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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） 

 

(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 30,576 △5.1 891 △53.3 892 △53.1 506 △42.5
20年3月期 32,232 12.3 1,909 114.6 1,900 116.0 881 95.6

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 79.76 ― 11.2 6.5 2.9
20年3月期 138.75 ― 22.4 14.3 5.9

（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 13,399 5,096 35.0 738.34
20年3月期 14,101 4,693 30.7 681.16

（参考） 自己資本   21年3月期  4,689百万円 20年3月期  4,326百万円

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 △558 △353 △249 986
20年3月期 1,832 △99 △554 2,148

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 127 14.4 3.2
21年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 127 25.1 2.8
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 20.00 20.00 25.4

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

14,000 △7.3 150 △55.7 150 △56.0 80 △56.3 12.60

通期 30,000 △1.9 900 1.0 900 0.9 500 △1.3 78.72
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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、13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」 その他をご覧下さい。 

(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、22ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 6,355,000株 20年3月期 6,355,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  3,588株 20年3月期  2,790株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 24,368 △5.5 695 △47.0 702 △46.5 435 △44.3
20年3月期 25,782 12.7 1,312 100.8 1,311 100.4 781 106.3

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
円 銭 円 銭

21年3月期 68.57 ―
20年3月期 123.07 ―

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 10,902 4,187 38.4 659.36
20年3月期 11,463 3,896 34.0 613.39

（参考） 自己資本 21年3月期  4,187百万円 20年3月期  3,896百万円

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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。 

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

12,000 △3.0 100 △63.4 100 △64.4 60 △63.7 9.45

通期 24,000 △1.5 700 0.6 700 △0.3 400 △8.2 62.98

株式会社菱友システムズ（4685）平成21年３月期決算短信

- 2 -



(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当連結会計年度のわが国の経済環境は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混迷の影響

を受け、企業収益の大幅な悪化や雇用情勢の悪化等、景気後退局面に入りました。 

 当情報サービス産業界におきましても、特に後半は景気後退に伴う操業度の低下及び顧客の情報化投資の繰延べ、

凍結の影響を受けました。 

 このような事業環境にあって当社グループは、常に改革・改善を図ることと、新分野への進出等による競争力強化

を行ってまいりました。 

 しかしながら、システム機器販売事業において主要顧客からの受注が大幅に減少したため、売上高は305億76百万

円（前連結会計年度比5.1％減）となりました。 

 また、利益は売上高の減少並びに情報処理サービス事業及びシステム開発事業の操業度が低下したことや、システ

ム機器販売事業の粗利益が低下したこと等により、経常利益８億92百万円（前連結会計年度比53.1％減）、当期純利

益５億６百万円（前連結会計年度比42.5％減）となりました。 

 以下、事業別の概況は次のとおりであります。 

〔情報処理サービス事業〕 

 当事業は操業度の低下並びにシステム開発事業へ一部事業の移管があったため、売上高は77億90百万円（前連結会

計年度比3.7％減）となりました。 

〔システム開発事業〕 

 当事業は情報処理サービス事業より一部事業の移管を受けましたが、前年同期に比べ大型案件が減少したこと及び

それらの影響による操業度の低下等により、売上高は111億７百万円（前連結会計年度比3.8％減）となりました。 

〔システム機器販売事業〕 

 当事業は主要顧客からの受注が大幅に減少し、売上高は116億78百万円（前連結会計年度比7.3％減）となりまし

た。 

②次期の見通し 

 当業界における経営環境は、引続き景気後退の影響を受け厳しい環境下の時期が続くと考えられます。 

 このような状況下において当社グループは、操業度を確保すると共にお客様の動向を的確に把握しタイムリーな対

応をしていくことが不可欠であり、提案力の強化、事業の高付加価値化など、絶えず改革・改善を図ってまりいま

す。 

 次期業績予想は以下のとおり予想しております。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当連結会計年度末における資産合計は、133億99百万円（前連結会計年度末比７億２百万円減）となりました。

現金及び預金の減少が主な要因となっております。 

（負債） 

 当連結会計年度末における負債合計は、83億３百万円（前連結会計年度末比11億５百万円減）となりました。未

払法人税等及び長期借入金の減少が主な要因となっております。 

（純資産） 

 当連結会計年度末における純資産合計は、50億96百万円（前連結会計年度比４億２百万円増）となりました。利

益剰余金の増加が主な要因となっております。 

１．経営成績

  連      結 単      独 

売 上 高    百万円（前期比 ％減） 30,000 1.9    百万円（前期比 ％減） 24,000 1.5

営業利益       百万円（前期比 ％増） 900 1.0       百万円（前期比 ％増） 700 0.6

経常利益       百万円（前期比 ％増） 900 0.9       百万円（前期比 ％減） 700 0.3

当期利益        百万円（前期比 ％減） 500 1.3        百万円（前期比 ％減） 400 8.2
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②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における連結ベースの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11億62百万円減少して、当連結会計年度末には９億86百万円となりました。 

  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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動による資金の減少は、５億58百万円（前連結会計年度は18億32百万円の資金の

増加）となりました。これは税金等調整前当期純利益が８億87百万円と堅調であったものの、法人税等の支払で９

億52百万円、たな卸資産の増加で７億43百万円それぞれ資金の減少があっ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） 

 当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、３億53百万円（前連結会計年度は99百万円の資金の減

少）となりました。これは主に有形固定資産取得に２億38百万円、無形固定資産取得に１億12百万円の支出がそれ

ぞれあったこと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） 

 当連結会計年度において財務活動による資金の減少は、２億49百万円（前連結会計年度は５億54百万円の資金の

減少）となりました。これは主に長期借入金の返済に３億円の支出があったこと等によるものであります。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

※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 

 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  

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フローの利息の支払額を使用しております。 

４．平成21年度３月期は営業キャッシュ・フローがマイナスの為、「債務償還年数」及び「インタレスト・ガバレ

ッジ・レシオ」は算定しておりません。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分については、株主への利益還元を経営の重要課題と位置付けると共に、安定した配当を行うことを基本方

針としております。 

 また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、年１回の期末配当を行うことを基本方針

としております。 

 この基本方針に基づき、当期は１株当たり20円の配当を実施することとしました。  

 内部留保資金については、今後の研究開発投資や設備投資及び財務体質の強化に活用して事業の拡大に努めてまい

いります。  

 また次期配当については、１株当たり20円を予定しております。 

  

  
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（％）  21.5  25.6  28.4  30.7  35.0

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 29.4  56.8  37.3  29.9  24.2

債務償還年数（年）  3.2  0.8  2.5  0.3  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 22.2  81.2  31.5  233.5  －
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 当社グループ（当社及び連結子会社３社、以下同じ）は、情報サービスの提供（情報処理サービス、システム開発

及びシステム機器販売）を主な事業内容としております。 

 事業内容と当社及び関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

 上記のほか、その他の関係会社（非連結）として主要な顧客である三菱重工業株式会社があります。 

 以上に述べた事業の系統図は次のとおりであります。 

  

    

  

２．企業集団の状況

事業 主要事業内容 主要な会社 

情報処理サービス事業 １．コンピュータ室及び通信ネットワークシステム

の運営・管理 

２．各種システムの運用、保守、管理及びユーザサ

ービス 

３．データ入力サービス 

当社 

株式会社菱友システムビジネス 

  

株式会社菱友システムサービス 

システム開発事業 １．ビジネスシステムの設計、開発、運用及び保守 

２．エンジニアリングシステムの設計、開発、運用

及び保守並びに技術計算 

当社 

株式会社菱友システム技術  

システム機器販売事業 １．パーソナルコンピュータ、オフィスコンピュー

タ、エンジニアリングワークステーション及び

周辺機器の販売 

２．システム機器の据付及び保守サービス 

当社 

株式会社菱友システムビジネス 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は当期、次の３点を経営理念として定め、この経営理念のもと激変する時代環境に合わせ、品質の向上と技術

力の強化を図り、お客様のニーズに的確にお答えしていくとともに、時代を先取りした新しいサービスを心がけてま

いります。 

 ①お客様に最適のサービスを提供し、事業活動を通じて社会の発展に貢献する 

 ②技術力の強化と経営の改革を図り、時代に即応した魅力ある会社の実現に努める 

 ③社員の能力と創造力を尊重し、闊達なコミュニケーションで総合力を発揮する 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは将来にわたり安定した成長を継続的に確保するために、重要な経営指標として売上高経常利益率及

び１株当たり当期純利益の向上に努めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 「一流企業を目指して 挑戦と改革」を基本方針とし、以下の事業別方針を経営戦略として展開してまいります。

事業別方針 

 ①情報処理サービス事業 

   ・新規ビジネスへの挑戦と既存領域の改革 

 ②システム開発事業 

  ビジネスシステム 

   ・ビジネス規模拡大と業務プロセス改革による競争力強化 

  エンジニアリングシステム 

   ・事業規模拡大と得意技術の一流化 

 ③システム機器販売事業 

   ・足場を固めて大いなる目標にチャレンジ 

(4）会社の対処すべき課題 

 当業界における経営環境は、引続き景気後退の影響を受け厳しい環境下の時期が続くと考えられます。 

 このような状況下において当社グループは、操業度を確保すると共にお客様の動向を的確に把握しタイムリーな対

応をしていくことが不可欠であり、提案力の強化、事業の高付加価値化など、絶えず改革・改善を図ってまりいま

す。 

 また、技術教育に重点を置き、技術センターが中心となり技術力の強化に努めてまいります。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 内部管理体制の整備・運用状況につきましては、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」において記載しております。 

(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。 

  

３．経営方針
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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 2,148,821 986,791

受取手形及び売掛金 6,764,975 6,413,515

リース投資資産 － 11,475

たな卸資産 678,535 －

商品 － 865,934

仕掛品 － 555,796

繰延税金資産 898,331 929,281

その他 309,034 141,685

貸倒引当金 △40,814 △16,172

流動資産合計 10,758,883 9,888,309

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 677,286 665,044

土地 ※3  733,171 ※3  700,062

リース資産（純額） － 29,690

その他（純額） 144,728 235,553

有形固定資産合計 ※1  1,555,186 ※1  1,630,351

無形固定資産   

その他 107,805 173,697

無形固定資産合計 107,805 173,697

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  77,045 ※2  49,112

繰延税金資産 1,254,926 1,307,198

その他 348,442 350,708

貸倒引当金 △360 △180

投資その他の資産合計 1,680,055 1,706,840

固定資産合計 3,343,048 3,510,889

資産合計 14,101,932 13,399,198
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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 2,042,855 2,061,320

1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000

未払費用 2,268,973 2,287,245

リース債務 － 7,300

工事損失引当金 － 47,130

未払法人税等 582,564 34,965

その他 810,748 389,367

流動負債合計 6,005,141 5,127,329

固定負債   

長期借入金 300,000 －

再評価に係る繰延税金負債 ※3  575 ※3  575

リース債務 － 21,900

退職給付引当金 3,011,659 3,054,430

役員退職慰労引当金 91,396 98,884

固定負債合計 3,403,631 3,175,790

負債合計 9,408,773 8,303,120

純資産の部   

株主資本   

資本金 685,927 685,927

資本剰余金 250,015 250,015

利益剰余金 3,803,151 4,182,715

自己株式 △2,124 △2,631

株主資本合計 4,736,969 5,116,025

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,627 1,202

土地再評価差額金 ※3  △427,720 ※3  △427,720

評価・換算差額等合計 △410,093 △426,517

少数株主持分 366,282 406,570

純資産合計 4,693,158 5,096,078

負債純資産合計 14,101,932 13,399,198
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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 32,232,856 30,576,510

売上原価 ※1  26,444,157 25,197,059

売上総利益 5,788,699 5,379,450

販売費及び一般管理費   

役員報酬 178,274 176,961

従業員給料及び手当 1,889,154 2,037,647

退職給付費用 105,093 128,215

役員退職慰労引当金繰入額 26,958 30,933

従業員賞与 469,438 526,150

地代家賃 204,093 253,130

研究開発費 ※1  91,927 ※1  153,308

その他 914,245 1,182,074

販売費及び一般管理費合計 3,879,185 4,488,422

営業利益 1,909,514 891,028

営業外収益   

受取利息 2,279 4,064

受取配当金 2,963 2,509

その他 102 436

営業外収益合計 5,346 7,010

営業外費用   

支払利息 7,878 5,395

固定資産除却損 5,056 －

その他 1,433 470

営業外費用合計 14,368 5,866

経常利益 1,900,491 892,172

特別利益   

償却債権取立益 7,800 1,037

貸倒引当金戻入額 3,061 27,484

特別利益合計 10,861 28,521

特別損失   

退職給付費用 279,224 －

減損損失 － ※2  33,109

特別損失合計 279,224 33,109

税金等調整前当期純利益 1,632,128 887,584

法人税、住民税及び事業税 781,031 405,653

法人税等調整額 △111,392 △71,954

法人税等合計 669,639 333,699

少数株主利益 81,123 47,277

当期純利益 881,365 506,607
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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 685,927 685,927

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 685,927 685,927

資本剰余金   

前期末残高 250,015 250,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,015 250,015

利益剰余金   

前期末残高 2,985,308 3,803,151

当期変動額   

剰余金の配当 △63,522 △127,044

当期純利益 881,365 506,607

当期変動額合計 817,843 379,563

当期末残高 3,803,151 4,182,715

自己株式   

前期末残高 △2,124 △2,124

当期変動額   

自己株式の取得 － △506

当期変動額合計 － △506

当期末残高 △2,124 △2,631

株主資本合計   

前期末残高 3,919,125 4,736,969

当期変動額   

剰余金の配当 △63,522 △127,044

当期純利益 881,365 506,607

自己株式の取得 － △506

当期変動額合計 817,843 379,056

当期末残高 4,736,969 5,116,025
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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 41,955 17,627

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,328 △16,424

当期変動額合計 △24,328 △16,424

当期末残高 17,627 1,202

土地再評価差額金   

前期末残高 △427,720 △427,720

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △427,720 △427,720

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △385,764 △410,093

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,328 △16,424

当期変動額合計 △24,328 △16,424

当期末残高 △410,093 △426,517

少数株主持分   

前期末残高 292,149 366,282

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 74,133 40,287

当期変動額合計 74,133 40,287

当期末残高 366,282 406,570

純資産合計   

前期末残高 3,825,510 4,693,158

当期変動額   

剰余金の配当 △63,522 △127,044

当期純利益 881,365 506,607

自己株式の取得 － △506

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 49,804 23,863

当期変動額合計 867,648 402,919

当期末残高 4,693,158 5,096,078
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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 1,632,128 887,584

減価償却費 156,605 220,610

固定資産除却損 5,056 －

減損損失 － 33,109

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,421 △24,821

退職給付引当金の増減額（△は減少） 277,075 42,770

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,683 7,488

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 47,130

受取利息及び受取配当金 △5,243 △6,574

支払利息 7,878 5,395

売上債権の増減額（△は増加） △235,356 340,163

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,404 △743,195

その他の資産の増減額（△は増加） △6,476 △24,524

仕入債務の増減額（△は減少） 190,335 18,464

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,456 △138,257

未払費用の増減額（△は減少） △180,947 19,044

その他の負債の増減額（△は減少） 277,832 △292,146

その他 － 461

小計 2,180,011 392,704

利息及び配当金の受取額 5,243 6,574

利息の支払額 △7,851 △6,168

法人税等の支払額 △344,464 △952,093

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,832,938 △558,984

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 △88,896 △238,370

無形固定資産の取得による支出 △15,744 △112,508

その他 5,392 △2,187

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,248 △353,067

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △483,487 191,862

長期借入金の返済による支出 － △300,000

リース債務の返済による支出 － △7,300

自己株式の取得による支出 － △506

配当金の支払額 △63,522 △127,044

少数株主への配当金の支払額 △6,990 △6,990

財務活動によるキャッシュ・フロー △554,000 △249,978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,179,690 △1,162,030

現金及び現金同等物の期首残高 969,131 2,148,821

現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,148,821 ※  986,791
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

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     

(1）連結子会社数 連結の範囲に含めた子会社は次の３社で

あります。 

株式会社 菱友システム技術 

株式会社 菱友システムビジネス 

株式会社 菱友システムサービス 

同左 

(2）非連結子会社 連結の範囲から除外している子会社はあ

りません。 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用していない関連会社（赤い

靴株式会社）は、当期純利益及び利益剰

余金等に与える影響額は僅少であり、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。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は連結決算

日と一致しております。 

同左 

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 

（イ）有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

総平均法により算定） 

（イ）有価証券 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

同左 

  ・時価のないもの 

総平均法による原価法 

・時価のないもの 

同左 

  （ロ）たな卸資産 

商品 

個別法による原価法 

（ロ）たな卸資産 

商品 

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） 

  仕掛品 

個別法による原価法 

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。 

これにより、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益はそれぞれ

72,685千円減少しております。  
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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 

（イ）有形固定資産 

建物（附属設備を除く）については定

額法、建物以外については定率法。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物  ３～48年 

（イ）有形固定資産（リース資産を除く） 

建物（附属設備を除く）については定

額法、建物以外については定率法。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物  ３～48年 

  （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当連結会計年

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。 

なお、これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

  

  （追加情報） 

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

した連結会計年度の翌連結会計年度よ

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。 

なお、これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

  

   （ロ）無形固定資産 

定額法 

ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法、市場販売目

的のソフトウェアについては、販売可

能な有効期間（３年以内）における見

込販売収益に基づく償却額と残存有効

期間に基づく均等配分額とを比較し、

いずれか大きい額を償却する方法を採

用しております。 

（ロ）無形固定資産（リース資産を除く） 

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） 

  （ハ）    ───────  （ハ）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

額を零とする定額法を採用しており

ます。 

（会計方針の変更） 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リー

ス取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号（平成５年６月17日（企業

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

処理を適用しております。 

これによる損益に与える影響は軽微で

あります。  

(3）重要な引当金の計上基

準 

（イ）貸倒引当金 

金銭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主として貸倒

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。 

（イ）貸倒引当金 

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） 

  （ロ）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

数理計算上の差異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間（16年

～19.4年）による定額法により、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。退職給付

制度の一部変更により発生した過去勤

務債務は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間（19.4年）による

定額法により、制度の改定日から費用

処理しております。 

（ロ）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

数理計算上の差異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間（16年

～19.4年）による定額法により、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。退職給付

制度の一部変更により発生した過去勤

務債務は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間（19.4年）による

定額法により、制度の改定日から費用

処理しております。 

  （追加情報） 

連結子会社の一部の退職給付債務の算

定は、従来「退職給付会計に関する実

務指針」（日本公認会計士協会 会計

制度委員会報告第13号）に定める簡便

法によっておりましたが、従業員の増

加等に伴い退職給付に係る会計処理を

より適切に行うため、当連結会計年度

より原則法による算定方法に変更して

おります。この変更に伴い、当連結会

計年度期首における退職給付債務につ

いて計算した簡便法と原則法の差額

279,224千円を特別損失に計上してお

ります。この結果、従来と同一の方法

によった場合に比し、営業利益、経常

利益はそれぞれ9,205千円多く、税金

等調整前当期純利益は270,018千円、

当期純利益は160,148千円少なく計上

しております。 

  

  （ハ）役員退職慰労引当金 

取締役、監査役及び執行役員の退任に

伴う役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。 

（ハ）役員退職慰労引当金 

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） 

  （ニ）    ─────── 

  

（ニ）工事損失引当金 

受注案件の損失に備えるため、受注制

作のソフトウェア開発案件のうち当連

結会計年度末で将来の損失が確実視さ

れ、かつ、その金額を合理的に見積る

ことができる案件について，翌連結会

計年度以降に発生が見込まれる損失額

を計上しております。 

なお、工事損失引当金の計上対象案件

のうち、当連結会計年度末の仕掛品残

高が当連結会計年度末の受注残高を既

に上回っている案件については、その

上回った金額は仕掛品の評価損として

計上しており、工事損失引当金には含

めておりません。 

(4）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。 

─────── 

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

（イ）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

（イ）消費税等の会計処理 

同左 

  （ロ）    ───────  （ロ）収益及び費用の計上基準 

ファイナンス・リース取引に係る収益

の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価

を計上する方法によっております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 
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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） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

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」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品」「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「商品」「仕掛品」は、それぞれ390,291千

円、288,244千円であります。 

（連結損益計算書） 

１．「貸倒引当金戻入益」は、前連結会計年度は営業外

収益に表示しておりましたが、その重要性を勘案し当

連結会計年度より特別利益に表示しております。 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外費用

の「固定資産除却損」（当連結会計年度468千円）は、営

業外費用の総額の100分の10以下となったため、「その

他」に含めて表示することとしました。 

２．「固定資産除却損」は、前連結会計年度は営業外費

用の「その他営業外費用」に含めて表示しておりまし

たが、当連結会計年度において、営業外費用の総額の

100分の10以上となりましたので区分掲記しておりま

す。 

なお、前連結会計年度の「固定資産除却損」の金額は

320千円であります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

「固定資産除却損」は、前連結会計年度は営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示してお

りましたが、金額的重要性が増したため当連結会計年度

より区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「固定資産除却損」の金額は320

千円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外活動

によるキャッシュ・フローの「固定資産除却損」（当連

結会計年度468千円）は、金額的重要性がなくなったため

「その他」に含めて表示することとしました。 
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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日現在） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

（注１）有形固定資産の減価償却累計額は、825,474千円で

あります。 

（注１）有形固定資産の減価償却累計額は、966,733千円で

あります。 

（注２）関連会社に対するものは次のとおりであります。 （注２）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） 0千円 投資有価証券（株式） 0千円 

（注３）「土地」については、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行っております。この

評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当分

を「再評価に係る繰延税金負債」として固定負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

（注３）「土地」については、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行っております。この

評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当分

を「再評価に係る繰延税金負債」として固定負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

再評価の方法 「土地の再評価に関す

る施行令」（平成10年

３月31日公布政令119

号）第２条第３号に定

める地方税法第341条

第十号の土地課税台帳

又は同条第十一号の土

地補充課税台帳に登録

されている価格に合理

的な調整を行う方法に

より算出 

再評価及び減損処理を

行った土地の期末にお

ける時価と再評価及び

減損処理後の帳簿価額

との差額    △67,897千円 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

再評価の方法 「土地の再評価に関す

る施行令」（平成10年

３月31日公布政令119

号）第２条第３号に定

める地方税法第341条

第十号の土地課税台帳

又は同条第十一号の土

地補充課税台帳に登録

されている価格に合理

的な調整を行う方法に

より算出 

再評価及び減損処理を

行った土地の期末にお

ける時価と再評価及び

減損処理後の帳簿価額

との差額       △34,792千円 
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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） 

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

（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） 

（注１）一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、102,481千円であります。  

  

  

（注２）             ──────── 

（注１）一般管理費に含まれる研究開発費は、153,308千円

であります。 

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はあり

ません。  

（注２）減損損失 

当連結会計年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。 

当社グループは主として支社・営業所単位をグルーピン

グの基礎とし、遊休資産については上記グループから区

別してグルーピングを行っております。 

当該資産は現在遊休資産であり、また将来の用途が定ま

っていないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（33,109千円）として特別損失に

計上しました。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測

定し、固定資産税評価額を合理的に調整した価格に基づ

き評価しております。  

場所 用途 種類 

富山県富山市 遊休資産 土地 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  6,355,000  －  －  6,355,000

合計  6,355,000  －  －  6,355,000

自己株式         

普通株式  2,790  －  －  2,790

合計  2,790  －  －  2,790

  
（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５月24日 

取締役会 
普通株式  63,522  10 平成19年３月31日 平成19年６月29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４月24日 

取締役会 
普通株式  127,044 利益剰余金  20 平成20年３月31日 平成20年６月26日

株式会社菱友システムズ（4685）平成21年３月期決算短信

- 20 -



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

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  6,355,000  －  －  6,355,000

合計  6,355,000  －  －  6,355,000

自己株式         

普通株式  2,790  798  －  3,588

合計  2,790  798  －  3,588

  
（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４月24日 

取締役会 
普通株式  127,044  20 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年４月28日 

取締役会 
普通株式  127,028 利益剰余金  20 平成21年３月31日 平成21年６月26日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

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 

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） （平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,148,821千円 

現金及び現金同等物 2,148,821千円 

現金及び預金勘定 986,791千円 

現金及び現金同等物 986,791千円 
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（開示の省略） 
リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者との取引、ストック・オプション

等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を
省略しております。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは情報処理サービスの総合的な提供を事業内容として

おり、不可分の営業形態でありますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外拠点

がないため開示する事項はありません。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しておりま

す。 

（注）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。 

 該当事項はありません。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（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 681円16銭 

１株当たり当期純利益 138円75銭 

１株当たり純資産額    738円34銭 

１株当たり当期純利益    79円76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。 

  
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) 

当期純利益（千円）  881,365  506,607

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）  881,365  506,607

期中平均株式数（株）  6,352,210  6,351,475

（重要な後発事象）
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５．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 1,801,825 598,985

受取手形 68,368 68,895

売掛金 ※2  5,278,995 ※2  4,949,092

リース投資資産 － 11,475

商品 389,106 864,723

仕掛品 184,078 461,933

前払費用 34,205 53,061

繰延税金資産 639,462 690,580

その他 32,303 38,306

貸倒引当金 △34,000 △7,000

流動資産合計 8,394,346 7,730,054

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 669,841 652,816

構築物（純額） 1,357 1,181

工具、器具及び備品（純額） 100,326 187,620

土地 ※3  733,171 ※3  700,062

リース資産（純額） － 29,690

有形固定資産合計 ※1  1,504,696 ※1  1,571,371

無形固定資産   

ソフトウエア 79,488 141,368

その他 4,375 4,217

無形固定資産合計 83,863 145,586

投資その他の資産   

投資有価証券 59,995 37,182

関係会社株式 150,140 145,020

破産更生債権等 360 180

長期前払費用 7,862 3,931

繰延税金資産 1,004,455 1,005,841

敷金及び保証金 243,462 251,271

その他 14,820 12,607

貸倒引当金 △360 △180

投資その他の資産合計 1,480,736 1,455,854

固定資産合計 3,069,296 3,172,811

資産合計 11,463,642 10,902,866
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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 ※2  1,621,404 ※2  1,811,538

1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000

リース債務 － 7,300

未払金 59,921 46,277

未払費用 1,608,201 1,646,613

工事損失引当金 － 47,130

未払法人税等 426,554 36,705

未払消費税等 165,226 36,690

前受金 438,234 148,764

預り金 ※2  150,397 ※2  150,663

その他 2,272 －

流動負債合計 4,772,212 4,231,683

固定負債   

長期借入金 300,000 －

再評価に係る繰延税金負債 ※3  575 ※3  575

リース債務 － 21,900

退職給付引当金 2,448,533 2,418,915

役員退職慰労引当金 45,950 41,895

固定負債合計 2,795,059 2,483,286

負債合計 7,567,271 6,714,969

純資産の部   

株主資本   

資本金 685,927 685,927

資本剰余金   

資本準備金 250,015 250,015

資本剰余金合計 250,015 250,015

利益剰余金   

利益準備金 26,500 26,500

その他利益剰余金   

別途積立金 2,500,000 3,050,000

繰越利益剰余金 846,146 604,604

利益剰余金合計 3,372,646 3,681,104

自己株式 △2,124 △2,631

株主資本合計 4,306,463 4,614,414

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,627 1,202

土地再評価差額金 ※3  △427,720 ※3  △427,720

評価・換算差額等合計 △410,093 △426,517

純資産合計 3,896,370 4,187,896

負債純資産合計 11,463,642 10,902,866
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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   

情報処理売上高 14,139,334 13,738,191

商品売上高 11,643,072 10,630,097

売上高合計 ※1  25,782,406 ※1  24,368,289

売上原価   

情報処理売上原価 11,693,228 11,697,127

商品売上原価 9,572,873 8,238,121

売上原価合計 21,266,101 19,935,249

売上総利益 4,516,304 4,433,040

販売費及び一般管理費   

役員報酬 85,138 80,561

従業員給料及び手当 1,525,329 1,658,554

退職給付費用 92,029 98,508

役員退職慰労引当金繰入額 15,370 19,390

従業員賞与 411,221 465,042

外注費 174,260 216,157

地代家賃 178,260 168,510

租税公課 55,634 54,269

減価償却費 75,108 128,193

研究開発費 ※2  91,842 ※2  137,150

その他 499,159 711,020

販売費及び一般管理費合計 3,203,357 3,737,359

営業利益 1,312,947 695,680

営業外収益   

受取利息 1,148 2,205

受取配当金 ※1  10,588 ※1  10,519

その他 1,181 415

営業外収益合計 12,918 13,139

営業外費用   

支払利息 ※1  8,170 ※1  6,372

固定資産除却損 4,752 －

その他 1,337 309

営業外費用合計 14,260 6,682

経常利益 1,311,605 702,138

特別利益   

償却債権取立益 7,800 1,037

貸倒引当金戻入額 － 27,180

特別利益合計 7,800 28,217

特別損失   

減損損失 － ※3  33,109

特別損失合計 － 33,109

税引前当期純利益 1,319,405 697,246

法人税、住民税及び事業税 564,296 302,979

法人税等調整額 △26,641 △41,235

法人税等合計 537,655 261,744

当期純利益 781,750 435,502
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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 685,927 685,927

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 685,927 685,927

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 250,015 250,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,015 250,015

資本剰余金合計   

前期末残高 250,015 250,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,015 250,015

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 26,500 26,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 26,500 26,500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,100,000 2,500,000

当期変動額   

別途積立金の積立 400,000 550,000

当期変動額合計 400,000 550,000

当期末残高 2,500,000 3,050,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 527,917 846,146

当期変動額   

別途積立金の積立 △400,000 △550,000

剰余金の配当 △63,522 △127,044

当期純利益 781,750 435,502

当期変動額合計 318,228 △241,542

当期末残高 846,146 604,604

利益剰余金合計   

前期末残高 2,654,417 3,372,646

当期変動額   

剰余金の配当 △63,522 △127,044

当期純利益 781,750 435,502

当期変動額合計 718,228 308,457

当期末残高 3,372,646 3,681,104
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △2,124 △2,124

当期変動額   

自己株式の取得 － △506

当期変動額合計 － △506

当期末残高 △2,124 △2,631

株主資本合計   

前期末残高 3,588,234 4,306,463

当期変動額   

剰余金の配当 △63,522 △127,044

当期純利益 781,750 435,502

自己株式の取得 － △506

当期変動額合計 718,228 307,951

当期末残高 4,306,463 4,614,414

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 41,955 17,627

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,328 △16,424

当期変動額合計 △24,328 △16,424

当期末残高 17,627 1,202

土地再評価差額金   

前期末残高 △427,720 △427,720

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △427,720 △427,720

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △385,764 △410,093

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,328 △16,424

当期変動額合計 △24,328 △16,424

当期末残高 △410,093 △426,517

純資産合計   

前期末残高 3,202,470 3,896,370

当期変動額   

剰余金の配当 △63,522 △127,044

当期純利益 781,750 435,502

自己株式の取得 － △506

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,328 △16,424

当期変動額合計 693,900 291,526

当期末残高 3,896,370 4,187,896
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
第40期 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

第41期 
（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 

総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 

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、売却原価は総平均

法により算定） 

（２）その他有価証券 

・時価のあるもの 

同左 

  ・時価のないもの 

総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 

（１）商品 

個別法による原価法 

（１）商品 

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） 

  （２）仕掛品 

個別法による原価法 

（２）仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定） 

（会計方針の変更） 

当期より「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。 

これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ72,685千

円減少しております。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

（１）有形固定資産 

建物（附属設備を除く）については定

額法、建物以外については定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物  ３～48年 

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

建物（附属設備を除く）については定

額法、建物以外については定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物  ３～48年 

  （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当期より、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。なお、これによる損益に与える

影響は軽微であります。 

  

  （追加情報） 

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。 

なお、これによる損益に与える影響は

軽微であります。 
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項目 
第40期 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

第41期 
（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 

定額法 

ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法、市場販売目

的のソフトウェアについては、販売可

能な有効期間（３年以内）における見

込販売収益に基づく償却額と残存有効

期間に基づく均等配分額とを比較し、

いずれか大きい額を償却する方法を採

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）    ──────── 

  

（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

額を零とする定額法を採用しており

ます。 

（会計方針の変更） 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当期より「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

処理を適用しております。 

これによる損益に与える影響は軽微で

あります。 
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項目 
第40期 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

第41期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 

金銭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）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期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。 

数理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間

（16年～19.4年）による定額法によ

り、それぞれ発生の翌期から費用処

理することとしております。退職給

付制度の一部変更により発生した過

去勤務債務は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間（19.4

年）による定額法により、制度の改

定日から費用処理しております。 

（２）退職給付引当金 

同左 

  

（３）役員退職慰労引当金 

取締役、監査役及び執行役員の退任に

伴う役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

（３）役員退職慰労引当金 

同左 

  

（４）    ──────── （４）工事損失引当金 

受注案件の損失に備えるため、受注制

作のソフトウェア開発案件のうち当期

末で将来の損失が確実視され、かつ、

その金額を合理的に見積ることができ

る案件について，翌期以降に発生が見

込まれる損失額を計上しております。 

なお、工事損失引当金の計上対象案件

のうち、当期末の仕掛品残高が当期末

の受注残高を既に上回っている案件に

ついては、その上回った金額は仕掛品

の評価損として計上しており、工事損

失引当金には含めておりません。 

５．収益及び費用の計上基準 ──────── ファイナンス・リース取引に係る収益の

計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を計

上する方法によっております。 

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．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 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

（１）消費税等の会計処理 

同左 
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表示方法の変更

第40期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

第41期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（損益計算書） 

１．前期まで区分掲記しておりました営業外収益の「貸

倒引当金戻入益」（当期1,080千円）は、営業外収益

の総額の100分の10以下となったため、「その他営業

外収益」に含めて表示することとしました。 

（損益計算書） 

前期まで区分掲記しておりました営業外費用の「固定資

産除却損」（当期309千円）は、営業外収益の総額の100

分の10以下となったため、「その他営業外収益」に含め

て表示することとしました。 

２．「固定資産除却損」は、前期は営業外費用の「その

他営業外費用」に含めて表示しておりましたが、当期

において、営業外費用の総額の100分の10以上となり

ましたので区分掲記しております。 

なお、前期の「固定資産除却損」の金額は216千円で

あります。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

第40期 
（平成20年３月31日現在） 

第41期 
（平成21年３月31日現在） 

（注１）有形固定資産の減価償却累計額は725,847千円であ

ります。 

（注１）有形固定資産の減価償却累計額は843,390千円であ

ります。 

（注２）区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ

ります。 

（注２）区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ

ります。 

売掛金 2,612,801千円 

買掛金 35,722  

預り金 100,000  

売掛金 2,759,985千円 

買掛金 20,599  

預り金 100,000  

（注３）「土地」については、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行っております。この

評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当分

を「再評価に係る繰延税金負債」として固定負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

（注３）「土地」については、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行っております。この

評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当分

を「再評価に係る繰延税金負債」として固定負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

再評価の方法 「土地の再評価に関す

る施行令」（平成10年

３月31日公布政令119

号）第２条第３号に定

める地方税法第341条

第十号の土地課税台帳

又は同条第十一号の土

地補充課税台帳に登録

されている価格に合理

的な調整を行う方法に

より算出 

再評価及び減損処理を

行った土地の期末にお

ける時価と再評価及び

減損処理後の帳簿価額

との差額 △67,897 千円 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

再評価の方法 「土地の再評価に関す

る施行令」（平成10年

３月31日公布政令119

号）第２条第３号に定

める地方税法第341条

第十号の土地課税台帳

又は同条第十一号の土

地補充課税台帳に登録

されている価格に合理

的な調整を行う方法に

より算出 

再評価及び減損処理を

行った土地の期末にお

ける時価と再評価及び

減損処理後の帳簿価額

との差額 △34,792 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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

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 

（損益計算書関係）

第40期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

第41期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（注１）関係会社との主な取引高は次のとおりでありま

す。 

（注１）関係会社との主な取引高は次のとおりでありま

す。 

売上高 売上高 

情報処理売上高 7,849,402千円 

商品売上高 2,671,558  

計 10,520,960  

受取配当金 8,250千円 

支払利息 1,112千円 

情報処理売上高 7,021,429千円 

商品売上高 3,490,034  

計 10,511,463  

受取配当金 8,250千円 

支払利息 1,193千円 

（注２）一般管理費に含まれる研究開発費は91,842千円で

あります。 

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はあり

ません。 

（注３）             ──────── 

（注２）一般管理費に含まれる研究開発費は137,150千円で

あります。 

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はあり

ません。 

（注３）減損損失 

当期において、以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。 

当社は支社・営業所単位をグルーピングの基礎とし、遊

休資産については上記グループから区別してグルーピン

グを行っております。 

当該資産は現在遊休資産であり、また将来の用途が定ま

っていないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（33,109千円）として特別損失に

計上しました。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測

定し、固定資産税評価額を合理的に調整した価格に基づ

き評価しております。 

場所 用途 種類 

富山県富山市 遊休資産 土地 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  2,790  －  －  2,790

合計  2,790  －  －  2,790

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  2,790  798  －  3,588

合計  2,790  798  －  3,588
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（開示の省略） 

リース取引、有価証券、税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと
考えられるため開示を省略しております。 

（注）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。 

 該当事項はありません。 

(1）役員の異動 

 記載が可能になり次第、開示いたします。 

  

（１株当たり情報）

第40期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

第41期 
（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    613円39銭

１株当たり当期純利益   123円07銭

１株当たり純資産額       659円36銭

１株当たり当期純利益      68円57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。 

  
第40期 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第41期 
(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）  781,750  435,502

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）  781,750  435,502

期中平均株式数（株）  6,352,210  6,351,475

（重要な後発事象）

６．その他
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