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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 1,378 △19.7 1 △98.9 △1 ― △168 ―

20年3月期 1,716 1.2 127 △16.1 114 △25.2 39 △47.3

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 △35.93 ― △10.8 △0.1 0.1
20年3月期 8.39 ― 2.4 4.2 7.5

（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 2,249 1,445 64.3 310.37
20年3月期 2,724 1,668 61.2 355.04

（参考） 自己資本   21年3月期  1,445百万円 20年3月期  1,668百万円

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 64 118 △235 632
20年3月期 71 2 92 686

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 ― ― ― 6.00 6.00 28 71.5 1.7
21年3月期 ― ― ― 4.00 4.00 18 ― 1.3

22年3月期 
（予想）

― ― ― 4.00 4.00 6.2

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

626 △4.0 △15 ― △20 ― △27 ― △5.87

通期 1,340 △2.8 40 ― 35 ― 3 ― 0.76
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 4,699,600株 20年3月期 4,699,600株

② 期末自己株式数 21年3月期  42,556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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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(1）経営成績に関する分析     

 当期における我が国の経済状況は、平成20年9月15日に発生した「リーマン・ショック」を契機として、これまで水

面化で燻っておりましたサブプライムローンに関連した債券市場並びにCDS（クレジットデフォルトスワップ）市場が

大混乱した結果、世界規模の「同時不況」に見舞われるかつてない極めて厳しい状況に突入しました。特に金融機関に

おける短期市場の機能麻痺は深刻であり、歴史ある金融機関等が市場から姿を消す様相に各国共に政府・中央銀行がこ

れまでに類を見ない有事の政策を投入する事態となりました。当初、国内経済に与える影響は少ないとした見方が一般

的でありましたが、国内の基幹産業である企業では第3四半期から状況は一変し、バブル崩壊時以上の不況となりまし

た結果、企業の雇用調整に伴う期間従業員又は派遣社員の雇用期間の延長見送りもしくは打ち切りとした「派遣切り」

は大きな社会問題としてクローズアップされましたことは記憶に新しいところです。また、上昇傾向が続いておりまし

たエネルギー関連並びに原材料関係の価格高騰は一斉に下落に向かうとともに、あらゆる業界で価格下落の様相を見せ

るデフレ懸念の状態にあります。   

 当社の主たる販売市場である測量設計・不動産登記・建設関連市場においても、この不況の波に飲み込まれた格好と

なり、デベロッパー企業各社の倒産の影響からマンションの契約率は低迷を辿るとともに、大型補正予算の執行の遅れ

から公共事業関連の執行も滞り、市場全体が低迷する厳しい状況にありました。このような状況の中で当社は、主力製

品である「WingNeo（ウィングネオ）」の拡販をはじめとし、測量の観測現場に欠かすことのできないモバイルシステ

ム「PocketNeo（ポケットネオ）」の業界標準に向けた提案並びに財団法人衛星測位利用推進センターの賛助会員とし

て、来たる準天頂衛星時代に向けた「高精度位置情報」の利活用シーンを様々な形で提案して参りました。当社の主力

製品である「WingNeo（ウィングネオ）」の拡販に至っては、平成20年12月より同製品の最新バージョンとなります

「WingNeo（ウィングネオ）Ver.6」の投入を図り、積極的なバージョンアップの推進による営業活動を展開いたしまし

た。同製品は今般改正された公共測量作業規程の「準則」に業界ではいち早く対応したこと等により全国のお客様より

高い評価をいただいく結果になりました。モバイルシステムである「PocketNeo（ポケットネオ）」については、同製

品の機能簡易バージョンを「WingNeo（ウィングネオ）Ver.6」とのセット販売を展開し、その普及強化を図って参りま

した。また、新規事業分野においては、あらゆる行政手続きに係るオンライン化に向けた具体的なソリューションをア

ライアンス企業と様々な業種・業態に対して提案を進めることにより、中期的な事業展開への整備に努めてまいりまし

た。 

 以上の結果、当期の売上高は1,378百万円（対前年比19.7％減）となり、販売市場の厳しい景況感を受けた売上高の

減少に対応すべくあらゆるコストの見直しと削減に努めましたが、営業利益は1百万（対前年比98.9％減）、経常損失

は1百万円（前年同期は114百万円の経常利益）となりました。当社は従来より実施してまいりました所有資産の効率的

活用を第３四半期に実施し、尾張旭事業所の土地・建物の減損処理後に売却処分を行い、それによって得た資金は今後

計画する新規事業に向けた営業基盤の構築・開発体制のさらなる充実に向けた投資資金として使用すること等により、

当期純損失は168百万円（前年同期は39百万円の当期純利益）となりました。 

（次期の見通し） 

 今後の見通しとしましては、好転の兆しがなかなか見ない世界同時不況を受け、引き続き厳しい経営環境が続くと予

想する中、主力製品「WingNeo（ウィングネオ）Ver.6」のバージョンアップ推進に係る営業の強化並びにお客様に向け

たサポートサービスの充実を図る安定収益の確保に努めます。一方では、平成19年5月に成立しました「地理空間情報

活用推進基本法」を受けた高精度位置情報のインフラを整備する大プロジェクト「Ｇ空間プロジェクト」に向けた様々

な提案を関係機関へ実施していく事から３次元地図整備計測事業等へ事業展開を図ってまいります。 

 以上から次期の業績の見通しにつきましては、売上高1,340百万円（当期比2.8％減）、営業利益40百万円（当期1百

万円の営業利益）、経常利益35百万円（当期1百万円の経常損失）、当期純利益3百万円（当期168百万円の当期純損

失）を見込んでおります。 

    

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末より475百万円減少しております。主な要因といたしましては、尾

張旭事業所の土地・建物の減損処理後の売却処分による有形固定資産の減少、売上高の減少に伴う現金及び預金、売掛

金の減少、無形固定資産の償却等によるものであります。  

負債につきましては、前事業年度末より251百万円減少しております。主な要因といたしましては、社債の償還、賞与

引当金の減少、買掛金の減少等によるものであります。 

純資産につきましては、前事業年度末より223百万円減少しております。主な要因といたしましては、自己株式の発

行、その他有価証券評価差額金の減少、利益剰余金の減少によるものであります。 

  

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、前事業年度に比べ53百万円減少し、当事業年度

１．経営成績
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末には632百万円となりました。 

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） 

当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は64百万円（前年同期は71百万円の獲得）となりました。これは主

に、税引前当期純損失205百万円、減損損失207百万円、賞与引当金の増減額29百万円、売上債権の増減額116百万円、

法人税等の支払額が72百万円計上されたこと等によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において投資活動の結果獲得した資金は118百万円（前年同期は2百万円の獲得）となりました。これは主に

有形固定資産の売却による収入103百万円、その他投資の売却による収入14百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は235百万円（前年同期92百万円の獲得）となりました。これは主に

社債の償還による支出200百万円、自己株式の取得による支出7百万円、配当金の支払額28百万円によるものでありま

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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注1）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。  

 (注2）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注3）有利子負債は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。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営における最重要課題として位置付けており、ROE並びにROAを重視した経

営に努め、業績に裏付けられた成果配分を行うことを利益配分の基本方針としております。 

   

(4）事業等のリスク 

 当社の事業展開及びその他のリスク要因として可能性があると考えられる主な事項を次のとおりとしております。 

①測量設計CADシステム及び不動産登記測量CADシステムへの依存について 

当社は、測量設計業・建設コンサルタント業及び土地家屋調査士業向けのCADシステムの開発及び販売を中心に、それ

らに付帯するサポートサービスの提案・販売を行っております。これらの業種は公共事業に係る予算及び執行状況に需

要が比例し、加えて関連する法改正の影響を受けるものであり、それらによって当社の業績に影響を与える場合があり

ます。 

②急速に進む技術革新について 

IT関連の技術革新に係る速度は、一層の加速が進む今日では、インターネットを介したフリーウェア並びに使用時間に

比例した従量課金制のシステムが台頭してきております。また、基本ソフトウェア（OS）のバージョンアップ及びアッ

プグレード毎への当社製品の対応に遅延が発生した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

③知的財産について 

ソフトウェアに係る知的財産については、様々な特許等が存在し、かつ、申請される今日においては、当社が保有する

知的財産への侵害と当社製品の抵触の双方が存在します。これらについて当社は顧問弁理士・弁護士との協議から当社

の知的財産の保全に努めるとともに、製品開発では知的財産に係る事前調査の徹底を図っておりますが、場合によって

は、それらに対応する費用の発生によって当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

   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（％）  53.6  62.3  61.2  64.3 

 時価ベースの自己資本比率（％）  61.1  46.7  35.2  36.5 

 債務償還年数（年）  1.7  3.2  9.4  7.3 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 63.0  35.1  14.6  8.4 
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該当事項はありません。  

   

(1）会社の経営の基本方針 

当社は次に示す経営理念を社是に定めております。 

                   社 是 

               知恵 それは無限の資産 

               実行 知恵は実行して実を結ぶ 

               貢献 実を結んで社会に貢献 

  

当社は、創業以来一貫して追求して来た「より正確な位置情報の解析」と「高精度数値演算」のコア技術を製品開発の

基本ベースとし、測量・土木建設・不動産登記市場において人的資源に依存した従来業務から、インターネット環境を

最大限活用したコンピュータシステムを利用するソフトウェア製品を提供し、多岐にわたるお客様業務の改善を提案し

てまいりました。こうした中で当社は、無限の資産である人的資源の持つ英知が当社における最大の財産であるとの理

念のもと、創業以来一貫してソフトウェアの開発・販売の体制を構築してまいりました。その結果、あらゆる業種・業

務に対応するソフトウェア製品の開発が可能となり、特に測量市場において常に時代の先端を目指す開発体制がお客様

からの信頼を得ることとなり、当社が目標とする「ソフトウェアの提供を通して社会に貢献する」経営理念と合致し、

将来にわたって「アイサンブランド」がお客様から支持を頂けるよう今後とも創造性豊かな製品開発に努めてまいりま

す。 

  

(2）目標とする経営指標 

当社は本業における収益確保を最大の経営目標としており、収益性の指標として売上高経常利益率を重視した経営諸施

策を進め通期における売上高経常利益率６％以上の確保を目標としております。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、測量・土木建設・不動産登記市場向けのソフトウェアメーカーとして、長年にわたって培ってまいりました

「より正確な位置情報の解析」と「高精度数値演算」のコア技術と最新のWeb 環境を融合させたソフトウェアを提供す

ることにより、お客様業務の効率化を支援することが当社に課せられた使命との認識のもと、測位データ解析技術を必

要とする業界のみならず、広く一般社会に普及すると予想される汎地球測位システムGPSの最新技術である高精度位置

情報配信サービスの本格運用に向けて同配信サービスを利用した様々な製品開発を推進することが重要な課題であると

認識するとともに、平成19年5月に成立いたしました「地理空間情報活用推進基本法」の目指す高精度位置情報の様々

な場面による利活用を具体的に実現する製品開発に向けた積極的な先行研究を進めてまいります。また、国土交通省が

積極的に推進する「建設CALS-EC」に対応した行政手続電子化対応ソフトウェア製品のバージョンアップを今後も進

め、さらなるお客様業務の効率化を提案し、普及を図っていくことが課題であると認識しております。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

平成20年9月15日の「リーマン・ショック」から端を発した世界同時不況の荒波が瞬く間に世界中を覆い尽した結果、

国内経済に与える影響は計り知れない状況であり、景気の落ち込みは未だ底を見ない形で推移する厳しい経営環境は当

面続くと予想しております。当社の主力製品の販売市場も例外ではなく、景況感の低迷に比例した形から購買意欲も従

うものと判断しております。 

 こうした状況の中において当社は、コア技術を最大に利活用した製品開発に努め、国内唯一の「測量市場」をソリュ

ーションするメーカーとしてのブランド力の向上に努めてまいります。特に平成19年5月に成立しました「地理空間情

報活用推進基本法」を受けた高精度位置情報のインフラを整備する大プロジェクト「Ｇ空間プロジェクト」に向けた

様々な提案を関係機関へ実施していく事から3次元地図整備計測事業等へ事業展開を図ることで、より測量市場に深く

関わる「深！測量」を中期的な経営方針として掲げた事業展開を進めてまいります。営業部門においては、主力製品の

最新バージョンであります「WingNeo（ウィングネオ）Ver.6」における積極的なバージョンアップ推進を図り、更なる

お客様の業務の効率化に向けた具体的なソリューションを展開してまいります。開発部門においては、3次元地図整備

計測事業並びにGPS測位による位置情報解析に係る研究を深め、他に類を見ない「オンリーワン」の開発に拘りながら

「深！測量」を担う製品開発に努めてまいります。間接部門におきましては、昨年から取り組んでおります内部統制に

係る体制の更なる整備を進め、コンプライアンスのもとあらゆる業務の「見える化」を推進し経営の透明化の促進を図

り当社に関わるステークホルダーに貢献してまいります。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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(5）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレートガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及び

その整備状況」に記載しております。 

  

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。  
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 766,095 712,797

受取手形 162,950 134,462

売掛金 ※1  392,144 ※1  304,145

商品 39,985 －

製品 3,717 －

商品及び製品 － 28,837

前渡金 9,555 9,555

前払費用 10,253 13,144

繰延税金資産 27,023 89,287

未収入金 142 987

その他 2,816 9,906

貸倒引当金 △7,216 △4,863

流動資産合計 1,407,467 1,298,260

固定資産   

有形固定資産   

建物 484,428 282,317

減価償却累計額 △220,351 △78,367

建物（純額） 264,077 203,950

構築物 1,747 －

減価償却累計額 △1,677 －

構築物（純額） 69 －

工具、器具及び備品 74,653 64,938

減価償却累計額 △59,199 △54,726

工具、器具及び備品（純額） 15,453 10,211

土地 597,348 341,789

リース資産 － 72,100

減価償却累計額 － △1,201

リース資産（純額） － 70,898

有形固定資産合計 876,949 626,850

無形固定資産   

電話加入権 4,718 4,718

ソフトウエア仮勘定 161 －

ソフトウェア製品 74,668 24,349

ソフトウエア 14,505 7,274

特許権 42,569 34,830

実用新案権 2,380 1,428

無形固定資産合計 139,004 72,602
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 67,928 36,364

関係会社株式 0 －

出資金 5 －

従業員長期貸付金 1,872 960

長期前払費用 135 64

差入保証金 48,796 45,305

保険積立金 247 247

会員権 31,893 18,613

長期預金 150,000 150,000

破産更生債権等 2,049 442

貸倒引当金 △2,049 △442

投資その他の資産合計 300,877 251,555

固定資産合計 1,316,832 951,008

資産合計 2,724,300 2,249,269

負債の部   

流動負債   

支払手形 6,801 14,961

買掛金 44,793 30,059

1年内償還予定の社債 200,000 100,000

短期リース債務 － 14,090

未払金 20,196 20,152

未払法人税等 69,824 7,854

未払消費税等 12,528 －

未払費用 28,904 18,610

前受金 5,331 5,138

預り金 10,583 7,008

賞与引当金 45,000 15,520

その他 1,904 690

流動負債合計 445,867 234,087

固定負債   

社債 470,000 370,000

リース債務 － 60,900

繰延税金負債 40,238 42,267

退職給付引当金 94,646 91,606

預り保証金 5,017 5,022

固定負債合計 609,902 569,796

負債合計 1,055,769 803,884
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 520,840 520,840

資本剰余金   

資本準備金 558,490 558,490

資本剰余金合計 558,490 558,490

利益剰余金   

利益準備金 25,200 25,200

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 200,512 115,386

別途積立金 100,000 150,000

繰越利益剰余金 248,106 86,568

利益剰余金合計 573,818 377,154

自己株式 － △7,375

株主資本合計 1,653,148 1,449,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,382 △3,724

評価・換算差額等合計 15,382 △3,724

純資産合計 1,668,530 1,445,384

負債純資産合計 2,724,300 2,249,269
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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 1,716,103 1,378,143

売上原価 422,522 370,471

売上総利益 1,293,581 1,007,671

販売費及び一般管理費 ※1、※2  1,165,793 ※1、※2  1,006,230

営業利益 127,787 1,441

営業外収益   

受取利息 2,234 2,405

受取配当金 1,499 1,068

雑収入 1,651 4,282

営業外収益合計 5,385 7,755

営業外費用   

支払利息 1,646 1,284

社債利息 3,014 6,393

社債保証料 1,774 3,161

社債発行費 11,289 －

雑損失 823 －

営業外費用合計 18,548 10,839

経常利益又は経常損失（△） 114,624 △1,642

特別利益   

貸倒引当金戻入額 390 1,608

関係会社株式売却益 － 1,800

投資有価証券売却益 － 5,855

特別利益合計 390 9,263

特別損失   

固定資産売却損 ※3  13,071 ※3  －

固定資産除却損 ※4  523 ※4  1,223

会員権売却損 － 3,832

投資有価証券評価損 4,300 －

商品除却損 21,427 423

減損損失 ※5  － ※5  207,659

特別損失合計 39,323 213,138

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 75,691 △205,517

法人税、住民税及び事業税 81,215 12,670

法人税等調整額 △44,964 △49,721

法人税等合計 36,250 △37,051

当期純利益又は当期純損失（△） 39,440 △168,465
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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 520,840 520,840

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 520,840 520,840

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 558,490 558,490

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 558,490 558,490

資本剰余金合計   

前期末残高 558,490 558,490

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 558,490 558,490

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 25,200 25,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,200 25,200

その他利益剰余金   

プログラム等準備金   

前期末残高 285,442 200,512

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 △84,930 △85,125

当期変動額合計 △84,930 △85,125

当期末残高 200,512 115,386

別途積立金   

前期末残高 － 100,000

当期変動額   

別途積立金の積立 100,000 50,000

当期変動額合計 100,000 50,000

当期末残高 100,000 150,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 251,932 248,106

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 84,930 85,125
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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) 

別途積立金の積立 △100,000 △50,000

剰余金の配当 △28,197 △28,197

当期純利益 39,440 △168,465

当期変動額合計 △3,826 △161,538

当期末残高 248,106 86,568

利益剰余金合計   

前期末残高 562,575 573,818

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △28,197 △28,197

当期純利益 39,440 △168,465

当期変動額合計 11,243 △196,663

当期末残高 573,818 377,154

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

当期変動額合計  △7,375

当期末残高 － △7,375

株主資本合計   

前期末残高 1,641,905 1,653,148

当期変動額   

剰余金の配当 △28,197 △28,197

当期純利益 39,440 △168,465

自己株式の取得 － △7,375

当期変動額合計 11,243 △204,039

当期末残高 1,653,148 1,449,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 49,523 15,382

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,141 △19,106

当期変動額合計 △34,141 △19,106

当期末残高 15,382 △3,724

評価・換算差額等合計   

前期末残高 49,523 15,382

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,141 △19,106

当期変動額合計 △34,141 △19,106

当期末残高 15,382 △3,724
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 1,691,428 1,668,530

当期変動額   

剰余金の配当 △28,197 △28,197

当期純利益 39,440 △168,465

自己株式の取得 － △7,375

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,141 △19,106

当期変動額合計 △22,898 △223,145

当期末残高 1,668,530 1,445,384
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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   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 75,691 △205,517

減価償却費 20,724 15,347

無形固定資産償却費 75,696 69,165

長期前払費用償却額 343 136

減損損失 － 207,659

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,146 △3,960

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 △29,480

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,542 △3,040

受取利息及び受取配当金 △3,733 △3,473

支払利息 4,661 7,677

雑収入 － △265

有形固定資産売却損益（△は益） 13,071 －

有形固定資産除却損益（△は益） 523 1,223

関係会社株式売却損益（△は益） － △1,800

投資有価証券評価損益（△は益） 4,300 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △5,855

会員権売却損益（△は益） － 3,832

売上債権の増減額（△は増加） △61,441 116,487

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,713 14,864

その他の資産の増減額（△は増加） 11,361 △831

仕入債務の増減額（△は減少） △14,194 △6,573

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,497 △17,933

その他の負債の増減額（△は減少） △7,354 △16,321

小計 137,256 141,342

利息及び配当金の受取額 3,867 3,370

利息の支払額 △4,594 △7,664

法人税等の支払額 △65,358 △72,959

営業活動によるキャッシュ・フロー 71,170 64,089

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 △851 △596

有形固定資産の売却による収入 12,110 103,500

無形固定資産の取得による支出 △9,658 △2,762

長期前払費用の取得による支出 － △66

会員権の取得による支出 － △4,600

会員権の売却による収入 － 14,000

投資有価証券の取得による支出 △115 △121

関係会社株式の売却による収入 － 1,800

投資有価証券の売却による収入 － 6,120

貸付金の回収による収入 972 912
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,456 118,185

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の発行による収入 300,000 －

社債の償還による支出 △140,000 △200,000

長期借入金の返済による支出 △39,400 －

自己株式の取得による支出 － △7,375

配当金の支払額 △28,199 △28,197

財務活動によるキャッシュ・フロー 92,400 △235,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 166,027 △53,298

現金及び現金同等物の期首残高 520,067 ※1  686,095

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  686,095 ※1  632,797
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

子会社株式及び関連会社株式 

────────── 

その他有価証券 

時価のあるもの 

その他有価証券 

時価のあるもの 

   決算日の市場価格等にもとづく時価法

(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．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・製品…総平均法による原価法 

 なお製品はソフトウェア以  

 外のマニュアル等のみを計  

 上しております。 

商品・製品…総平均法による原価法（収益

性の低下による簿価切下げの

方法） 

なお製品はソフトウェア以外

のマニュアル等のみを計上し

ております。 

（会計方針の変更）  

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成18年7月5日

企業会計基準第9号）を当第1四半期事業

年度から適用し、評価基準については、

原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）に変更しております。この結

果、従来の方法による場合と比べて売上

総利益、営業利益が3,294千円減少、経常

損失、税引前当期純損失がそれぞれ3,294

千円増加しております。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年4月1日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。なお、主な

耐用年数は以下のとおりであります。 

建    物 38～50年 

工具器具備品  2～15年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年4月1日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ44千円減

少しております。 
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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） 

   （追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の5％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額の

5％相当額と備忘価額との差額を5年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。これにより営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益がそ

れぞれ176千円減少しております。  

  

  

  

  (2）無形固定資産 

（市場販売目的のソフトウェア） 

 見込販売数量に基づく償却額と、残存

見込販売有効期間に基づく均等償却額と

の、いずれか大きい金額を計上しており

ます。なお、当初における見込販売有効

期間は、３年としております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

（市場販売目的のソフトウェア） 

同左 

  （自社利用のソフトウェア） 

 社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

（自社利用のソフトウェア） 

同左 

  (3）リース資産 

────────── 

(3）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。な

お、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ます。 

  (4）長期前払費用 

定額法 

(4）長期前払費用 

同左 

４．繰延資産の処理方法 社債発行費 

 支出時に全額費用処理しております。 

 ────────── 

  

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 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

  (3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

(3)退職給付引当金 

同左 
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該当事項はありません。  

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） 

６．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 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(2）プログラム準備金 

租税特別措置法の規定による積立金を同

法の規定に基づき取崩すこととしておりま

す。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(2）プログラム準備金 

同左 

会計処理方法の変更

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

当事業年度 
（自 平成20年４月１日   
  至 平成21年３月31日） 

 ────────── 

 （リース取引に関する会計基準等） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士

協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適

用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。この変更による当事業年度の損益への影響は軽

微であります。  

表示方法の変更

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．関係会社に対する債権   

   売掛金           24,854千円

※１．関係会社に対する債権 

──────── 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ※１．販売費に属する費用のおおよその割合は13％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は87％であり

ます。 

主要な費用及び金額は次のとおりであります。  

 ※１．販売費に属する費用のおおよその割合は15％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は85％であり

ます。 

    主要な費用及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬         72,057千円

給与・賞与  400,313

法定福利費  55,775

研究開発費  192,883

委託販売手数料  27,321

役員報酬         66,707千円

給与・賞与  338,296

販売促進費  50,171

賃借料  51,206

支払手数料  90,323

研究開発費  164,127

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は192,883千円で

あります。 

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は164,127千円で

あります。 

 ※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物          7,965千円

土地  5,106

計  13,071

 ※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

──────── 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具器具備品            513千円

計  523

工具器具備品            277千円

建物 945 

計 1,223 

※５．減損損失 

──────── 

  

  

※５．減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上いた

しました。  

当社は、売却予定資産については、個別物件単位でグルー

ピングしております。当該資産については、従来、共用資

産としてグルーピングしておりましたが、売却予定となっ

たため、回収可能価額まで減損し、減損損失207,659千円

（固定資産除売却損相当額）を特別損失に計上いたしまし

た。回収可能価額は正味売却価額（契約額）により測定し

ております。なお、当該資産は平成20年12月10日に売却済

であります。 

  

用途  種類  場所  

 売却予定資産 建物及び土地、その他 愛知県尾張旭市

  売却価額 帳簿価額 減損損失  

 建物及びその他

（千円） 
 －  50,931  50,931

 土地（千円）  103,500  255,558  152,058

 取壊額（千円）  －  －  4,669

 合計（千円）  103,500  306,490  207,659
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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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末

 株式数（千株）
当事業年度増加
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末
 株式数（千株）

発行済株式         

普通株式  4,699  －  －  4,699

合計  4,699  －  －  4,699

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

  
（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 

定時株主総会 
普通株式  28,197  6.0 平成19年3月31日 平成19年6月28日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月25日 

定時株主総会 
普通株式  28,197 利益剰余金   6.0 平成20年3月31日 平成20年6月26日

  
前事業年度末

 株式数（千株）
当事業年度増加
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末
 株式数（千株）

発行済株式         

普通株式  4,699 － －  4,699

合計  4,699 － －  4,699

自己株式         

普通株式 － 42 － 42 

合計 － 42 － 42 

  
（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25日 

定時株主総会 
普通株式  28,197 6.0 平成20年3月31日 平成20年6月26日 
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(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

       該当事項はありません。 

当事業年度（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。 

  

前事業年度（平成20年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

(注)当事業年度において、時価評価されていない有価証券(非上場株式)について4,300千円の減損処理を行

っております。 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年6月24日 

定時株主総会 
普通株式  18,628 利益剰余金  4.0 平成21年3月31日 平成21年6月25日

（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） 

※１．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 

※１．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 

現金及び預金勘定    766,095千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等  △80,000

現金及び現金同等物  686,095

現金及び預金勘定    712,797千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等  △80,000

現金及び現金同等物  632,797

※２．重要な非資金取引の内容 ※２．重要な非資金取引の内容 

──────── 当会計年度に貸借対照表に計上したリ

ース資産の取得額 
   72,100千円

（リース取引関係）

（有価証券関係）

種類   取得原価   貸借対照表計上額   差額 

(1)株式   38,332千円   64,228千円   25,896千円 

計   38,332    64,228    25,896  

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  3,700
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当事業年度（平成21年３月31日現在） 

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（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

       該当事項はありません。 

当事業年度（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。 

   種類 
取得原価 

（千円）  

 貸借対照表計上額

（千円） 

差額 

（千円）  

 貸借対照表計上額が

時価を超えるもの  
 株式    18,720     20,509     1,789

 貸借対照表計上額が

時価を超えないもの  
株式   17,668     12,154     △5,513

 合計      36,388    32,664    △3,724

 売却額（千円）  売却益の合計額（千円）  売却損の合計額（千円） 

 6,120    5,855  － 

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  3,700

（デリバティブ取引関係）

（退職給付会計関係）

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．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適

格退職年金制度を併用しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳 

(1)退職給付債務    △183,384千円

(2)年金資産  88,737

(3)退職給付引当金((1)+(2))  △94,646

(1)退職給付債務    △164,512千円

(2)年金資産  72,906

(3)退職給付引当金((1)+(2))  △91,606

 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用し

ております。 

 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用し

ております。 

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳 

(1)勤務費用      25,742千円 (1)勤務費用      31,733千円

 当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用し

ております。 

 当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用し

ております。 

４．退職給付債務の計算基礎 

(1）当社は簡便法を採用しておりますので基礎率等につ

いては記載しておりません。 

４．退職給付債務の計算基礎 

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） 

       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） 

       該当事項はありません。 

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

       該当事項はありません。 

当事業年度（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。 

  

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

       該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産）   

賞与引当金     18,270千円

退職給付引当金  38,426

ソフトウェア償却超過額  67,974

ゴルフ会員権評価損否認  18,598

減損損失否認   14,721

未払事業税   6,090

その他  12,405

繰延税金資産小計  176,486

評価性引当額   △42,137

繰延税金資産合計   134,349

（繰延税金負債）   

プログラム準備金  △137,050千円

その他  △10,513

繰延税金負債合計  △147,564

繰延税金負債の純額   △13,215千円

（繰延税金資産）   

賞与引当金      6,316千円

退職給付引当金  37,283

ソフトウェア償却超過額  65,914

ゴルフ会員権評価損否認 － 

減損損失否認   390

未払事業税   1,383

その他  89,498

繰延税金資産小計  200,787

評価性引当額   △74,572

繰延税金資産合計   126,215

（繰延税金負債）   

プログラム準備金  △79,194千円

その他 － 

繰延税金負債合計  △79,194

繰延税金負債の純額    47,020千円

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 

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 40.6％

(調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項目   1.5％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △0.4％

住民税均等割等 18.5％

貸倒引当金の評価性引当額 △0.5％

関係会社株式評価損の評価性引当額  2.3％

法人税額の特別控除(試験研究費) △14.1％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.9％

当期は税引前当期純損失となったため、記載しており

ません。 

（持分法損益等）
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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） 

       該当事項はありません。 

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 

 該当事項はありません。 

(2）役員 

 （注）１．取引金額に消費税等は含まれておりません。 

２．外注加工費及び研究開発費については、当社との関係を有しない他の当事者と同様に提供サービスの質及び

価格等を総合的に勘案し、取引の是非及び価格を決定しております。 

(3）子会社等 

該当事項はありません。 

  

(4）兄弟会社等  

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） 

(追加情報)  

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

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

おります。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

(2）役員 

 （注）１．取引金額に消費税等は含まれておりません。 

２．外注加工費及び研究開発費については、当社との関係を有しない他の当事者と同様に提供サービスの質及び

価格等を総合的に勘案し、取引の是非及び価格を決定しております。 

(3）子会社等 

 該当事項はありません。 

(4）兄弟会社等 

 該当事項はありません。 

  

（関連当事者情報）

属性 氏名 住所 

資本金
又は出
資金 

(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の
所有(被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容 取引金額 
(千円) 科目

期末残高
(千円) 役員の

兼任等
（人） 

事業上
の関係

役員  中村孝之  －   －

有限会社 

キーノスロジック

代表取締役社長 

(被所有)1.25 1
ソフト

開発 

外注加工費及

び研究開発費  
 159,791

前渡金  9,555

未払金 7,629

属性 氏名 住所 

資本金
又は出
資金 

(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の
所有(被所
有）割合 
（％） 

関係内容

取引の内容 取引金額 
(千円) 科目

期末残高
(千円) 役員の

兼任等
（人） 

事業上
の関係

役員  中村孝之  －   －

有限会社 

キーノスロジック

代表取締役社長 

(被所有)1.26 1
ソフト

開発 

外注加工費及

び研究開発費  
 148,722

前渡金  9,555

未払金 7,112
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 注） １株当たり当期純損益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

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） 

１．１株当たり純資産額 

            355円04銭

２．１株当たり当期純利益 

       8円39銭

１．１株当たり純資産額 

               310円37銭

２．１株当たり当期純損失 

        35円93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、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しており

ません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額について

は、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しており

ません。 

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益（千円）  39,440 － 

当期純損失（千円） －  168,465

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）  39,440 － 

普通株式に係る当期純損失（千円） －  168,465

期中平均株式数（株）  4,699,600  4,688,986

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

該当事項はありません。 

  

(2）その他 

主要品目別売上高は、次のとおりであります。 

（注）1.各項目のその他には、以下のものが含まれております。 

    （1）商品（ハードウェア）・・・・ディスクユニット・サプライ品（ケーブル・プリンタリボン） 

    （2）その他・・・・・・・・・・・修理・図化処理・搬入設置料・賃借料など 

   2.消費税等は含まれておりません。  

  

５．その他

品目 
第39期

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％）

製品     

測量ソフト（千円）  680,670 66.4 

土木ソフト（千円）  44,948 66.5 

製品計（千円）  725,619 66.4 

商品（ハードウェア）     

コンピュータ一式（千円）  57,207 63.4 

製図機（千円）  9,857 62.4 

その他（千円）  75,197 108.9 

商品（ソフトウェア）     

土木ソフト（千円）  2,102 148.8 

その他（千円）  70,215 386.2 

商品計（千円）  214,580 110.2 

その他     

  保守契約  275,907 99.6 

  インスト・セットアップ  21,510 53.0 

  その他  140,526 125.5 

その他計（千円）  437,943 101.9 

合計（千円）  1,378,143 80.3 
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