エンジニアリング・ソリューション事業） 761,257 20.1

教育ソリューション事業 253,818 6.7

経営コンサルティング事業 321,467 8.5

製品開発・販売事業 199,970 5.3

合計 3,789,356 100.0
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式会社との協業を開始し、共同提案案件が始まりました。さらに、第４四半期において、SAPジャパン株

式会社とSOA分野での協業を開始し、今後の売上拡大に向けSOA市場の拡大に注力してまいりました。 

 その結果、売上高は、2,252,842千円（前期比10.7％減）となりました。 

  

〈エンジニアリング・ソリューション事業〉 

 エンジニアリング・ソリューション事業では、特に精密機械製造業関連の基礎研究、次世代製品基礎研究

分野の大型案件が通年で寄与し好調でした。自動車関連の基礎研究、次世代製品基礎研究分野も堅調でし

た。一方で、品質改善コンサルティングは、お客様から高評価を得て大きな柱となりつつあります。また、

リピートのお客さまから組み込みソフトの開発力強化及び品質向上の実践力を高く評価していただき、顧客

数、プロジェクト数とも順調に増えております。 

 その結果、売上高は、761,257千円（前期比76.4％増）となりました。 

  

〈教育ソリューション事業〉 

 教育ソリューション事業では、新人教育が好評で、好調であった前連結会計年度と同水準以上の売上げと

なりました。定例トレーニングが伸び悩んでいる面もあることから、コースウエアの見直しを含め今後の投

資を行ってまいりました。 

 その結果、売上高は、253,818千円（前期比1.0％増）となりました。 

  

〈経営コンサルティング事業〉 

 経営コンサルティング事業では、内部統制のコンサルティングの評価フェーズコンサルティング、IT企業

向けの業務改善コンサルティングなどに注力してまいりました。 

 その結果、売上高は、321,467千円（前期比23.3％減）となりました。 

  

〈製品開発・販売事業〉 

 製品開発・販売事業では、JUDE/Bizがひと段落したものの、主力製品であるJUDE/Proは堅調に推移してお

ります。また、JUDE/Proを利用した自動車産業向けソフトプラットフォームの標準化団体に係る売上が好調

でした。一方で、TRICHORDは販売が不振であるため、当連結会計年度において減損処理を行い特別損失とし

て74,969千円を計上いたしました。 

 その結果、売上高は、199,970千円（前期比7.8％増）となりました。 

  

・次期の見通し  

 今後の見通しにつきましては、情報サービス産業においては景気の悪化を受け、コスト削減につながるIT

投資への意欲はあるものの、企業におけるIT投資は全般的に抑制が続くものと予想されます。  

 このような状況において、当社グループでは、引き続きグループ各社が一丸となって企業運営に当たって

いく所存です。具体的には、グループ全体での情報共有をさらに強化し、営業機会の創出、受注案件の拡

大、リソースの融通等を進めてまいります。  

 また、今期は、情報技術開発株式会社、SAPジャパン株式会社などと協業を進めてまいりましたが、引き

続きグループ内にとどまらず様々な企業との協力関係を構築し営業を強化してまいります。  

 収益面においては、ビジネス・ソリューション事業では、当社グループの技術力を生かして、コスト抑制

につながるIT投資の支援やシステム開発の効率化を手掛けてまいります。  
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 エンジニアリング・ソリューション事業では、自動車、携帯電話、デジタル家電、医療機器など幅広い

製品においてソフトウエアの重要性が高まるなかで、当社グループの主要顧客である自動車関連、精密機器

関連にとどまらず顧客層の拡大に努めてまいります。  

 また、教育事業では、人材育成に意欲あるITベンダーを中心に堅調に引合を頂いております。  

 販売費及び一般管理費については、一般管理コスト削減に努めてまいりますが、営業強化に係る投資を考

えており今期と同程度を見込んでおります。  

  

 その結果、次期（平成22年３月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高3,800百万円（前期比0.3％

増）、連結営業利益300百万円（同9.5％増）、連結経常利益260百万円（同0.4％減）、連結当期純利益120

百万円（同160.5％増）を予定しております。 

  

① 資産、負債、及び純資産の状況 

（イ） 資産  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、4.8％減少し、1,697,542千円となりました。これは、主と

して「現金及び預金」が186,418千円減少したものの「その他」に含まれている短期貸付金が100,000千

円増加したことなどによります。（なお、「現金及び預金」の詳しい内容につきましては、21ページの

連結キャッシュ・フロー計算書をご参照下さい。）  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、0.1％減少し、1,649,585千円となりました。これは、主と

して「投資有価証券」が86,748千円増加したものの「ソフトウエア」が76,388千円減少したことなどに

よります。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、2.6％減少し、3,347,127千円となりました。  

（ロ） 負債  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、5.6％増加し、718,645千円となりました。これは、主とし

て「短期借入金」が230,000千円増加したものの、「未払法人税等」が、99,116千円減少したことなど

によります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて40.0％減少し、90,032千円となりました。これは、主として

「長期借入金」が60,000千円減少したことによります。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、2.6％減少し、808,678千円となりました。 

（ハ） 純資産  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、2.5％減少し、2,538,449千円となりました。これは、

「少数株主持分」が42,199千円減少したことなどによります。  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

て、136,418千円減少し、当連結会計年度末においては、748,849千円となりました。 

 当連結会計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。 

（イ） 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果103,561千円の資金が得られました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益

148,728千円、減価償却費160,879千円などです。一方、支出の主な内訳は、法人税等の支払額256,785

千円などであります。 

(2) 財政状態に関する分析
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（ロ） 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により使用した資金は340,903千円です。これは、主に定期預金の解約により、50,000千円

の収入がありましたが、短期貸付けによる支出150,000千円、投資有価証券の取得による支出110,133千

円、無形固定資産の取得による支出100,457千円等があったものによります。 

（ハ） 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果101,490千円の資金が得られました。主な収入としては、短期借入金による収入が

1,610,000千円となっています。主な支出としては、短期借入金返済による支出が1,380,000千円、長期

借入金返済による支出が60,000千円となっております。 

  

(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 

(注) １ 当社は平成18年３月期より連結財務諸表を作成しております。よって平成17年９月期の各指標は個別の財

務数値により、また平成18年３月期以降の各指標はいずれも連結の財務数値により計算しております。 

２ 株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式総数により算出しております。 

３ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

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全ての負債を対象として

おります。 

５ 平成17年９月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率は、有利子負債がないため記載しておりません。 

  

当社は、当社グループの企業体質強化と積極的な事業展開に備えるため、内部留保の充実を勘案しな

がら、株主の皆様への長期的な利益還元を 重視して、安定的な配当を行ってまいります。 

 当期は、平成21年２月６日付で業績を下方に修正したものの、同５月８日付で上方に修正することが

できました。そこで、当期の配当は従来通りに、１株当たり期末配当金として、普通配当1,000円（連

結配当性向67.0％）を予定しております。 

 今後につきましては、事業展開の状況と経営成績、株主の皆様への長期的な利益還元を総合的に勘案

して、配当金額を検討してまいります。 

  

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

しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上重要

と考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、

平成17年９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(%) 91.0 59.4 68.2 71.1 72.1

時価ベースの自己資本比率(%) 239.8 286.7 142.3 73.5 35.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(%)

─ 3,531.9 177.9 82.4 540.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

265,610.6 16,017.5 2,722.2 5,465.8 1,340.4

(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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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、その発生の回避および発生した場合

の対応に努める方針ですが、本株式に関する投資判断は、以下の記載および本項以外の記載を、慎重に

検討した上で行われる必要があると考えられます。  

 また、以下の記載は、本株式への投資に関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

の点ご留意ください。  

  

① 連結体制について  

 当社グループは、連結体制となって、３年が経過しますが、グループがより整合性を高めて、高度の

シナジー効果を生み出すよう、より良い経営体制を模索中です。グループ内のコミュニケーションは活

発化しておりますが、リソースの有効利用、案件の相互乗り入れ等、より強固な体制を築く所存であり

ます。  

② 事業環境について  

 情報化投資は、情報システムの大型化・複雑化を背景として需要サイド、供給サイドとも品質・コス

ト・工期に関して以下のような多くの問題が生じており、根本的な改善が求められている状況にあるも

のと考えております。  

a．情報システムの需要サイドにおける問題  

 ITの高度利用により業務効率化や事業再構築を図ることで競争力を高めるために、企業は膨大な情報

化投資を行っています。しかしながら、多くの企業では、情報化戦略の策定についての標準的な方法が

確立されておらず、工学的な検討や論理的なプロセスを経ずに情報化投資の計画が企画・立案され、投

資効果の検証が曖昧なままにシステム開発が行われているのが現状であると認識しています。  

 グループ統合など情報化の対象が大規模化、複雑化するにつれて、従来のような場当たり的なやり方

が影響し、情報化投資効率（ROI）が低下するだけでなく、結果的に次のような問題が生じていると考

えられます。  

  i. 情報化戦略の策定やシステム開発に時間がかかり、事業展開のタイミングを逸する。  

 ii. 情報化の対象や要求定義が確定しないままにシステム開発が行われ、大幅な設計変更や予想 

     外の工数増加を招く。  

iii. 全体の構造や流れが分析されておらず、全体 適化に寄与しなくなる。  

 iv. ソフトウエア構造の複雑化により拡張性・再利用性・保守性が低下し、市場の変化に即応し 

     たシステムの変更や機能向上に柔軟に対応できなくなる。  

  v. 品質、機能が確保できず、顧客サービスに支障をきたしたり、不具合の発生により社会的信 

   用を失う。  

 vi. 情報化の投資効果が十分に検証されておらず、合理的な経営判断が行えない。  

b． 情報システムの供給サイドにおける問題  

 情報システムの供給サイドでは、大規模かつ複雑なシステムを限られた期間と予算内で開発する責務

を果たすため、工業生産のような体系だった生産方式や論理的なプロセスを導入する必要性が高まって

おります。しかしながら、システムの開発業務は、工業生産に比べて効率化・標準化が大きく遅れてお

り、いまだに技術者の個人的なノウハウに依存した手工業的な手法で行われていると認識しておりま

す。このため、次のような問題が生じていると考えられます。  

  i. 需要サイドに対して有益なソリューションを提供することができない。  

 ii. ソリューションの提供ではなく、技術者の工数（人月単価）が競争の源泉になり、インドや 
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     中国などオフショアに開発業務の主体が移り、国内が空洞化する。  

iii. 技術者のスキルが高まっても、その実践的ノウハウを集約化・共有化することができない。  

 iv. 情報化の対象や要求定義について認識ギャップが生じ易く、ムダなコスト（工数）や時間が 

     費やされる。  

  v. コスト（工数）の適切な見積もりが困難である。  

 vi. 労働集約的な業務が主体となり、技術者の過剰労働、疲弊、士気低下など労働環境が悪化す 

     る。  

 当社グループでは、需要サイドも供給サイドも顧客となりえます。当社グループの技術基盤を用いれ

ば、上記の問題点を発生させず、全体 適化や拡張性・再利用性・保守性など総合的にみて情報化投資

効率（ROI）の向上を図ることができます。  

 要求開発からシステム開発まで情報化業務の改革を支援する事業領域に関して、当社グループは、専

門のコンサルタントを集中的に採用し、実績を積み重ねた結果として、上記問題に対しても需要サイ

ド、供給サイド双方のお客様企業にご満足いただけるものと確信しております。しかしながら、高度な

技術を要することから、ひとたび判断を誤れば上記の問題点が顕在化し、あるいは、システムの問題点

を的確に指摘しきれず、コンサルティングの失敗につながることも考えられます。その場合、信頼を失

い、当該顧客企業のみならず、他の顧客も失うことにつながり、売上の低下を招くことが考えられま

す。  

③ 今後の事業展開について  

a．ビジネス・ソリューション事業  

 当社グループは、工学技術を用いたシステムの開発技術体系をコア・コンピタンスとして事業拡大を

図っておりますが、案件の大型化や複雑さが進み、コンサルタントとしての提案内容が高度化し、ます

ますスキルの高い人材が求められています。一方で、人材確保はより困難になってきております。この

ため、今後工学技術を高度に習熟した技術者を多数確保できない場合には、事業拡大が制約されるリス

クがあります。  

 また、昨今の経済状況を考えると、一般事業法人のIT投資意欲が停滞期に入りつつあり、案件数の減

少、売上単価の減額などが予想され、当社グループの売上高に影響を与えることが考えられます。  

b．エンジニアリング・ソリューション事業  

 新製品開発競争が激しい携帯電話やデジタル家電など電子機器市場では、組込みソフトウエアの優劣

が大きな比重を占めるようになっており、メーカーにとって開発費の抑制、開発期間の短縮、拡張性・

再利用性・保守性の向上が大きな課題となっております。当該分野は、電子機器毎に高い専門性と先端

技術が要求されることから参入障壁が高く、すでに専門の技術者を集め、専門集団として認識されてい

る当社グループには、優位性があると考えておりますが、万一今後の技術者の確保及び育成が当社グル

ープの計画通りに進行しない場合には、当社グループの事業拡大が制約される可能性があります。  

 また、一部の産業、一部のメーカーにおきましては、製品生産の縮小などの動きが見られます。当社

グループのエンジニアリング・ソリューション事業では、主としてメーカー企業をお客様としておりま

すが、基礎研究の分野やコスト削減、品質向上の分野でお客様企業のご支持を得ていることから、お客

様企業の生産縮小の影響は軽微であると考えております。しかしながら、今後の経済の展開によって

は、大きく影響を受けることが考えられます。  

c． 経営コンサルティング事業  

 大手企業の内部統制システム構築支援サービスを展開し、お客様企業より高い評価を受けてまいりま
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したが、内部統制事業は一段落を迎えつつあります。その点、従来より培ってまいりましたIT技術力

に加え、内部統制コンサルティングのノウハウを総合して、IT企業向け業務改善コンサルティングなど

への事業内容転換を図っております。今後の転換の進捗によっては、売上高に影響を与えることが考え

られます。  

④ 事業体制について  

・技術者や外注先の確保及び育成  

 当社グループでは、オブジェクト指向技術など工学技術（ソフトウエア工学、情報工学、経営工学）

を実践的に適用できる技術者や外注先の採用、確保及び育成に努めておりますが、現時点においては当

社グループが期待するスキルを持つ技術者や外注先は限られている状況にあります。そこで、当社グル

ープは、コンサルティング能力のある上級技術者の採用、育成が事業拡大にとって特に重要な経営課題

であると認識しており、これらを実現するための取り組みを継続しております。  

 具体的には、第一に、高度なソフトウエア工学を実践する先駆企業としてのブランド力をさらに高め

てまいります。それには、以前にもましてお客様へ高品質なサービスを提供し、同時に、当社グループ

技術者のスキルアップにより、優秀な外部技術者が当社グループの門をたたくという循環を確固たるも

のにしてまいります。 

 第二に、一般的に独立意識が高いトップレベルの外部のコンサルタントとも交流を図り、刺激し合っ

て、希少価値ある人材が集う組織に構成していく努力を続けてまいります。  

 第三に、さらに短期間でトップコンサルタントにスキルアップできる環境を継続して整備してまいり

ます。  

 しかしながら、今後、当社グループの取り組みにもかかわらず、当社グループに対する技術者の評価

が期待するほど高まらずに、当社グループが必要とする技術者や外注先の採用、育成及び確保が計画通

りに進行しない場合には、受注機会の減少や当社グループの技術水準そのものの低下等により当社グル

ープの業績に影響を与える可能性があります。  

⑤ 知的所有権について  

 エンソロジー（enThology）は、ソフトウエア開発技術の実践的ノウハウを集積・体系化した当社グ

ループ固有の知的財産（ソフトウエア及びドキュメント）と認識しており、実際のソフトウエア開発に

適用するなかで常にフィードバックを加えながら有用性を高めるよう高度化・洗練化し、改良及びバー

ジョンアップを進めております。今後、エンソロジーの完成度をさらに高めてまいりますが、第三者が

類似のノウハウ等を取得した場合、当社グループの事業が制約される可能性があります。  

⑥ 業績変動要因について  

a．受託開発案件の工数増加及び納期遅延  

 受託開発案件については、プロジェクト毎の採算管理を徹底するとともに、早期にリスク対応を図る

社内体制も整備しております。  

 しかしながら、このような当社グループの努力にもかかわらず、当社グループの想定を超える工数増

加や納期遅延等が発生した場合、プロジェクト収支が悪化し、または赤字となり当社グループの利益計

画に影響が生じる可能性があります。  

b．開発費及び人件費負担の増加  

 当社グループでは、サービスの高度化・洗練化、資産化・メニュー化、また技術者や営業要員の増員

などが必要と考えており、積極的に取り組んでおります。したがって、これらの開発費、人材獲得のた

めの費用及び人件費負担が今後の収益に影響を及ぼす可能性があります。  
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c. 製品販売  

 当社グループでは、製品販売を行っておりますが、市場動向によっては、計画通りに販売できず利益

計画に影響を及ぼす可能性があります。  

⑦ その他  

a．ストックオプションの行使による株式価値の希薄化  

 当社グループは、取締役、監査役及び従業員に対して、当社グループの業績向上に対する意欲や士気

を高め、優秀な人材を確保し、長期的貢献を促進し、より一層株主の利益を重視した業務展開を図るこ

とを目的とし、ストックオプションとして新株予約権を発行しております。  

 そのため、権利行使により発行される新株は、将来的に当社の株式価値の希薄化や株式売買の需給へ

の影響をもたらし、当社の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。  

b. 無形固定資産（ソフトウエア）の償却について  

 市場販売目的のソフトウエアの減価償却については、見込有効期間における、見込販売収益に基づく

方法を採用しております。見込販売収益は実現可能性のある販売計画に基づき作成しておりますが、販

売収益が当初の計画を下回った場合には減損損失が発生する可能性があります。  

c. のれんの償却について  

 当社グループは、適用した償却期間に渡ってのれんの効果が発現すると考えておりますが、子会社の

業績悪化など、その効果が取得時の計画を下回った場合には、臨時の損失が発生する可能性がありま

す。  

d. 有価証券の減損  

 当社グループは、持合い等の目的で、投資有価証券を保有しています。近時の経済環境、証券市場

は、ますます不透明な状況となっていることから、当該会社の業績悪化や市況の不調の危険性が増大し

ており、当該株式の急激な下落が考えられ、ひいては当該株式の減損の危険性が増しております。ま

た、当社が保有する関係会社株式は、当社子会社、関連会社の業績次第では減損の可能性があり、近時

の経済環境の悪化の影響を受け、その危険性が増しております。  

e. 貸倒損失について  

 与信は十分慎重に検討してまいりますが、近時の経済状況においては、不測の事態から倒産に追込ま

れることも少なくなく、貸倒損失が発生する可能性が高まっています。  
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当社グループは、当社と子会社４社（株式会社豆蔵、株式会社オープンストリーム、株式会社チェンジビ

ジョン及び株式会社エフ）及び関連会社１社（株式会社プログレス・パートナーズ）、非連結子会社１社

（株式会社OSプロスタッフィング）で構成され、情報化戦略の策定支援、情報化業務の改革支援、システム

の受託開発といった業務をはじめ、情報化業務に従事する技術者への教育研修を行う業務、さらには、製品

開発・販売などを行う企業集団となっております。なお、非連結子会社に対して持分法は適用しておりませ

ん。 

当社と連結子会社の業務内容は次のとおりとなっています。 

(1) 当社 

当社は、グループ各社を取りまとめ、グループ運営の方向付けを行なうグループの中核会社です。連結グ

ループ各社の経営成績の分析を既存事業の施策へと役立ててまいります。また、グループでの新たな事業を

検討し、お客様企業へより良いサービスの提供を図ると共に、当社グループが成長するよう努力してまいり

ます。 

(2) 株式会社豆蔵(以下豆蔵) 

豆蔵は、情報化業務の 適化とソフトウエアの開発スタイルの革新を推進するコンサルティング会社で

す。ITコンサル事業が主体であり、システムの設計計画段階でのコンサルティングを主に担当しています。

下記の４つの事業領域からなります。 

① ビジネス・ソリューション事業 

顧客企業がその事業を推進するため、情報の電子化を行う現場において、システムの企画段階で、システ

ム化する範囲決めや設計そのもののコンサルティングを行なうことを主な事業内容とします。 

② エンジニアリング・ソリューション事業 

主に家電機器メーカーや自動車メーカーの研究開発部門のエンジニアがお客様となります。いわゆる組込

ソフトウエアに関して、ソフトウエア設計段階での設計そのものの改善や開発工程の改善、品質向上のコン

サルティングを行なっています。 

③ 教育ソリューション事業 

一般事業法人の情報管理室を担うエンジニアや、情報サービス産業に属する企業のエンジニア、メーカー

などの製造現場におけるエンジニアに対して、ソフトウエア開発を構成する方法論・技術等を伝授する実践

的な場を提供しています。 

④ 経営コンサルティング 

企業の管理部門等を対象に、IT技術を基盤として経営に近い上流に対するコンサルティングを提供してい

ます。顧客企業の業務フローの改善ひいては組織改善を通して、より効率の良い、IT投資ができるよう支援

しています。IT関連企業の経営改善や内部統制を主眼としたコンサルティングを主たる業務としています。

(3) 株式会社オープンストリーム(以下オープンストリーム) 

オープンストリームは、ビジネス・ソリューション事業として、システムの設計計画段階での提案を始

め、主には実装を担当しています。すなわち、顧客企業がその事業を推進するため、情報の電子化を行う現

場において、設計の提案、実際のプログラミングを行ないます。オープンストリームではとりわけ、SOAや

オープンアーキテクチャに基づくソフトウエア開発を得意としています。 

(4) 株式会社チェンジビジョン(以下チェンジビジョン) 

チェンジビジョンでは、製品開発・販売事業を行なっています。システム開発支援ツールを主力製品と

し、内部統制文書化支援ツールも開発販売しています。システム開発の現場や、企業の情報伝達の電子化に

２. 企業集団の状況
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おいて「情報の見える化」を行い効率的なシステム開発を支援しています。 

(5) 株式会社エフ(以下エフ) 

エフでは、ビジネス・ソリューション事業として、主に金融業の顧客企業がその事業を推進するため、情

報の電子化を行う現場において、企画段階でのシステムの範囲決めや設計そのもののコンサルティングを行

なうことを主な事業内容とします。 

  

以上のように、当社グループは、グループ内の 先端技術やノウハウ、製品を融合することで、情報戦略

策定からシステム開発までの一貫したサービスを提供します。ITと経営の密接な連携を実現し、お客様の企

業価値向上を支援いたします。  

  

（事業系統図） 

 

－12－

㈱豆蔵ＯＳホールディングス(3756)　平成21年３月期決算短信



① 経営の基本理念  

１． IT分野における高度な技術力を源泉として、お客様企業の戦略的IT化を支援し、産業界全体の高

度情報化に貢献します。  

２． IT分野において、先進技術の育成、開発、普及活動を継続し、日本のIT技術の発展に寄与すると

ともに、情報サービス産業界の地位向上、優秀な情報処理技術者の育成に貢献します。  

３． バランスのとれたグループ運営によって、グループ各社ごとに保有する技術やビジネスモデルの

個性を尊重しつつ、グループ全体のシナジーとして、付加価値の高いシステム化に関する様々なサービ

スをトータル的に提供します。  

 ② 経営方針  

 当社グループは、技術力を駆使して、お客様企業のIT化全般の企画支援や個々の情報システムの構

築、情報化のための各種技術教育、製造業分野における組込み開発の効率化・品質向上の支援、システ

ム開発の生産性向上のためのソフトウエアパッケージの提供など、お客様企業の高度IT化を強化支援す

るサービスを提供してまいります。当社グループ各社それぞれがもつ特徴ある技術とノウハウを結集し

て、産業界全体の高度情報化に貢献するとともに、総体としての企業価値向上を 大化することを経営

方針としております。  

  

当社グループは、技術力による付加価値の 大化を目指しており、利益率の向上を 重要課題として

取り組んでまいります。付加価値の目安として、売上総利益比率35％以上を当面の目標に経営を推進し

てまいります。 

  

① 対象ビジネスの上流化  

 企業は、様々な情報を有し、その中から必要なものを取り出して経営の意思決定に役立てます。近

年、その情報量は凄まじいものがあり、その中から必要な情報をいかに選択し、いかに適時に取り出し

て、企業の舵取りに利用するかで、経営成績に大きな差が生じます。その膨大な情報を管理するのはも

はや人手では間に合わず、計算機による管理が必要不可欠になっています。すなわち、情報が散逸する

前にシステムにより管理する必要があるのです。そのようなシステムを構築するとき、企業の情報の伝

達が現状のままでよい場合は少なく、たいていの場合は、情報の流れを見直すべき場合がほとんどで

す。このことは、システムを構築する前にその情報をどのように扱うのか議論する必要があるというこ

とです。  

 一方、物作りの現場においては、高度に精密化、情報化された製品群が多数を占め、さらに製品ライ

フサイクルが短縮されています。これらの製品群には、多くのソフトウエアが組み込まれていることが

普通となっています。また、これらの開発現場では、短納期で複雑な組込ソフトウエアを製作すること

が求められており、必要な技術を必要な場面に適時に投入し、開発の工程を工夫するなどして対応する

必要があります。この顧客ニーズに対応していくには、ソフトウエアのみならず、メカ、エレキを含め

た製品全体での 適化が必要です。  

 すなわち、一般に情報サービス産業では、公共や企業のIT投資に応えるため、企画、設計、システム

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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構築、保守・運用などの様々な場面でサービス提供を行いますが、顧客のビジネスに直接働きかける

サービスであればあるほど、高付加価値なサービスを提供することができます。言い換えると、より上

流工程での問題解決が求められているということでもあります。従いまして、当社グループでは、当社

グループの特長である高い技術力を単なるシステム構築時の生産性向上だけに適用するのではなく、よ

り上流のビジネスに適用するところを志向し、ビジネスに直結する技術を目指して、付加価値向上のた

めに適用します。  

 当社グループでは、量より、質を重んじ、オフショアを組み込んだグローバル開発の潮流にあって

も、当社グループの技術を顧客企業に導入していただくことで、顧客企業の更なる発展を達成してまい

ります。  

 ② 技術的特徴あるビジネスの育成  

 当社では、当社グループ既存の事業のみならず、当社グループの技術を生かした新規の事業を育成し

てまいります。すなわち、成長期待分野のビジネスを立上げ、または、特徴的な企業への投資を行い、

育成支援を行い、グループ内でのビジネス化を進めていきます。これは、当社グループが、技術で他社

と差別化をはかるグループであり、技術診断を得意とするグループであることから、その技術鑑定能力

によって、差別化技術を見極め、グループの総合力を高めていくということです。  

  

① 既存ビジネスの拡大、強化  

 グループ各社ともに、それぞれのコアビジネスにおいてまだ発展途上で、成長の余地を残しておりま

す。一方、当社グループが置かれている業界が、日進月歩であることから新しい技術を吸収し既存事業

に反映していくことも重要です。当期までにも、この課題に取り組み各社とも成長しておりますが、今

後とも、現在のそれぞれの事業分野における強みを活かしたうえで、新たな技術を貪欲に取り入れ、各

社単体としてもさらに競争力を高めてまいります。  

 ② グループとしての整合性確保から要員連携へ  

 グループ各社の事業領域の整合性確保について、グループ内での情報を活発にやり取りし、グループ

としての整合性を図ってまいりました。今後も、ワンストップでお客様のニーズに応えられる体制構築

を強化し、グループ会社間の体制を吟味してまいります。また、技術補完として要員の相互利用などを

視野に入れたグループ会社間の体制を構築してまいります。  

 ③ 組織設計による営業力連携の強化  

 グループ各社の営業力を高めるため、営業上の連携をさらに強化する必要があります。グループ全体

としての営業強化を図るためグループ間の組織運営を簡素化してまいります。特に、連携したビジネス

を推進する中で、シナジー効果が高いビジネス領域を探り、新たな事業としての確立を図ってまいりま

す。  

 ④ 景気動向に影響されない高付加価値分野へのシフト  

 グループ各社とも技術をベースとしながらも、より付加価値が高いサービスを提供する方向を志向し

ております。具体的には、IT投資を行うユーザ企業を直接のターゲット顧客とし、お客様のビジネスニ

ーズに直接貢献する部分でのIT化を担うことによって、高い利益率のサービスにシフトしてまいりま

す。近時、経済不況に直面し、業界全体として売上単価の低下に直面しています。しかし、前述のよう

な付加価値の高い分野へのシフトにより、景気動向に左右されにくい体質へ変革してまいります。  

 ⑤ 戦略的投資  

(4) 会社の対処すべき課題
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 グループとしての資本力を活かすため、中長期戦略に従った戦略投資を各社で散発的に行うのでは

なく、グループとして集中的に行います。特に技術力による差別化を重視し、特長を活かす研究開発投

資を推進します。技術力蓄積やノウハウ共有を進め、差別化を図ります。またグループに加えるべき新

たな事業や技術については、M&Aも含め、積極的に検討してまいります。  

 ⑥ グループとしての効率化、全体 適化  

 IT関連企業群であることから、会社間で類似の業務が多く、各所で共通化が可能です。このような業

務の統合を行い、作業を効率化し、経費の削減を図ってまいりました。当期は、管理系組織の運営上の

点検を行ない、標準化してまいりました。今後は、グループ内の情報システムなどの資産を 適化する

ことなどが課題となり、経営のスピード向上、合理化を進めてまいります。  

 ⑦ 内部統制、業務管理体制の強化  

 今期より、いわゆるJ-SOX法が施行され、内部統制の適切な運用を行ってまいりました。今後は、内

部統制の適時見直しを行ってまいります。また、業務管理の強化を図り、品質管理、業務運営管理をよ

り一層緻密化する努力を行ってまいります。さらに、株主の方々の信頼にお応えする透明性の高い経

営、お客様企業に信頼される業務運営を履行してまいります。  

  

該当事項はありません。 

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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４.連結財務諸表

 (1)連結貸借対照表

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※2 985,267 ※2 798,849 

売掛金 648,300 670,410 

たな卸資産 28,179 － 

仕掛品 － 27,079 

繰延税金資産 35,666 21,382 

その他 87,561 181,980 

貸倒引当金 △2,047 △2,159 

流動資産合計 1,782,927 1,697,542 

固定資産 

有形固定資産 

建物 54,055 61,635 

減価償却累計額 △22,910 △29,189 

建物（純額） 31,144 32,446 

工具、器具及び備品 151,882 159,024 

減価償却累計額 △93,871 △117,137 

工具、器具及び備品（純額） 58,010 41,887 

建設仮勘定 5,880 － 

有形固定資産合計 95,035 74,333 

無形固定資産 

ソフトウエア 293,822 217,434 

ソフトウエア仮勘定 55,334 84,969 

のれん 739,907 696,545 

その他 1,029 939 

無形固定資産合計 1,090,094 999,888 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 285,780 ※1 372,528 

差入保証金 138,290 138,290 

保険積立金 6,969 16,092 

その他 35,738 78,551 

貸倒引当金 － △30,097 

投資その他の資産合計 466,778 575,364 

固定資産合計 1,651,907 1,649,585 

資産合計 3,434,835 3,347,127 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 92,885 39,670 

短期借入金 ※2 240,000 ※2 470,000 

未払法人税等 138,140 39,023 

賞与引当金 21,663 26,579 

その他 187,832 143,372 

流動負債合計 680,521 718,645 

固定負債 

長期借入金 ※2 150,000 ※2 90,000 

その他 19 32 

固定負債合計 150,019 90,032 

負債合計 830,541 808,678 

純資産の部 

株主資本 

資本金 797,550 797,550 

資本剰余金 1,181,070 1,181,070 

利益剰余金 464,147 460,745 

自己株式 － △20,277 

株主資本合計 2,442,767 2,419,088 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △2,063 △7,404 

評価・換算差額等合計 △2,063 △7,404 

新株予約権 － 5,374 

少数株主持分 163,590 121,391 

純資産合計 2,604,294 2,538,449 

負債純資産合計 3,434,835 3,347,127 
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(2)連結損益計算書 

(単位：千円) 

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

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

売上高 3,808,788 3,789,356 

売上原価 2,486,951 2,596,934 

売上総利益 1,321,837 1,192,422 

販売費及び一般管理費 ※1 864,526 ※1 918,530 

営業利益 457,311 273,892 

営業外収益 

受取利息 1,414 4,269 

受取配当金 2,552 2,280 

持分法による投資利益 3,496 － 

還付加算金 － 1,356 

保険解約返戻金 － 1,630 

その他 580 886 

営業外収益合計 8,043 10,422 

営業外費用 

支払利息 8,657 7,726 

株式交付費 211 69 

保険解約損 3,646 － 

為替差損 1,772 633 

持分法による投資損失 － 14,378 

その他 27 494 

営業外費用合計 14,314 23,302 

経常利益 451,039 261,011 

特別利益 

事業譲渡益 ※2 10,723 － 

貸倒引当金戻入額 512 － 

特別利益合計 11,235 － 

特別損失 

減損損失 － ※4 76,110 

貸倒引当金繰入額 － 27,710 

投資有価証券評価損 19,292 － 

役員退職慰労金 12,000 － 

その他 ※3 2,810 ※3 8,462 

特別損失合計 34,102 112,283 

税金等調整前当期純利益 428,172 148,728 

法人税、住民税及び事業税 225,943 148,687 

過年度法人税等 3,355 － 

法人税等調整額 △16,027 △3,829 

法人税等合計 213,271 144,857 

少数株主損失（△） △5,345 △42,199 

当期純利益 220,247 46,070 
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(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円) 

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

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

株主資本 

資本金 

前期末残高 796,050 797,550 

当期変動額 

新株の発行 1,500 － 

当期変動額合計 1,500 － 

当期末残高 797,550 797,550 

資本剰余金 

前期末残高 1,179,570 1,181,070 

当期変動額 

新株の発行 1,500 － 

当期変動額合計 1,500 － 

当期末残高 1,181,070 1,181,070 

利益剰余金 

前期末残高 259,347 464,147 

当期変動額 

剰余金の配当 △15,448 △49,472 

当期純利益 220,247 46,070 

当期変動額合計 204,799 △3,401 

当期末残高 464,147 460,745 

自己株式 

前期末残高 － － 

当期変動額 

自己株式の取得 － △20,277 

当期変動額合計 － △20,277 

当期末残高 － △20,277 

株主資本合計 

前期末残高 2,234,967 2,442,767 

当期変動額 

新株の発行 3,000 － 

剰余金の配当 △15,448 △49,472 

当期純利益 220,247 46,070 

自己株式の取得 － △20,277 

当期変動額合計 207,799 △23,679 

当期末残高 2,442,767 2,419,088 
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(単位：千円) 

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

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

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △631 △2,063 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,432 △5,340 

当期変動額合計 △1,432 △5,340 

当期末残高 △2,063 △7,404 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △631 △2,063 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,432 △5,340 

当期変動額合計 △1,432 △5,340 

当期末残高 △2,063 △7,404 

新株予約権 

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） － 5,374 

当期変動額合計 － 5,374 

当期末残高 － 5,374 

少数株主持分 

前期末残高 168,936 163,590 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,345 △42,199 

当期変動額合計 △5,345 △42,199 

当期末残高 163,590 121,391 

純資産合計 

前期末残高 2,403,273 2,604,294 

当期変動額 

新株の発行 3,000 － 

剰余金の配当 △15,448 △49,472 

当期純利益 220,247 46,070 

自己株式の取得 － △20,277 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,778 △42,165 

当期変動額合計 201,020 △65,844 

当期末残高 2,604,294 2,538,449 
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 428,172 148,728 

減価償却費 156,704 160,879 

減損損失 － 76,110 

のれん償却額 42,220 42,220 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △512 30,210 

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,410 4,916 

受取利息及び受取配当金 △3,966 △6,549 

支払利息 8,657 7,726 

株式交付費 211 69 

持分法による投資損益（△は益） △3,496 14,378 

事業譲渡損益（△は益） △10,723 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 19,292 － 

役員退職慰労金 12,000 － 

売上債権の増減額（△は増加） 131,542 △43,110 

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,217 1,100 

仕入債務の増減額（△は減少） △481 △53,215 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 7,954 △44,862 

未払又は未収消費税等の増減額 △24,830 14,159 

その他の資産の増減額（△は増加） 486 △7,775 

その他の負債の増減額（△は減少） △25,608 7,319 

その他 7,005 11,582 

小計 722,002 363,888 

利息及び配当金の受取額 3,945 4,249 

利息の支払額 △8,574 △7,791 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △232,163 △256,785 

役員退職慰労金の支払額 △12,000 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 473,210 103,561 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 － 50,000 

有形固定資産の取得による支出 △31,215 △21,222 

無形固定資産の取得による支出 △114,022 △100,457 

投資有価証券の取得による支出 △40,000 △110,133 

保険積立金の解約による収入 57,120 － 

差入保証金の差入による支出 △21,838 － 

事業譲渡による収入 ※2 9,882 － 

短期貸付けによる支出 － △150,000 

その他 △18,503 △9,090 

投資活動によるキャッシュ・フロー △158,578 △340,903 
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(単位：千円) 

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 900,000 1,610,000 

短期借入金の返済による支出 △900,000 △1,380,000 

長期借入金の返済による支出 △60,000 △60,000 

自己株式の取得による支出 － △20,482 

株式の発行による支出 △257 △69 

株式の発行による収入 3,000 － 

配当金の支払額 △14,804 △47,956 

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,061 101,490 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,625 △567 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 240,944 △136,418 

現金及び現金同等物の期首残高 644,322 885,267 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 885,267 ※1 748,849 
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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

－23－

㈱豆蔵ＯＳホールディングス(3756)　平成21年３月期決算短信



  

(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
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項  すべての子会社を連結しておりま

す。 

連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

 株式会社豆蔵 

 株式会社オープンストリーム 

 株式会社チェンジビジョン 

 株式会社エフ 

① 連結子会社の数   ４社 

連結子会社の名称 

 株式会社豆蔵 

 株式会社オープンストリーム 

 株式会社チェンジビジョン 

 株式会社エフ 

② 非連結子会社名 

 株式会社ＯＳプロスタッフィング 

連結の範囲から除いた理由 

 株式会社ＯＳプロスタッフィングは 

小規模であり、総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金等は、いずれも

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  すべての関連会社に対して持分法を

適用しております。 

① 持分法を適用した関連会社数   

 １社  

関連会社の名称 

 株式会社プログレス・パートナーズ

  

  

① 持分法を適用した関連会社数   

 １社 

   同左

②       ─ ② 持分法を適用しない非連結子会社 

 及び関連会社の名称  

 株式会社ＯＳプロスタッフィング  

持分法を適用しない理由 

 株式会社ＯＳプロスタッフィングは

当期純利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 決算日の異なる持分法適用会社の 

 処理 

 株式会社プログレス・パートナーズ

の決算日は12月31日であります。連結

財務諸表を作成するに当たっては、同

日現在の財務諸表を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引について

は、持分法適用上必要な調整を行って

おります。

③ 決算日の異なる持分法適用会社の 

 処理 

   同左

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項

 すべての連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しております。

   同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

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 

 その他有価証券 

  時価のあるもの

① 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの

連結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）

   同左

  時価のないもの 

    移動平均法による原価法

  時価のないもの 

        同左

② たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法

② たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資
産

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）

 (会計方針の変更) 

 当連結会計年度より、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号 平成18年７月５日公表分）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

① 有形固定資産

 定率法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物        ３～18年

工具、器具及び備品 ３～15年

① 有形固定資産

同左

 (会計方針の変更) 

 法人税法の改正（（所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30日 

法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30

日 政令第83号））に伴い、平成19年

４月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。 

 当該変更による営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える

影響額は軽微であります。 

 (追加情報) 

 なお、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連結会計年度か

ら５年間で均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

 当該変更による営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える

影響額は軽微であります。

─ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
─

② 無形固定資産

 市場販売目的のソフトウエアについ

ては、見込有効期間(３年)における見

込販売数量または見込販売収益に基づ

く償却額と販売可能な残存有効期間に

基づく均等配分額を比較し、いずれか

大きい金額を計上しております。

自社利用のソフトウエアについて

は、当社グループが見積もった利用可

能期間(３～５年)に基づく定額法を採

用しております。

② 無形固定資産

 市場販売目的のソフトウエアについ

ては、見込有効期間(３年)における見

込販売収益に基づく償却額と販売可能

な残存有効期間に基づく均等配分額を

比較し、いずれか大きい金額を計上し

ております。

自社利用のソフトウエアについて

は、当社グループが見積もった利用可

能期間(３～５年)に基づく定額法を採

用しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、

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

一部の連結子会社は、従業員賞与の

支給に備えるため、支給見込額のう

ち、当連結会計年度対応分の金額を計

上しております。

② 賞与引当金

       同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (4) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算基

準

 外貨建金銭債権債務は、当連結決算

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

 (5) 重要なリース取引の処理

方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

― 
  
 
  
 
 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

 金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしているため、特例処理

を採用しております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象  

 （ヘッジ手段）  

   金利スワップ  

 （ヘッジ対象）  

   借入金利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左

③ ヘッジ方針 

 当社グループは、借入金の金利変動

リスクを回避する目的で金利スワップ

を行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしており、有効性の評価を省略して

おります。

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左

 (7) その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要な

事項

① 繰延資産の処理方法

 株式交付費については、支出時に全

額費用として処理しております。

① 繰延資産の処理方法

同左

 

② 消費税等の処理方法

 消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

② 消費税等の処理方法

同左

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。

同左

６ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

 のれんは、５～20年間の定額法によ

り償却しております。

同左

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

 手許現金、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な投資からなって

おります。

同左

－27－

㈱豆蔵ＯＳホールディングス(3756)　平成21年３月期決算短信



 
  

 
  

(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

会計処理の変更

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

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

― （リース取引に関する会計基準等） 

 当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―  (連結貸借対照表)

  財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「仕掛品」に

区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「仕掛品」は、28,179千円であります。

 (連結損益計算書)

 前連結会計年度において、営業外費用の「その

他」に含めておりました「為替差損」（前連結会計

年度26千円）は、重要性が増したため、当連結会計

年度において区分掲記しております。

 (連結損益計算書)

  前連結会計年度に営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「還付加算金（前連結会計年度61

千円）」は、重要性が増したため、当連結会計年度に

おいて区分掲記しております。

 (連結キャッシュ・フロー計算書)

 前連結会計年度において、「投資活動によるキャ

ッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました

「差入保証金の差入による支出」（前連結会計年度

△1,062千円）は、重要性が増したため、当連結会計

年度において区分掲記しております。

―
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追加情報

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（ストックオプションとしての新株予約権の発行）

 当社は、平成19年６月27日開催の定時株主総会にお

いて、会社法第361条第１項第３号及び会社法第387条

第１項の規定に基づき、当社グループの取締役及び監

査役に対し、ストックオプションとして新株予約権を

発行すること、及び会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づき、当社グループの従業員に対し、ス

トックオプションとして新株予約権を発行することを

決議しました。

(1) 新株予約権の対象者

 当社及び当社子会社の取締役、監査役、顧問(使

用人の名称)及び使用人

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 当社普通株式400株を上限とします。

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場

合、次の算式により目的となる株式の数を調整す

るものとします。ただし、かかる調整は新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約

権の目的となる株式の数について行われ、調整の

結果生じる１株未満の端株についてはこれを切り

捨てるものとします。

調整後株式数

＝調整前株式数×分割・併合の比率

 また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併

を行い本件新株予約権が承継される場合、または

当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当

社は必要と認める株式数の調整を行うものとしま

す。

(3) 新株予約権の総数

 400個（新株予約権１個につき１株。ただし、

(2)に定める株式数の調整を行った場合は、同様の

調整を行う。）を上限とします。このうち、当社

取締役４名に対して120個を当社監査役に対して45

個を上限とします。

(4) 新株予約権と引換えに払い込む金銭

 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要

しないものとします。

(5) 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額

 各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額

は、各新株予約権の行使により発行または移転す

る株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価

額」という。）に行使株式数を乗じた金額としま

す。

 行使価額は、新株予約権を発行する日の属する

月の前月の各日（取引が成立していない日を除

く）における東京証券取引所における当社普通株

式の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満

の端数は切上げ）とします。

 ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の

終値（取引が成立しない場合はその前日の終値）

を下回る場合は、当該終値とします。

―
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割また

は株式併合を行う場合、上記行使価額は分割また

は併合の比率に応じ次の算式により調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り

上げるものとします。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

 また、時価を下回る価額で新株式の発行または

自己株式の処分（新株予約権の行使による場合を

除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算

式により調整されるものとし、調整により生じる

１円未満の端数は切上げるものとします。

調整後行使価額

=調整前行使価額×

既発行

株式数
＋

新規発行株式数×

１株当たり払込金額

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 上記算式において、「既発行株式数」とは当社

の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を

控除した数とし、自己株式の処分を行う場合に

は、「新規発行株式数」を「処分する株式数」

に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に

それぞれ読み替えるものとします。

 また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併

を行い本件新株予約権が承継される場合、または

当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当

社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし

ます。

(6) 新株予約権を行使することができる期間

 平成22年７月１日から平成28年６月30日までと

します。

(7) 新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時に

おいて、当社及び当社子会社の取締役、監査役、

顧問(使用人の名称)または使用人の何れかの地位

を保有しているものとします。

 ただし、当社の使用人の定年または会社都合に

よる退職など正当な理由がある場合、退任する当

社の取締役または監査役に正当な理由がある場

合、及び顧問契約解消に正当な理由がある場合に

はこの限りでないものとします。

② その他権利行使に関する条件については、取締

役会決議により決定するものといたします。

(8) 新株予約権の譲渡制限

 譲渡により新株予約権を取得するときは取締役

会の承認を要するものとします。

－30－

㈱豆蔵ＯＳホールディングス(3756)　平成21年３月期決算短信



  

 
  

(8)連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 関連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）  66,339千円 

※１ 非連結子会社及び関連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） 61,961千円 

※２ (担保資産)

担保に供している資産
担保権によって

担保されている債務

種類
期末帳簿 
価額 
(千円)

担保権 
の種類

内容
期末残高
(千円)

預金(定 
期預金)

50,000 質権
短期借入金
長期借入金

240,000
150,000

※２ (担保資産)

担保に供している資産
担保権によって

担保されている債務

種類
期末帳簿
価額 
(千円)

担保権
の種類

内容
期末残高
(千円)

預金(定
期預金)

50,000 質権
短期借入金
長期借入金

440,000
90,000

３ (当座貸越) 

 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。これら契約に基づく当期末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額 300,000千円

借入実行残高 180,000千円

差引額 120,000千円

３ (当座貸越) 

 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基づく当期末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,050,000千円

借入実行残高 380,000千円

差引額 670,000千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおり

であります。

役員報酬 148,006千円

給料手当 199,055千円

支払手数料 63,389千円

採用関連費 80,933千円

※１ 販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおり

であります。

役員報酬 185,166千円

給料手当 228,919千円

支払手数料 86,292千円

採用関連費 51,745千円

※２ 事業譲渡益の内容

事業譲渡益は、平成19年５月31日に連結子会社で

ある株式会社豆蔵が、連結Tax-Saver事業及び関連す

る財産を株式会社プログレス・パートナーズに事業譲

渡したことによるものです。 

 （事業譲渡を行った理由） 

 当社は、平成19年３月22日に株式会社オービックビ

ジネスコンサルタントと共同で会計、税務を基礎とし

た経営全般に関わるコンサルティングを提供する株式

会社プログレス・パートナーズを設立いたしました。

 当事業譲渡は、この提携の一環として「連結納税

Tax-Saver」の販売、保守、運用及びコンサルティン

グを提供している当事業を株式会社プログレス・パー

トナーズに事業譲渡することとしたものです。

  ２          ―

 

※３ 特別損失「その他」の内容

①リース解約損 

②固定資産売却損

1,077千円

  工具、器具及び備品 461千円

③固定資産除却損

  工具、器具及び備品 

  ソフトウエア

680千円

590千円

 ４          ─

 

※３ 特別損失「その他」の内容

①会員権評価損 8,280千円

②固定資産売却損

 工具、器具及び備品 182千円

 

  

 

※４ 特別損失「減損損失」の内容

   (1) 市場販売目的のソフトウエア 74,969千円

   (2) のれん

    ① 主な用途

       事業資産

    ② 種類

       連結子会社のれん

    ③ 場所

       株式会社チェンジビジョン 

       （東京都新宿区）

④ 減損損失の認識に至った経緯

 株式取得時に検討していた収益が見込めなく

なったため、回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計上しており

ます。

⑤ 減損損失額

       1,141千円

⑥ 回収可能価額の算定方法

 回収可能価額は零として減損損失を測定して

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

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 ストックオプションの行使による増加       24株 

  
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    該当事項はありません。 
  
  

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 
  
４ 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) 30,896 24 ― 30,920

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27日 
第８回 定時株主総
会

普通株式 15,448 500 平成19年３月31日 平成19年６月28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24日 
第９回 定時株主総
会

普通株式 利益剰余金 49,472 1,600 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

   
  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 
  

   
(変動事由の概要) 
増加数の内訳は、次の通りであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加 487株 

  

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
  
４ 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 

 
  

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) 30,920 ― ― 30,920

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) ― 487 ― 487

会社名 内訳
目的となる株
式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計年
度末残高(千

円)
前連結会計年

度末
増加 減少

当連結会計年
度末

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ─ ─ ─ 5,374

合計 ─ ─ ─ ─ 5,374

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24日 
第９回 定時株主総会

普通株式 49,472 1,600 平成20年３月31日 平成20年６月25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18日 
第10回 定時株主総会

普通株式 利益剰余金 30,433 1,000 平成21年３月31日 平成21年６月19日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日現在)

現金及び預金勘定 985,267千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△100,000千円

現金及び現金同等物 885,267千円

※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)

現金及び預金勘定 798,849千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△50,000千円

現金及び現金同等物 748,849千円

※２ 事業の譲渡により減少した資産及び負債の主な内

容

   連結Tax-Saver事業の事業譲渡により減少した資

産・負債の内訳は次のとおりであります。

固定資産 4,366千円

流動負債 13,257千円

  ２          ―
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  当社グループは、情報化戦略の策定支援、情報化業務の改革支援、システム受託開発、製 

  品開発・販売及びこれらに関する各種サービスを提供する単一事業区分の業務を営んでいる 

  ため、該当事項はありません。 

  

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項は 

  ありません。 

  

  海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 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 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 917千円

減価償却費相当額 874千円

支払利息相当額 19千円

―

２ 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。

３ 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。
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 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

   増資の引受については、当社が同社の実施した株主割当増資を１株につき50千円で引受けたもので

あります。 

  

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) 

（追加情報） 

当連結会計年度から平成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 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。 

  

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

該当事項はありません。 

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

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 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

  

  

(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

子会社等

属性
会社等の名

称
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

関連会社 株式会社 
プログレ
ス・パート
ナーズ

東京都渋
谷区

125,000 経営コン
サルティ
ング業

(所有)
直接40.0

兼任
 １人

─ 増資の引
受

40,000 ― ―
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産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）

①流動資産

 繰越欠損金 23,163千円

 賞与引当金 8,817千円

 未払事業税 11,378千円

 未払事業所税 1,632千円

 貸倒引当金 833千円

 連結会社内部利益消去 10,134千円

 その他 3,364千円

 評価性引当額 △23,536千円

 繰延税金負債(流動)との相殺 △120千円

  計 35,666千円

②固定資産

 その他有価証券評価差額金 1,416千円

 減価償却超過額 5,249千円

 連結会社内部利益消去 2,012千円

  計 8,678千円

繰延税金資産合計 44,344千円

 

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）

①流動資産

繰越欠損金 38,707千円

賞与引当金 10,818千円

未払賞与 3,759千円

未払事業税 4,411千円

未払事業所税 1,680千円

貸倒引当金 879千円

新株予約権 227千円

評価性引当額 △39,101千円

 計 21,382千円

②固定資産

その他有価証券評価差額金 5,081千円

会員権評価損 3,370千円

貸倒引当金 11,764千円

固定資産評価損 30,512千円

減価償却費 7,948千円

連結会社内部利益消去 3,351千円

評価性引当額 △34,183千円

 計 27,845千円

繰延税金資産合計 49,227千円

（繰延税金負債）

①流動負債

 未収還付事業税 2,745千円

 繰延税金資産(流動)との相殺 △120千円

  計 2,625千円

②固定負債

 連結会社内部損失消去 19千円

  計 19千円

繰延税金負債合計 2,644千円  

（繰延税金負債）

①流動負債

―

②固定負債

連結会社内部損失消去 32千円

 計 32千円

繰延税金負債合計 32千円

 

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 40.7％

 （調整）

 交際費等永久に損金に算入されない
項目

2.4％

 住民税均等割等 0.7％

 評価性引当額の増減 1.1％

 のれん償却額 4.0％

 過年度法人税等 0.8％

 その他 0.1％

 税効果適用後の法人税等の負担率 49.8％
 

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

6.6％

住民税均等割等 1.9％

評価性引当額の増減 33.5％

のれん償却額 11.5％

持分法による投資損失 4.7％

その他 △1.5％

税効果適用後の法人税等の負担率 97.4％
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 前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減損処理を行い、投資有価証券評価損

19,292千円を計上しております。 

  

 ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

   該当事項はありません。 

  

 ３ 時価評価されていない有価証券 

 
  

(有価証券関係)

区分

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

取得原価 
(千円)

連結貸借
対照表 
計上額 
(千円)

差額
(千円)

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 
 株式

― ― ― 30,148 33,826 3,677

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 
 株式

48,883 45,403 △3,480 58,868 42,703 △16,164

区分

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

(1) その他有価証券

 非上場株式 174,036 234,036

合計 174,036 234,036

(2) 子会社株式及び関連会社株式

 子会社株式 ─ 10,000

 関連会社株式 66,339 51,961

 合計 66,339 61,961
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 １ 取引の状況に関する事項 

 
  

 ２ 取引の時価等に関する事項 

   前連結会計年度（平成20年３月31日）及び当連結会計年度（平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため注記の対象から除

いております。 

  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１  取引の内容

 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引であります。

１           同左

２  取引に対する取組方針

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

２           同左

３  取引の利用目的

 当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利

市場における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。

 ① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件を満た

しているため、特例処理を採用しております。

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

  金利スワップ

（ヘッジ対象）

  借入金利息

 ③ ヘッジ方針

 当社は、借入金の金利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を行っております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップの特例処理の要件を満たしており、

有効性の評価を省略しております。

３           同左

４  取引に係るリスクの内容

 金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスク

を有しております。 

 なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限

定しているため、信用リスクはほとんどないと認識し

ております。

４           同左

５  取引に係るリスク管理体制

 デリバティブ取引の執行・管理については、経理担

当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

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

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び一部の連結子会社は、全国情報サービス産業厚生年金基金（総合設立型）に加入してお

ります。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであ

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日現在) 

 
(2)制度全体に占める当社及び一部の連結子会社の掛金拠出割合(平成19年３月分掛金拠出額) 

0.36％ 

(3)補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、未償却過去勤務債務残高1,076,725千円(平成19年３月31 

 日現在)及び剰余金58,044,804千円(平成19年３月31日現在)となっております。 

２．退職給付債務に関する事項 

当社及び一部の連結子会社が加入する全国情報サービス産業厚生年金基金は総合設立型であるた

め、退職給付債務は計算しておりません。 

３．退職給付費用に関する事項 

退職給付費用は、当該厚生年金基金に対する拠出額から従業員拠出額を控除した額として、

29,788千円計上しております。 

(追加情報) 

当連結会計年度より、「『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。 

  

(退職給付関係)

年金資産の額 414,972,369千円

年金財政計算上の給付債務の額 358,004,290千円

差引額 56,968,079千円
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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．採用している退職給付制度の概要 

当社及び一部の連結子会社は、全国情報サービス産業厚生年金基金（総合設立型）に加入してお

ります。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであ

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日現在) 

 
(2)制度全体に占める当社及び一部の連結子会社の掛金拠出割合(平成20年３月分掛金拠出額) 

0.13％ 

(3)補足説明 

 上記(1)の差引額の主な要因は、未償却過去勤務債務残高1,665,197千円(平成20年３月31 

 日現在)及び不足金11,811,351千円(平成20年３月31日現在)となっております。 

２．退職給付債務に関する事項 

当社及び一部の連結子会社が加入する全国情報サービス産業厚生年金基金は総合設立型であるた

め、退職給付債務は計算しておりません。 

３．退職給付費用に関する事項 

退職給付費用は、当該厚生年金基金に対する拠出額から従業員拠出額を控除した額として、

27,013千円計上しております。 

  

年金資産の額 392,848,769千円

年金財政計算上の給付債務の額 406,325,318千円

差引額 △13,476,548千円
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  前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

   ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 
    （注）株式数に換算しております。 

  

(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションの内容

提出会社 提出会社

第１回新株予約権 第２回新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社グループ取締役 ５名 当社グループ取締役 ５名

当社グループ監査役 １名 当社グループ監査役 １名

当社グループ従業員 86名 当社グループ従業員 68名

株式の種類別のストック・オ
プションの付与数（注）

普通株式 2,800株 普通株式 1,920株 

付与日 平成16年４月１日 平成18年４月28日

権利確定条件

 新株予約権の割当を受けた者は、

対象勤務期間継続して、当社グルー

プの取締役、監査役または従業員の

いずれかの地位を保有しているもの

とします。  

 ただし、当社グループの従業員の

定年または会社都合による退職など

正当な理由がある場合及び退任する

当社グループの取締役または監査役

に正当な理由がある場合にはこの限

りではないものとします。

 同左

対象勤務期間
平成16年４月１日から
平成18年６月30日まで

平成18年４月28日から 
平成20年６月30日まで

権利行使期間
平成18年７月１日から 平成20年７月１日から

平成24年６月30日まで 平成26年６月30日まで
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前連結会計年度（平成20年３月期）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 

 
  

(2) 単価情報 

 
  

２．ストック・オプションの規模及びその変動状況

提出会社 提出会社

第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利確定前  （株）

 前連結会計年度末 ─ 1,864

 付与 ― ―

 失効 ─ 156

 権利確定 ─ ―

 未確定残 ─ 1,708

権利確定後  （株）

 前連結会計年度末 1,644 ―

 権利確定 ― ─

 権利行使 24 ─

 失効 224 ─

 未行使残 1,396 ─

提出会社 提出会社

第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利行使価格（円） 125,000 254,100

権利行使時の平均株価
（円）

117,667 ―

付与日における公正な
評価単価（円）

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

販売費及び一般管理費  5,374千円 

(1) ストック・オプションの内容 

 
    （注）株式数に換算しております。 

  

１．当該連結会計年度における費用計上額及び科目名

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

提出会社 提出会社 提出会社

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

付与対象者の区分
及び人数

当社グループ取締役 ５名 当社グループ取締役 ５名 当社グループ取締役 ８名

当社グループ監査役 １名 当社グループ監査役 １名 当社グループ監査役 ３名

当社グループ従業員 86名 当社グループ従業員 68名 当社グループ従業員 ９名

株式の種類別のス
トック・オプショ
ンの付与数（注）

普通株式 2,800株 普通株式 1,920株 普通株式 400株 

付与日 平成16年４月１日 平成18年４月28日 平成20年６月20日

権利確定条件

 新株予約権の割当を受け

た者は、対象勤務期間継続

して、当社グループの取締

役、監査役または従業員の

いずれかの地位を保有して

いるものとします。  

 ただし、当社グループの

従業員の定年または会社都

合による退職など正当な理

由がある場合及び退任する

当社グループの取締役また

は監査役に正当な理由があ

る場合にはこの限りではな

いものとします。

同左 同左

対象勤務期間
平成16年４月１日から
平成18年６月30日まで

平成18年４月28日から
平成20年６月30日まで

平成20年６月20日から
平成22年６月30日まで

権利行使期間
平成18年７月１日から 平成20年７月１日から 平成22年７月１日から

平成24年６月30日まで 平成26年６月30日まで 平成28年６月30日まで
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度（平成21年３月期）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 

 
  

② 単価情報 

提出会社 提出会社 提出会社

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

権利確定前（株）

 前連結会計年度末 ─ 1,708 ─

 付与 ─ ─ 400

 失効 ─ 80 15

 権利確定 ─ 1,628 ─

 未確定残 ─ ─ 385

権利確定後（株）

 前連結会計年度末 1,396 ─ ─

 権利確定 ― 1,628 ─

 権利行使 ― ― ―

 失効 176 152 ─

 未行使残 1,220 1,476 ─

提出会社 提出会社 提出会社

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

権 利 行 使 価 格
（円）

125,000 254,100 84,389

権利行使時の平均
株価（円）

― ― ―

付与日における公
正 な 評 価 単 価
（円）

― ― 34,900
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(1) 使用した算定技法 

ブラック・ショールズ式 

(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法 

① 株価変動性 67％ 

平成16年11月10日～平成20年６月20日の株式実績に基づき算定しております。 

② 予想残存期間 ５年 

十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において

行使されるものとして推定して見積もっております。 

③ 予想配当 1,000円/株 

平成21年３月期の配当予想によっております。 

④ 無リスク利子率 

予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  

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

を採用しております。 

  

３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び 

 当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

(企業結合等関係)
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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。 

 
   ２．１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、以下のとお

りであります。 

 
  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 78,936円08銭 １株当たり純資産額 79,245円67銭

１株当たり当期純利益金額 7,124円51銭 １株当たり当期純利益金額 1,492円10銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、希薄化効果を有している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金額につい
ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

項目
前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,604,294 2,538,449

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円）

163,590 126,765

 （うち新株予約権） ─ (5,374)

 （うち少数株主持分） (163,590) (121,391)

普通株式に係る期末の純資産額 
（千円）

2,440,703 2,411,683

普通株式の発行済株式数 30,920 30,920

普通株式の自己株式数 ― 487

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）

30,920 30,433

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益（千円） 220,247 46,070

 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） 220,247 46,070

 普通株式の期中平均株式数（株） 30,914 30,876

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額

 当期純利益調整額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） ― ―

  (うち新株予約権) (―) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権２種類
定時株主総会の特別決議日 
平成15年12月22日 
 新株予約権の数 349個 
平成17年12月22日 
 新株予約権の数 427個

新株予約権３種類 
定時株主総会の特別決議日 
平成15年12月22日 
 新株予約権の数 305個 
平成17年12月22日 
 新株予約権の数 369個 
平成19年６月27日 
 新株予約権の数 385個
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  該当事項はありません。 

(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 ※2 239,579 ※2 298,341 

売掛金 ※1 21,399 ※1 37,611 

前払費用 7,839 8,780 

繰延税金資産 － 2,851 

短期貸付金 － ※1 204,750 

未収入金 － ※1 52,722 

未収税金 61,784 － 

未収還付法人税等 － 34,205 

その他 ※1 28,013 10,421 

流動資産合計 358,615 649,684 

固定資産 

有形固定資産 

建物 37,091 43,372 

減価償却累計額 △18,758 △22,863 

建物（純額） 18,333 20,509 

工具、器具及び備品 100,190 105,014 

減価償却累計額 △58,315 △74,439 

工具、器具及び備品（純額） 41,875 30,574 

建設仮勘定 5,880 － 

有形固定資産合計 66,089 51,084 

無形固定資産 

ソフトウエア 11,472 15,179 

その他 11,457 － 

無形固定資産合計 22,929 15,179 

投資その他の資産 

投資有価証券 217,040 308,167 

関係会社株式 1,872,412 1,780,905 

関係会社長期貸付金 31,500 36,750 

破産更生債権等 － 27,710 

長期前払費用 976 507 

繰延税金資産 1,416 16,359 

差入保証金 121,277 121,277 

保険積立金 6,969 15,015 

その他 14,230 5,950 

貸倒引当金 － △27,710 

投資その他の資産合計 2,265,822 2,284,933 

固定資産合計 2,354,842 2,351,197 

資産合計 2,713,458 3,000,881 
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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 

短期借入金 ※2 240,000 ※2 470,000 

未払金 22,443 27,474 

未払法人税等 － 11,306 

繰延税金負債 2,625 － 

前受金 － 2,205 

預り金 2,405 3,621 

流動負債合計 267,474 514,607 

固定負債 

長期借入金 ※2 150,000 ※2 90,000 

固定負債合計 150,000 90,000 

負債合計 417,474 604,607 

純資産の部 

株主資本 

資本金 797,550 797,550 

資本剰余金 

資本準備金 1,181,070 1,181,070 

資本剰余金合計 1,181,070 1,181,070 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 319,427 439,961 

利益剰余金合計 319,427 439,961 

自己株式 － △20,277 

株主資本合計 2,298,047 2,398,303 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △2,063 △7,404 

評価・換算差額等合計 △2,063 △7,404 

新株予約権 － 5,374 

純資産合計 2,295,984 2,396,274 

負債純資産合計 2,713,458 3,000,881 
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(2)損益計算書 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 ※1 285,252 ※1 744,068 

売上原価 

当期製品製造原価 － 15,658 

売上原価 － 15,658 

売上総利益 285,252 728,410 

販売費及び一般管理費 ※2 175,902 ※2 417,846 

営業利益 109,349 310,563 

営業外収益 

受取利息 ※1 2,090 3,532 

受取配当金 2,552 2,160 

還付加算金 － 1,355 

その他 537 533 

営業外収益合計 5,180 7,581 

営業外費用 

支払利息 8,657 7,824 

保険解約損 3,646 － 

株式交付費 211 69 

その他 － 205 

営業外費用合計 12,514 8,100 

経常利益 102,015 310,044 

特別損失 

投資有価証券評価損 19,292 － 

関係会社株式評価損 － 91,506 

貸倒引当金繰入額 － 27,710 

その他 ※3 1,161 ※3 8,462 

特別損失合計 20,453 127,679 

税引前当期純利益 81,561 182,365 

法人税、住民税及び事業税 1,859 29,114 

法人税等調整額 5,919 △16,754 

法人税等合計 7,778 12,360 

当期純利益 73,783 170,005 
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(注) ※１ 主な内容は、次のとおりであります。 

 
        ２ 前事業年度において当期製品製造原価が発生していないため、製造原価明細は記載しておりません。 

  

（原価計算の方法） 

  当社の原価計算は、実際個別原価計算を採用しております。 

製造原価明細書

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 

(％)

Ⅰ 労務費 10,300 65.8

Ⅱ 外注費 4,827 30.8

Ⅲ 経費 ※１ 530 3.4

  当期総製造費用 15,658 100.0

  期首仕掛品たな卸高 ―

合計 15,658

  期末仕掛品たな卸高 ―

  当期製品製造原価 15,658

項目 当事業年度(千円)

旅費交通費 514
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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 796,050 797,550 

当期変動額 

新株の発行 1,500 － 

当期変動額合計 1,500 － 

当期末残高 797,550 797,550 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,179,570 1,181,070 

当期変動額 

新株の発行 1,500 － 

当期変動額合計 1,500 － 

当期末残高 1,181,070 1,181,070 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,179,570 1,181,070 

当期変動額 

新株の発行 1,500 － 

当期変動額合計 1,500 － 

当期末残高 1,181,070 1,181,070 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 398 － 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △398 － 

当期変動額合計 △398 － 

当期末残高 － － 

繰越利益剰余金 

前期末残高 260,694 319,427 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 398 － 

剰余金の配当 △15,448 △49,472 

当期純利益 73,783 170,005 

当期変動額合計 58,733 120,533 

当期末残高 319,427 439,961 
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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) 

利益剰余金合計 

前期末残高 261,092 319,427 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 － － 

剰余金の配当 △15,448 △49,472 

当期純利益 73,783 170,005 

当期変動額合計 58,335 120,533 

当期末残高 319,427 439,961 

自己株式 

前期末残高 － － 

当期変動額 

自己株式の取得 － △20,277 

当期変動額合計 － △20,277 

当期末残高 － △20,277 

株主資本合計 

前期末残高 2,236,712 2,298,047 

当期変動額 

新株の発行 3,000 － 

剰余金の配当 △15,448 △49,472 

当期純利益 73,783 170,005 

自己株式の取得 － △20,277 

当期変動額合計 61,335 100,255 

当期末残高 2,298,047 2,398,303 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △631 △2,063 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,432 △5,340 

当期変動額合計 △1,432 △5,340 

当期末残高 △2,063 △7,404 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △631 △2,063 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,432 △5,340 

当期変動額合計 △1,432 △5,340 

当期末残高 △2,063 △7,404 
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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) 

新株予約権 

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） － 5,374 

当期変動額合計 － 5,374 

当期末残高 － 5,374 

純資産合計 

前期末残高 2,236,081 2,295,984 

当期変動額 

新株の発行 3,000 － 

剰余金の配当 △15,448 △49,472 

当期純利益 73,783 170,005 

自己株式の取得 － △20,277 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,432 33 

当期変動額合計 59,902 100,289 

当期末残高 2,295,984 2,396,274 
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該当事項はありません。 

(4)継続企業の前提に関する注記
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(5)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

(2) その他有価証券

 時価のあるもの

  決算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）

時価のないもの

  移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

 時価のあるもの

同左

   

  

 

 時価のないもの

同左

２ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物         ３～18年

  工具、器具及び備品  ４～15年

（会計方針の変更）

 法人税法の改正（（所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30

日 政令第83号））に伴い、平成19年

４月１日以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。

 当該変更による営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響額

は軽微であります。

(1) 有形固定資産

同左

―

(追加情報) 

 なお、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事業年度から５

年間で均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 当該変更による営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響額

は軽微であります。

―
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 無形固定資産

 自社利用のソフトウエアについて

は、当社が見積もった利用可能期間

(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

同左

 

３ 繰延資産の処理方法  株式交付費については、支出時に全

額費用として処理しております。

同左

 

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

貸倒引当金

同左

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

─

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしているため、特例

処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

 （ヘッジ手段） 

  金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

  借入金利息

(3) ヘッジ方針

  当社は、借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワップを行

っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップの特例処理の要件を

満たしており、有効性の評価を省略

しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

  

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 

(3) ヘッジ方針

同左

   

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

  

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の処理方法

  消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の処理方法

同左
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(6)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)

―  (グループ間取引の会計処理)

 従来、当社では、グループ各社に請求する兼務役員

の報酬、子会社の管理業務受託手数料等の諸経費を当

社販売費及び一般管理費から控除した上で、各子会社

において当該科目で計上しておりましたが、持株会社

体制による営業活動の収益計上の実態をより適切に表

示するため、当事業年度より、各種経費を総額表示

し、グループ各社の負担額を当社の売上高に含めてお

ります。 

 この変更により、従来の方法に比べ、売上高が

87,778千円増加し、売上総利益が同額増加、販売費及

び一般管理費は同額減少しておりますが、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益に対する影響はありま

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)

 前事業年度に流動資産「その他」に含めて表示してお

りました「未収税金」（前事業年度3,453千円）は、重

要性が増したため、当事業年度において区分掲記してお

ります。

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

  

  

  

―

 (貸借対照表)

１ 前事業年度に流動資産「その他」に含めて表示して

おりました「短期貸付金」（前事業年度18,000千円）

は、重要性が増したため、当事業年度において区分掲

記しております。

２ 前事業年度に流動資産「その他」に含めて表示して

おりました「未収入金」（前事業年度335千円）は、重

要性が増したため、当事業年度において区分掲記して

おります。

３ 前事業年度において、「未収税金」として掲記され

ていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い

財務諸表の比較可能性を向上するため、当事業年度よ

り「未収消費税等」「未収還付法人税等」に区分掲記

しております。なお、前事業年度における「未収税

金」を区分表示した額は「未収消費税等」が22,039千

円、「未収還付法人税等」が39,744千円であります。

  なお、当事業年度は未収消費税等に該当はありませ

ん。

 (損益計算書)

  前事業年度に営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「還付加算金（前事業年度42千円）」

は、重要性が増したため、当事業年度において区分掲

記しております。
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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)

（ストックオプションとしての新株予約権の発行）

 当社は、平成19年６月27日開催の定時株主総会にお

いて、会社法第361条第１項第３号及び会社法第387条

第１項の規定に基づき、当社グループの取締役及び監

査役に対し、ストックオプションとして新株予約権を

発行すること、及び会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づき、当社グループの従業員に対し、ス

トックオプションとして新株予約権を発行することを

決議しました。

(1) 新株予約権の対象者

 当社及び当社子会社の取締役、監査役、顧問(使

用人の名称)及び使用人

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 当社普通株式400株を上限とします。

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場

合、次の算式により目的となる株式の数を調整す

るものとします。ただし、かかる調整は新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約

権の目的となる株式の数について行われ、調整の

結果生じる１株未満の端株についてはこれを切り

捨てるものとします。

調整後株式数

＝調整前株式数×分割・併合の比率

 また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併

を行い本件新株予約権が承継される場合、または

当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当

社は必要と認める株式数の調整を行うものとしま

す。

(3) 新株予約権の総数

 400個（新株予約権１個につき１株。ただし、

(2)に定める株式数の調整を行った場合は、同様の

調整を行う。）を上限とします。このうち、当社

取締役４名に対して120個を当社監査役に対して45

個を上限とします。

(4) 新株予約権と引換えに払い込む金銭

 新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要

しないものとします。

(5) 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額

 各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額

は、各新株予約権の行使により発行または移転す

る株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価

額」という。）に行使株式数を乗じた金額としま

す。

 行使価額は、新株予約権を発行する日の属する

月の前月の各日（取引が成立していない日を除

く）における東京証券取引所における当社普通株

式の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満

の端数は切上げ）とします。

 ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の

終値（取引が成立しない場合はその前日の終値）

を下回る場合は、当該終値とします。

─
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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)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割また

は株式併合を行う場合、上記行使価額は分割また

は併合の比率に応じ次の算式により調整されるも

のとし、調整により生じる１円未満の端数は切り

上げるものとします。

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

 また、時価を下回る価額で新株式の発行または

自己株式の処分（新株予約権の行使による場合を

除く。）が行われる場合、上記行使価額は次の算

式により調整されるものとし、調整により生じる

１円未満の端数は切上げるものとします。

調整後行使価額

=調整前行使価額×

既発行

株式数
＋

新規発行株式数×

１株当たり払込金額

新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 上記算式において、「既発行株式数」とは当社

の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を

控除した数とし、自己株式の処分を行う場合に

は、「新規発行株式数」を「処分する株式数」

に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に

それぞれ読み替えるものとします。

 また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併

を行い本件新株予約権が承継される場合、または

当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当

社は必要と認める行使価額の調整を行うものとし

ます。

(6) 新株予約権を行使することができる期間

 平成22年７月１日から平成28年６月30日までと

します。

(7) 新株予約権の行使条件

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時に

おいて、当社及び当社子会社の取締役、監査役、

顧問(使用人の名称)または使用人の何れかの地位

を保有しているものとします。

 ただし、当社の使用人の定年または会社都合に

よる退職など正当な理由がある場合、退任する当

社の取締役または監査役に正当な理由がある場

合、及び顧問契約解消に正当な理由がある場合に

はこの限りでないものとします。

② その他権利行使に関する条件については、取締

役会決議により決定するものといたします。

(8) 新株予約権の譲渡制限

 譲渡により新株予約権を取得するときは取締役

会の承認を要するものとします。
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(7)個別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 (関係会社に対する資産及び負債)

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

るものは、次のとおりであります。

売掛金       21,399千円 

その他(短期貸付金) 18,000千円

※１ (関係会社に対する資産及び負債)

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

売掛金       37,611千円 

短期貸付金         104,750千円 

未収入金          50,748千円

※２ (担保資産)

担保に供している資産
担保権によって

担保されている債務

種類
期末帳簿 
価額 
(千円)

担保権の 
種類

内容
期末残高
(千円)

預金(定 
期預金)

50,000 質権
短期借入金
長期借入金

240,000
150,000

※２ (担保資産)

担保に供している資産
担保権によって

担保されている債務

種類
期末帳簿
価額 
(千円)

担保権の 
種類

内容
期末残高
(千円)

預金(定
期預金)

50,000 質権
短期借入金
長期借入金

440,000
90,000

３ （当座貸越）

  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。これら契約に基づく当期末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額 300,000千円

借入実行残高 180,000千円

差引額 120,000千円

３ （当座貸越）

  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２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当期末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額 950,000千円

借入実行残高 380,000千円

差引額 570,000千円

－65－

㈱豆蔵ＯＳホールディングス(3756)　平成21年３月期決算短信



  

 

  

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
(変動事由の概要) 
増加数の内訳は、次の通りであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加 487株 

  

  

(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 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

売上高 285,252千円

受取利息 1,506千円

※２ 販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおり

であります。

役員報酬 15,500千円

給料手当 17,646千円

地代家賃 9,894千円

減価償却費 29,234千円

支払手数料 53,451千円

 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

売上高 742,568千円

※２ 販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおり

であります。

役員報酬 90,850千円

給料手当 106,085千円

地代家賃 33,143千円

減価償却費 26,728千円

支払手数料 82,939千円

   おおよその割合

販売費 2％

一般管理費 98％

   おおよその割合

販売費 2％

一般管理費 98％

※３ 特別損失「その他」の内容

①固定資産売却損

  工具、器具及び備品 509千円

②固定資産除却損

  工具、器具及び備品 652千円

※３ 特別損失「その他」の内容

①会員権評価損 8,280千円

 

②固定資産売却損

  工具、器具及び備品 182千円

(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） ― 487 ― 487
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前事業年度（平成20年３月31日）及び当事業年度（平成21年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(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 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 58千円

減価償却費相当額 54千円

支払利息相当額 0千円

―

２ 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。

３ 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。

(有価証券関係)
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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

 (繰延税金資産)

 ①流動資産

 未払事業所税 120千円

 繰延税金負債(流動)との相殺 △120千円

  計 ─千円

 

 ②固定資産

 その他有価証券評価差額金 1,416千円

  計 1,416千円

繰延税金資産合計 1,416千円

 

 

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)

 ①流動資産

未払事業税 2,594千円

未払事業所税 257千円

 新株予約権 227千円

評価性引当額 △227千円

 計 2,851千円

 ②固定資産

その他有価証券評価差額金 5,081千円

会員権評価損 3,370千円

関係会社株式評価損 37,243千円

貸倒引当金 11,278千円

評価性引当額 △40,613千円

 計 16,359千円

繰延税金資産合計 19,210千円

 

 (繰延税金負債)

①流動負債

 未収還付事業税 2,745千円

 繰延税金資産(流動)との相殺 △120千円

  計 2,625千円

繰延税金負債合計 2,625千円

 ②固定負債

―

 (繰延税金負債)

①流動負債

―

 

 

 

 ②固定負債

―

 

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

2.5％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△35.0％

住民税均等割額 1.2％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等 
の負担率

9.5％

 

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

2.8％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△59.7％

評価性引当額の増減 22.4％

住民税均等割額 0.5％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等 
の負担率

6.8％
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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）及び 

 当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

(企業結合等関係)
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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。 

 
  ２．１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、以下のとおり

であります。 

 
  

(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 74,255円64銭 １株当たり純資産額 78,562円72銭

１株当たり当期純利益金額 2,386円73銭 １株当たり当期純利益金額 5,506円06銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、希薄化効果を有している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金額につい
ては、希薄化効果を有している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） 2,295,984 2,396,274

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円）

― 5,374

 （うち新株予約権） (―) (5,374)

普通株式に係る期末の純資産額 
（千円）

2,295,984 2,390,899

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）

30,920 30,433

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株当たり当期純利益金額

 当期純利益(千円) 73,783 170,005

 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) 73,783 170,005

 普通株式の期中平均株式数(株) 30,914 30,876

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

 当期純利益調整額(千円) ― ―

 普通株式増加数(株) ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権２種類
定時株主総会の特別決議日 
平成15年12月22日 
 新株予約権の数 349個 
平成17年12月22日 
 新株予約権の数 427個

新株予約権３種類 
定時株主総会の特別決議日 
平成15年12月22日 
 新株予約権の数 305個 
平成17年12月22日 
 新株予約権の数 369個 
平成19年６月27日 
 新株予約権の数 385個
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    該当事項はありません。 

(重要な後発事象)
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①取締役候補者 

 取締役社長 荻原 紀男 （現 取締役社長） 

 取締役   熊谷 恒治 （現 取締役） 

 取締役   佐藤 浩二 （現 取締役） 

 取締役   南口 和彦 （現 取締役） 

  

②取締役退任予定者 

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動（平成21年６月18日付）

   山岸 耕二 （現 取締役）

(2) その他
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