
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 クロスキャット 上場取引所 JQ 
コード番号 2307 URL http://www.xcat.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 尾野 建治

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 田代 憲利 TEL 03-3474-5251
定時株主総会開催予定日 平成21年6月24日 配当支払開始予定日 平成21年6月25日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月24日

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 7,912 3.0 258 12.4 257 12.3 94 △5.0

20年3月期 7,678 8.5 230 △31.4 229 △34.3 99 △47.7

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 10.57 10.55 6.0 6.7 3.3
20年3月期 11.06 10.97 6.3 6.0 3.0

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 3,857 1,562 40.5 174.87
20年3月期 3,849 1,557 40.5 174.48

（参考） 自己資本   21年3月期  1,562百万円 20年3月期  1,557百万円

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 454 △99 △95 964
20年3月期 △67 △118 68 704

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 ― ― ― 8.00 8.00 71 72.3 4.6
21年3月期 ― ― ― 8.00 8.00 71 75.7 4.6

22年3月期 
（予想）

― ― ― 8.00 8.00 48.1

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

3,850 2.1 101 131.1 97 137.1 47 209.3 5.33

通期 8,000 1.1 305 17.8 300 16.6 148 57.4 16.62
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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、14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、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 9,164,960株 20年3月期 9,158,960株

② 期末自己株式数 21年3月期  231,813株 20年3月期  231,813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 7,197 4.8 292 14.4 291 13.5 99 △14.1

20年3月期 6,866 2.2 255 △24.6 256 △27.3 115 △40.2

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 11.13 11.11
20年3月期 12.87 12.76

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 3,700 1,586 42.9 177.65
20年3月期 3,682 1,577 42.8 176.71

（参考） 自己資本 21年3月期  1,586百万円 20年3月期  1,577百万円

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 

 連結及び個別の業績予想は、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
おける仮定を前提にしております。実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

3,500 3.5 100 57.1 96 56.0 47 63.8 5.26

通期 7,300 1.4 300 2.6 295 1.3 145 46.5 16.29
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した金融危機の影響によ

り、景気は急速に悪化しました。 

情報サービス産業においては、システム投資の重要性は高いものの、低コスト、納期短縮といった事業環境が顕著

となり、設備投資の抑制による延期・見直しも増加しており厳しい環境下に置かれております。 

このような状況の中、当社グループは、業容の拡大と業績の確保を目指し、新規顧客の開拓と既存顧客へのきめ細

かい提案活動による積極的な事業活動を展開した結果、当連結会計年度の業績は、売上高 7,912百万円（前年同期比

3.0％増）、営業利益 258百万円（前年同期比 12.4％増）、経常利益 257百万円（前年同期比 12.3％増）、当期純

利益 94百万円（前年同期比 5.0％減）となりました。 

事業の業種別セグメント実績は、システムソリューションにおきましては、クレジット系の法改正対応と官庁系が

好調に推移したことにより売上高 7,148百万円（前年同期比 4.9％増）となりました。 

スタッフサービスにおきましては、国内景気と社会動向の影響により派遣需要の抑制が急速に強まり売上高 764百

万円（前年同期比 11.4％減）となりました。 

（次期の見通し） 

次期における情報サービス産業につきまして、国内経済の減速により情報化投資の抑制が継続するものと懸念さ

れ、企業間競争は一層の厳しさが予測されます。 

このような状況の中にあって、当社グループの事業区分別の見通しにつきましては、次のとおりであります。 

システムソリューションにおいては、クレジット、官公庁向けの拡大、ＢＩビジネスの積極的なベンダー展開、新

規顧客の開拓及び既存顧客の深耕により売上高 7,233百万円（前年同期比 1.2％増）を計画しております。 

一方、スタッフサービスにおいては、ＩＴ運用・保守とＳＥ等のＩＴスキルがより高度な分野へのシフトを図るこ

とにより売上高 767百万円（前年同期比0.4％増）を計画しております。 

以上により、次期の連結業績といたしましては、売上高 8,000百万円（前年同期比 1.1％増）、営業利益 305百万

円（前年同期比 17.8％増）、経常利益 300百万円（前年同期比 16.6％増）、当期純利益 148百万円（前年同期比

57.4％増）を計画しております。 

(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ8百万円増加し、3,857百万円となりました。 

 また、当連結会計年度末の純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べ4百万円増加し、1,562百

万円となり、当連結会計年度末の自己資本比率は、40.5％となりました。 

（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、前連結会計年度末と比較して 259百万

円増加し、964百万円となりました。  

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） 

営業活動の結果得られた資金は、454百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益 246百万

円、売上債権の減少 129百万円、たな卸資産の減少 86百万円による資金の増加があったことに対し、法人税等

の支払 106百万円による資金の減少があったこと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） 

投資活動の結果使用した資金は、99百万円となりました。これは主に、有価証券の取得による支出 20百万

円、パソコン等の開発設備等の取得による支出 50百万円、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出 16

百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は、95百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出 20百万

円及び、配当金の支払額 71百万円によるものであります。 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主に対する

利益還元を継続して実施していくことを基本方針としております。 

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、

市場ニーズに応える技術・開発体制を強化し有効な投資をしてまいりたいと考えております。 

この基本方針のもと、平成21年3月期の利益配当金につきましては、期末の配当金を8円と予定しております。ま

た、平成22年3月期につきましては、当期と同等の配当を見込んでおります。  

(4）事業等のリスク 

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項として以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

① 不採算案件の発生リスク 

システム開発においてはＩＳＯ９００１の推進により品質向上に努めておりますが、新規業務分野への参入や新

技術の導入及び開発管理での不具合等により、当初計画の開発費用を大きく上回る不採算案件が発生した場合、業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 人材の確保 

当社グループは、社内教育に努め人材育成を強化しております。しかしながら、労働市場の流動化と技術革新の

多様化により必要な技術者の確保ができないことがあります。この場合、事業展開が制約され計画どおりの業積を

達成できない可能性があります。 

③ 情報セキュリティリスク 

情報サービス企業として様々な情報資産を保有しており、危機管理規程に基づきＩＳＭＳマニュアルに沿った情

報管理と教育による意識改革を行っております。しかしながら、万一漏洩等の事故が発生した場合、当社グループ

の社会的信用を著しく低下させ、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 顧客の業界リスク 

顧客の業種によりましては経済動向、業種特有の法制度の変更、業界再編などの影響を受けて、情報化投資の方

向性が急激に変更されることがあります。この場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 協力会社の確保 

当社グループの事業においてビジネスパートナーである協力会社の存在が不可欠と成っており、協力会社との連

携強化を図っておりますが、協力会社の確保が進まない場合は、計画どおりの業積を達成できない可能性がありま

す。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社と株式会社クロススタッフにて構成されております。  

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

（注）１．BIはＢusiness Intelligence の略 

２．前期までの「ＢＩコンサルティング」は、当期より「ＢＩビジネス」に変更しております。 

 [事業系統図] 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

区分 主要な事業内容 会社名 

システム 

ソリューション 

システム開発 

○ソフトウェア開発 

○システム運用、保守 

○テクニカルサポート 

○システムコンサルティング 

当社 

ＢＩビジネス 

○ＢＩ導入コンサルティング 

○ＢＩ開発、実装支援 

○ＢＩ教育 

当社 

そ の 他 

○ソフトウェアプロダクト販売 

○ハードウェア機器販売 

○ハードウェア保守管理サービス 

○ＩＴに関する教育 

当社 

スタッフサービス 

○技術系派遣 

○事務系派遣 

○アウトソーシング 

○職業紹介 

株式会社クロススタッフ 

（連結子会社） 
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３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、創業以来「知識・技術・創意」という知的要素である「技」を高め、お客様には「誠意」―どん

な困難な局面においても意欲・忍耐・信念を失わない「心」―で対応する「心技の融和」を経営理念とし社会に貢献

する企業を目指して、企業経営を推進しております。 

当社グループは、先進的なアプリケーション開発技術と、多様な運用ノウハウを駆使し、顧客への総合的かつプロ

フェッショナルなサービスの提供に努めます。そして、常に時代を見る眼と、みずみずしい感性を持ち、世のトレン

ド、環境にフレキシブルな対応ができるよう新技術の獲得には他社より一歩先んじて取り組んでおります。 

また、透明で公正な経営を心がけ、事業力の強化、収益力の向上、財務体質の改善強化を図り、発展すべく企業努

力を重ねてまいります。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループでは、顧客の視点に立った経営を基本に品質と生産性の向上により顧客満足度を高めると共に、収益

性を重視した経営の効率化を進め企業価値の向上と事業の拡大を目指しております。  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

① コア領域の拡大 

当社グループは以下をコア領域として位置付け、事業の拡大を図ります。 

・クレジットシステム開発 

当社グループは、長年のクレジット向け開発経験により培われた幅広い構築ノウハウを活用すると共に、新

分野及び新技術につきましても積極的に取り組み、事業の拡大を図ります。 

・保険システム開発 

当社グループでは、保険向けのＩＴ基盤の構築において豊富な実績を有しております。今後はインフラ層と

アプリケーション層の一体開発に向け、保険業務分野の開発に積極的に取り組み、コア領域としての創出を図

ります。 

・官公庁システム開発 

当社グループでは、近年、官公庁の入札を開始し実績を有しつつあり、今後は、更なる拡大に向けて積極的

な取り組みを図ります。 

・ＢＩビジネス 

経営情報の可視化ツールとしてＢＩは、情報系システムにおけるメインコンポーネントと位置づけられ、注

目を集めております。このような状況の中、当社グループはベンダーとのパートナーシップを強化し、独自開

発したCCBITemplateをベースとしてＢＩビジネスの更なる拡大強化を図ります。 

② 経営基盤の強化 

当社グループは、不採算プロジェクトの抑制を目的として受注審査の強化、予算管理の徹底並びにＰＭＯ

（Project Management Office)の監視を推進してまいります。また、稼働率の向上として開発と営業の連携によ

る要員の効果的な投入調整を図ります。このようなプロセス改革の推進により収益性の向上を図り、経営基盤の

強化を目指します。 

③ 価格競争力の強化 

情報サービス業界では、顧客からコストに対する要求が強まる中、当社グループは、価格競争力の強化に向け

て生産性の向上及び調達の見直しを図ります。生産性の向上につきましては、人材育成の強化と開発作業の標準

化による対応を推進します。調達につきましては、協力会社と長期的な連携を図りつつ、案件規模、開発期間、

仕様、使用技術等の観点から適宜、オフショア及び国内の地方人材の活用等も含めた選定を図ってまいります。
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(4）会社の対処すべき課題 

① 不採算プロジェクトの抑制 

厳しい競争下の情報サービス業界において、収益性の改善には不採算プロジェクトの抑制が不可欠となりま

す。システム開発における見積もり精度の向上に加え、受注時に開発リスクの徹底した洗い出しと整理を実施

し、案件の受注審査を強化します。また、プロジェクト推進における問題点の早期発見を目的にＰＭＯによる監

視強化を図ります。 

② 稼働率の向上 

顧客のＩＴ投資への慎重な姿勢により提案作業の長期化及び案件の小型化により開発期間の空白が生じ、要員

の非稼働状態の発生が危惧されます。このような動向への対処として、当社グループは稼動要員計画の可視化を

推進し、部門の枠組みを越えた人材活用を強化します。また、営業情報の可視化も推進し、的確な情報伝達によ

る営業と開発部門の有機的な連携強化を図ります。 

③ 人材育成の強化 

高度化する技術及びマネジメント要員の不足に対応した人材育成が不可欠であります。当社グループでは、事

業展開に即した技術や資格の取得及びマネジメントスキルの向上を目的に人材育成の強化を図ります。 

④ 協力会社との長期的な連携強化 

当社グループの事業推進にあたり協力会社は不可欠な存在であります。当社グループは協力会社と技術、ノウ

ハウの共有を図り、長期的な連携強化を目指します。 

⑤ スタッフサービスの収益性の改善 

国内景気と社会動向の影響から派遣需要の抑制が急速に強まり、当社グループのスタッフサービス事業も影響

を受けております。このような状況の中、当社グループではスタッフサービスの事業所の統合による経費節減を

図る一方、より高度なＩＴスキルを必要とするＩＴ運用・保守サポート分野及びＳＥ分野へのシフトを行い収益

性の改善を図ります。 

⑥ セキュリティの強化 

個人情報を含む情報資産に対するセキュリティ対応として、ＩＳＯ２７００１活動によるＩＳＭＳの遵守及び

ＰＭＳ（個人情報に関するマネジメントシステム）の適用を推進してまいります。また、当社グループ社員及び

協力会社社員に対して、セキュリティルール及びセキュリティモラルについての教育を徹底して意識向上を図り

ます。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、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。 
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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 704,799 964,251

受取手形及び売掛金 1,939,848 1,810,001

たな卸資産 271,693 －

仕掛品 － 184,891

繰延税金資産 123,258 105,306

その他 50,845 70,311

貸倒引当金 △1,926 △1,784

流動資産合計 3,088,517 3,132,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  228,868 ※1  243,413

減価償却累計額 △181,058 △181,151

建物及び構築物（純額） 47,810 62,262

車両運搬具 20,137 21,481

減価償却累計額 △11,943 △15,314

車両運搬具（純額） 8,194 6,167

工具、器具及び備品 207,688 188,083

減価償却累計額 △147,529 △143,086

工具、器具及び備品（純額） 60,159 44,997

土地 ※1  64,313 ※1  64,313

有形固定資産合計 180,477 177,739

無形固定資産 56,028 50,267

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  115,576 ※1  103,547

繰延税金資産 139,492 154,853

その他 ※1  270,164 239,249

貸倒引当金 △1,088 △1,088

投資その他の資産合計 524,145 496,561

固定資産合計 760,651 724,568

資産合計 3,849,169 3,857,546
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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   

支払手形及び買掛金 350,953 370,836

短期借入金 ※1  930,000 ※1  910,000

1年内返済予定の長期借入金 5,000 －

未払法人税等 87,901 117,509

賞与引当金 208,539 198,994

受注損失引当金 13,709 －

その他 311,294 309,594

流動負債合計 1,907,399 1,906,933

固定負債   

退職給付引当金 288,952 293,253

役員退職慰労引当金 95,200 95,200

固定負債合計 384,152 388,453

負債合計 2,291,551 2,295,386

純資産の部   

株主資本   

資本金 454,557 455,097

資本剰余金 56,563 57,097

利益剰余金 1,091,021 1,113,967

自己株式 △62,854 △62,854

株主資本合計 1,539,286 1,563,306

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,330 △1,146

評価・換算差額等合計 18,330 △1,146

純資産合計 1,557,617 1,562,159

負債純資産合計 3,849,169 3,857,546
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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 7,678,900 7,912,289

売上原価 6,384,705 6,472,377

売上総利益 1,294,195 1,439,912

販売費及び一般管理費 ※1,2  1,063,857 ※1,2  1,180,976

営業利益 230,338 258,935

営業外収益   

受取利息 1,430 1,489

受取配当金 1,770 2,175

受取手数料 1,693 1,676

保険配当金 3,420 2,986

その他 2,905 3,873

営業外収益合計 11,221 12,199

営業外費用   

支払利息 12,164 13,789

その他 173 －

営業外費用合計 12,337 13,789

経常利益 229,221 257,345

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 156

特別利益合計 － 156

特別損失   

固定資産売却損 ※3  106 ※3  3,005

固定資産除却損 ※4  3,146 ※4  7,818

投資有価証券売却損 7 －

その他 － 654

特別損失合計 3,260 11,477

税金等調整前当期純利益 225,961 246,024

法人税、住民税及び事業税 114,516 135,708

法人税等調整額 12,096 15,953

法人税等合計 126,612 151,661

当期純利益 99,348 94,362
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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 454,197 454,557

当期変動額   

新株の発行 360 540

当期変動額合計 360 540

当期末残高 454,557 455,097

資本剰余金   

前期末残高 56,207 56,563

当期変動額   

新株の発行 356 534

当期変動額合計 356 534

当期末残高 56,563 57,097

利益剰余金   

前期末残高 1,063,742 1,091,021

当期変動額   

剰余金の配当 △72,069 △71,417

当期純利益 99,348 94,362

当期変動額合計 27,279 22,945

当期末残高 1,091,021 1,113,967

自己株式   

前期末残高 △42,483 △62,854

当期変動額   

自己株式の取得 △20,371 －

当期変動額合計 △20,371 －

当期末残高 △62,854 △62,854

株主資本合計   

前期末残高 1,531,662 1,539,286

当期変動額   

新株の発行 716 1,074

剰余金の配当 △72,069 △71,417

当期純利益 99,348 94,362

自己株式の取得 △20,371 －

当期変動額合計 7,624 24,019

当期末残高 1,539,286 1,563,306
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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 40,772 18,330

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,441 △19,477

当期変動額合計 △22,441 △19,477

当期末残高 18,330 △1,146

評価・換算差額等合計   

前期末残高 40,772 18,330

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,441 △19,477

当期変動額合計 △22,441 △19,477

当期末残高 18,330 △1,146

純資産合計   

前期末残高 1,572,435 1,557,617

当期変動額   

新株の発行 716 1,074

剰余金の配当 △72,069 △71,417

当期純利益 99,348 94,362

自己株式の取得 △20,371 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,441 △19,477

当期変動額合計 △14,817 4,541

当期末残高 1,557,617 1,562,159
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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 225,961 246,024

減価償却費 71,058 70,939

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26,718 △142

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,729 △9,545

受注損失引当金の増減額（△は減少） 13,709 △13,709

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,097 4,300

受取利息及び受取配当金 △3,201 △3,664

支払利息 12,164 13,789

有形固定資産売却損益（△は益） 106 3,005

有形固定資産除却損 3,146 7,818

売上債権の増減額（△は増加） △52,706 129,846

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,394 86,801

仕入債務の増減額（△は減少） △43,590 19,882

その他 △23,984 15,501

小計 112,378 570,847

利息及び配当金の受取額 3,201 3,664

利息の支払額 △12,311 △13,485

法人税等の支払額 △170,402 △106,856

営業活動によるキャッシュ・フロー △67,133 454,169

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 △32,785 △50,814

有形固定資産の売却による収入 39 －

無形固定資産の取得による支出 △28,194 △16,188

投資有価証券の取得による支出 △4,323 △20,810

敷金及び保証金の差入による支出 △52,751 △14,313

敷金及び保証金の回収による収入 － 2,751

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,015 △99,374

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） 180,000 △20,000

長期借入金の返済による支出 △20,000 △5,000

株式の発行による収入 716 1,074

配当金の支払額 △72,069 △71,417

自己株式の取得による支出 △20,371 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 68,275 △95,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △116,873 259,451

現金及び現金同等物の期首残高 821,672 ※  704,799

現金及び現金同等物の期末残高 ※  704,799 ※  964,251
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

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         １社 

同   左 

  連結子会社の名称 

株式会社クロススタッフ 

 

２．持分法の適用に関する事

項 

関連会社がありませんので、記載しており

ません。 

同   左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は、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 

① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 
  時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場価格等

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) 

時価のあるもの 

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 デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同   左 
  ③ たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法 

③ たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法） 

（会計処理の変更） 

たな卸資産については、従来、主と

して個別法による原価法によっており

ましたが、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）

が適用されたことに伴い、主として個

別法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しておりま

す。この変更に伴う損益に与える影響

はありません。 

（表示方法の変更） 

「財務諸表の用語、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「仕掛品」としておりま

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 

① 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

① 有形固定資産 

同   左 

  

  建物及び構築物 ３年～47年

工具、器具及び備品 ３年～６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、この変更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％相当額と備忘価格との差額を

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。 

  

  ② 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェアについて

は、見込販売収益に基づく償却額と残存

有効期間（３年）に基づく均等配分額と

を比較し、いずれか多い金額をもって償

却し、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、それ以外の無形固定資

産については定額法によっております。

② 無形固定資産 

同   左 

(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

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同   左 

  ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、

当連結会計年度における負担額を計上し

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） 

  ③ 受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるた

め、当連結会計年度末における受注契約

に係る損失見込額を計上しております。

③ 受注損失引当金 

同   左 

  ④ 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、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

過去勤務債務は、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数（10年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の連結

会計年度から費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数（10年）による定額

法により按分した額を、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。 

④ 退職給付引当金 

同   左 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

当社は、平成17年６月29日定時株主総

会終結のときをもって役員の退職慰労引

当金制度を廃止し、内規に基づく制度廃

止時の要支給額を役員の退任時に支払う

こととなったため、当該支給予定額を計

上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同   左 

(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）重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、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場合は特例処理

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 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段………同  左 

ヘッジ対象………同  左 
  ③ ヘッジ方針 

社内規定に基づき、借入金に係る金利

変動リスクをヘッジしております。 

③ ヘッジ方針 

同   左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間においてヘッジ対象及びヘッジ手

段のそれぞれから生じるキャッシュ・フ

ロー変動を比較し、両者の変動比率等を

基礎にして有効性を評価しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同   左 

(6）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 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同   左 
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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） 

５．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およ

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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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

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 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物及び構築物 22,932 千円

土地 64,313  

投資有価証券 40,076  

投資その他の資産「その他」    

（役員保険積立金） 61,060  

合  計 188,382  

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物及び構築物 20,346 千円

土地 64,313  

投資有価証券 24,455  

合  計 109,114  

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 850,000 千円

１年内返済予定長期借入金 5,000  

合  計 855,000  

担保付債務は次のとおりであります。 

短期借入金 800,000 千円

２ 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４行と当座貸越契約

を締結しております。この契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

２ 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４行と当座貸越契約

を締結しております。この契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額の総額 1,535,000 千円

借入実行残高 930,000  

差引額 605,000  

当座貸越極度額の総額 1,800,000 千円

借入実行残高 910,000  

差引額 890,000  

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うち主要な項目及び金額

は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額

は次のとおりであります。 

給料手当 370,915 千円

役員報酬 175,671  

地代家賃 69,495  

法定福利費 63,866  

採用費 53,911  

支払手数料 48,807  

賞与引当金繰入額 43,077  

減価償却費 12,523  

退職給付費用 4,859  

給料手当 422,194 千円

役員報酬 175,770  

地代家賃 106,884  

法定福利費 67,560  

支払手数料 54,496  

賞与引当金繰入額 41,014  

採用費 37,673  

減価償却費 13,543  

退職給付費用 6,666  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                  490 千円 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                 10,257 千円 

※３ 固定資産売却損の内訳 

車両運搬具            106 千円 

※３ 固定資産売却損の内訳 

建物及び構築物         3,005 千円 

※４ 固定資産除却損の内訳 

工具、器具及び備品       3,146 千円 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 4,967 千円

工具、器具及び備品 2,818  

無形固定資産 32  
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．発行済株式における普通株式の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

２．自己株式における普通株式の増加は次のとおりであります。 

平成19年７月31日開催の取締役会において決議された買付による増加   40,000株 

平成20年１月10日開催の取締役会において決議された買付による増加   45,000株 

単元未満株式の買取りによる増加                     523株 

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、配当の効力発生日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   （注１） 9,154,960 4,000 － 9,158,960 

合  計 9,154,960 4,000 － 9,158,960 

自己株式        

普通株式   （注２） 146,290 85,523 － 231,813 

合  計 146,290 85,523 － 231,813 

（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26日 

定時株主総会 
普通株式 72,069 8 平成19年３月31日 平成19年６月27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24日 

定時株主総会 
普通株式 71,417 利益剰余金 8 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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）発行済株式における普通株式の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

  

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、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
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   （注） 9,158,960 6,000 － 9,164,960 

合  計 9,158,960 6,000 － 9,164,960 

自己株式        

普通株式 231,813 － － 231,813 

合  計 231,813 － － 231,813 

（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 

定時株主総会 
普通株式 71,417 8 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 71,465 利益剰余金 8 平成21年３月31日 平成21年６月25日

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 704,799 千円

現金及び現金同等物 704,799 千円

現金及び預金勘定 964,251 千円

現金及び現金同等物 964,251 千円
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（退職給付関係） 

１．退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は確定給付型の制度として、従来、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりました

が、平成20年７月より適格退職年金制度について確定給付企業年金制度へ移行しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

(1)退職給付債務 

(2)年金資産 

(3)未積立退職給付債務 (1)+(2) 

(4)未認識数理計算上の差異 

(5)未認識過去勤務債務（債務の減額） 

(6)連結貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5) 

(7)前払年金費用 

(8)退職給付引当金 (6)-(7) 

△619,954 千円 

366,157 千円 

△253,796 千円 

82,478 千円 

△96,544 千円 

△267,863 千円 

21,089 千円 

△288,952 千円 

△774,589 千円 

346,972 千円 

△427,616 千円 

225,273 千円 

△80,454 千円 

△282,797 千円 

10,456 千円 

△293,253 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） 

(1)勤務費用 

(2)利息費用 

(3)期待運用収益 

(4)数理計算上の差異の費用処理額 

(5)過去勤務債務の費用処理額 

(6)退職給付費用 (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 

57,208 千円 

14,464 千円 

△9,989 千円 

8,627 千円 

△16,090 千円 

54,218 千円 

59,358 千円 

10,849 千円 

△6,407 千円 

14,628 千円 

△16,090 千円 

62,337 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） 

(1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(2)割引率 2.5％    1.75％ 

(3)期待運用収益率 2.5％    1.75％ 

(4)数理計算上の差異の処理年数 10年 

各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数(10年)による定

額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理しております。 

  10年 

同   左 

(5)過去勤務債務の処理年数 10年 

各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数(10年)による定

額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の連結会計年度から費

用処理しております。 

 10年 

同   左 
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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 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（流動の部） （流動の部） 

繰延税金資産  

賞与引当金 84,854千円 

受注損失引当金 5,578千円 

未払事業税 8,255千円 

未払法定福利費 11,021千円 

その他 13,547千円 

（繰延税金資産合計） 123,258千円 

繰延税金資産  

賞与引当金      80,970千円 

未払事業税 10,816千円

未払法定福利費       11,134千円 

その他      7,506千円 

（繰延税金資産小計）      110,428千円 

評価性引当額      △5,121千円 

（繰延税金資産合計）      105,306千円 

（固定の部） （固定の部） 

繰延税金資産  

退職給付引当金 108,993千円 

役員退職慰労引当金 38,736千円 

貸倒引当金 443千円 

会員権評価損 11,080千円 

その他 15,416千円 

（繰延税金資産小計） 174,670千円 

評価性引当額 △22,602千円 

（繰延税金資産合計） 152,068千円 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △12,575千円 

（繰延税金負債合計） △12,575千円 

繰延税金資産の純額 262,751千円 

繰延税金資産  

退職給付引当金      115,070千円 

役員退職慰労引当金       38,736千円 

貸倒引当金    443千円 

会員権評価損       11,080千円 

税務上の繰越欠損金       26,402千円 

その他有価証券評価差額金       786千円 

その他       16,627千円 

（繰延税金資産小計）      209,147千円 

評価性引当額     △54,293千円 

（繰延税金資産合計）      154,853千円 

繰延税金資産の純額      260,160千円 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

法定実効税率 40.7％ 法定実効税率 40.7％ 

（調 整） （調 整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.8％ 

住民税均等割 0.8％ 

評価性引当額の増加 10.0％ 

その他 △0.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.0％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.5％ 

住民税均等割 0.8％ 

評価性引当額の増加 15.0％ 

その他 △0.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 61.6％ 
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（セグメント情報） 

ａ．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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の事業の内容 

(1)システムソリューション……システム開発、ＢＩコンサルティング 

(2)スタッフサービス……………アウトソーシング、人材派遣、職業紹介 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は179,953千円であり、その主なものは、当

社の管理部門に係る費用であります。 

４．前連結会計年度においては、当社の管理部門に係る費用を両セグメントの共通費用として消去又は全社に計

上しておりましたが、平成18年10月１日付けの会社分割に伴い、当連結会計年度においてシステムソリューシ

ョン事業に直課出来ることとなったため、同事業の営業費用に397,139千円計上しております。 

 
システム 

ソリューション 
（千円） 

スタッフ 
サービス 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益          

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 6,816,731 862,169 7,678,900 － 7,678,900 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 95,002 95,002 (95,002) － 

計 6,816,731 957,171 7,773,902 (95,002) 7,678,900 

営業費用 6,391,897 972,068 7,363,965 84,596 7,448,562 

営業利益（又は営業損失） 424,834 △14,896 409,937 (179,599) 230,338 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
         

資産 3,682,425 246,999 3,929,424 (80,254) 3,849,169 

減価償却費 67,703 3,354 71,058 － 71,058 

資本的支出 82,630 585 83,216 － 83,216 
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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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の事業の内容 

(1)システムソリューション……システム開発、ＢＩビジネス 

(2)スタッフサービス……………アウトソーシング、人材派遣、職業紹介 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は184,122千円であり、その主なものは、当

社の管理部門に係る費用であります。 

  

ｂ．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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 
システム 

ソリューション 
（千円） 

スタッフ 
サービス 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益          

売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 7,148,204 764,084 7,912,289 － 7,912,289 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 131,627 131,627 (131,627) － 

計 7,148,204 895,712 8,043,917 (131,627) 7,912,289 

営業費用 6,680,620 920,917 7,601,538 51,814 7,653,353 

営業利益（又は営業損失） 467,584 △25,205 442,378 (183,442) 258,935 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
         

資産 3,700,720 184,427 3,885,148 (27,602) 3,857,546 

減価償却費 67,508 3,430 70,939 － 70,939 

資本的支出 66,117 7,354 73,472 － 73,472 
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（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで 

あります。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、有価証券、デリバティブ取引、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 
（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 174円48銭

１株当たり当期純利益金額 11円06銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 10円97銭

１株当たり純資産額  174円87銭

１株当たり当期純利益金額 10円57銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額   10円55銭

 
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） 99,348 94,362 

普通株式に係る当期純利益（千円） 99,348 94,362 

期中平均株式数（千株） 8,983 8,927 

     

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    

普通株式増加数（千株） 76 17 

（うち新株予約権） (76) (17) 

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の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権２種類 

① 平成16年６月29日定時株主総

会決議によるもの 

（新株予約権の数96個） 

② 平成17年６月29日定時株主総

会決議によるもの 

（新株予約権の数78個） 

新株予約権２種類 

① 平成16年６月29日定時株主総

会決議によるもの 

（新株予約権の数92個） 

② 平成17年６月29日定時株主総会

決議によるもの 

（新株予約権の数78個） 
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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 628,295 911,380

受取手形 1,960 49,956

売掛金 1,827,941 1,681,375

仕掛品 270,825 182,804

前払費用 36,243 29,288

繰延税金資産 108,009 105,306

その他 13,035 31,532

貸倒引当金 △1,820 △1,690

流動資産合計 2,884,491 2,989,954

固定資産   

有形固定資産   

建物 200,603 217,855

減価償却累計額 △159,442 △163,336

建物（純額） 41,161 54,519

構築物 20,067 20,067

減価償却累計額 △16,917 △17,347

構築物（純額） 3,150 2,720

車両運搬具 20,137 21,481

減価償却累計額 △11,943 △15,314

車両運搬具（純額） 8,194 6,167

工具、器具及び備品 194,261 177,494

減価償却累計額 △137,328 △134,479

工具、器具及び備品（純額） 56,932 43,014

土地 64,313 64,313

有形固定資産合計 173,751 170,734

無形固定資産   

ソフトウエア 50,783 45,915

電話加入権 2,391 2,391

無形固定資産合計 53,175 48,307

投資その他の資産   

投資有価証券 115,576 103,547

関係会社株式 55,612 0

出資金 10 10

破産更生債権等 1,088 1,088

長期前払費用 18,020 9,703

前払年金費用 19,861 9,756

繰延税金資産 142,540 163,073

敷金及び保証金 149,225 133,851

役員保険積立金 64,460 66,081

会員権 5,700 5,700

貸倒引当金 △1,088 △1,088

投資その他の資産合計 571,007 491,723

固定資産合計 797,934 710,766

資産合計 3,682,425 3,700,720
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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 355,368 375,336

短期借入金 850,000 800,000

1年内返済予定の長期借入金 5,000 －

未払金 32,093 43,807

未払費用 73,814 77,413

未払法人税等 87,573 117,183

未払消費税等 91,795 106,296

預り金 18,680 19,368

賞与引当金 199,391 189,947

受注損失引当金 13,709 －

その他 7,311 9,616

流動負債合計 1,734,738 1,738,968

固定負債   

退職給付引当金 275,013 279,555

役員退職慰労引当金 95,200 95,200

固定負債合計 370,213 374,755

負債合計 2,104,951 2,113,723

純資産の部   

株主資本   

資本金 454,557 455,097

資本剰余金   

資本準備金 56,563 57,097

資本剰余金合計 56,563 57,097

利益剰余金   

利益準備金 28,151 35,292

その他利益剰余金 1,082,726 1,103,511

別途積立金 38,000 38,000

繰越利益剰余金 1,044,726 1,065,511

利益剰余金合計 1,110,877 1,138,804

自己株式 △62,854 △62,854

株主資本合計 1,559,143 1,588,144

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,330 △1,146

評価・換算差額等合計 18,330 △1,146

純資産合計 1,577,474 1,586,997

負債純資産合計 3,682,425 3,700,720
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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 6,866,704 7,197,186

売上原価 5,705,910 5,873,281

売上総利益 1,160,794 1,323,905

販売費及び一般管理費 905,276 1,031,635

営業利益 255,517 292,270

営業外収益   

受取利息 1,314 1,399

受取配当金 1,770 2,175

受取手数料 1,693 1,676

保険配当金 3,420 2,986

その他 3,799 2,922

営業外収益合計 11,998 11,159

営業外費用   

支払利息 10,833 12,210

その他 173 －

営業外費用合計 11,006 12,210

経常利益 256,509 291,219

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 130

特別利益合計 － 130

特別損失   

固定資産売却損 106 3,005

固定資産除却損 3,146 2,487

投資有価証券売却損 7 －

関係会社株式評価損 － 55,612

特別損失合計 3,260 61,104

税引前当期純利益 253,249 230,244

法人税、住民税及び事業税 114,187 135,368

法人税等調整額 23,423 △4,467

法人税等合計 137,611 130,900

当期純利益 115,638 99,343
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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 454,197 454,557

当期変動額   

新株の発行 360 540

当期変動額合計 360 540

当期末残高 454,557 455,097

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 56,207 56,563

当期変動額   

新株の発行 356 534

当期変動額合計 356 534

当期末残高 56,563 57,097

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 20,944 28,151

当期変動額   

剰余金の配当 7,206 7,141

当期変動額合計 7,206 7,141

当期末残高 28,151 35,292

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 38,000 38,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 38,000 38,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,008,365 1,044,726

当期変動額   

剰余金の配当 △79,276 △78,558

当期純利益 115,638 99,343

当期変動額合計 36,361 20,785

当期末残高 1,044,726 1,065,511

利益剰余金合計   

前期末残高 1,067,309 1,110,877

当期変動額   

剰余金の配当 △72,069 △71,417

当期純利益 115,638 99,343

当期変動額合計 43,568 27,926

当期末残高 1,110,877 1,138,804
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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 △42,483 △62,854

当期変動額   

自己株式の取得 △20,371 －

当期変動額合計 △20,371 －

当期末残高 △62,854 △62,854

株主資本合計   

前期末残高 1,535,229 1,559,143

当期変動額   

新株の発行 716 1,074

剰余金の配当 △72,069 △71,417

当期純利益 115,638 99,343

自己株式の取得 △20,371 －

当期変動額合計 23,913 29,000

当期末残高 1,559,143 1,588,144

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 40,772 18,330

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,441 △19,477

当期変動額合計 △22,441 △19,477

当期末残高 18,330 △1,146

評価・換算差額等合計   

前期末残高 40,772 18,330

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,441 △19,477

当期変動額合計 △22,441 △19,477

当期末残高 18,330 △1,146

純資産合計   

前期末残高 1,576,002 1,577,474

当期変動額   

新株の発行 716 1,074

剰余金の配当 △72,069 △71,417

当期純利益 115,638 99,343

自己株式の取得 △20,371 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,441 △19,477

当期変動額合計 1,471 9,523

当期末残高 1,577,474 1,586,997
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

６．その他 

(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

    該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

 ・新任取締役候補 

取締役  井上貴功（現 執行役員 営業統括部長 兼 営業統括部戦略コンサルティング部長） 

 ・退任予定取締役 

取締役  藤岡 昭（引き続き 株式会社クロススタッフ代表取締役社長） 

 ・新任監査役候補 

（非常勤）社外監査役  清水 裕 

③ 就任予定日及び退任予定日 

   平成21年６月24日 

(2）その他 

該当事項はありません。 
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1

平成平成2121年年33月期月期((連結）連結）

決算短信補足資料決算短信補足資料

平成21年5月15日

（単位：百万円、％）
① 平成21年3月期決算の概要（対前年同期比）

売上高

売上総利益

平成20年3月期

金額

平成21年3月期

営業利益

経常利益

当期純利益

対売上比 金額 対売上比 増減比

3.0

11.3

12.4

12.3

▲5.0

100.0

1,294 16.9

230 3.0

229 3.0

99 1.3

販売管理費 11.01,063 13.9

7,912 100.0

1,439 18.2

258 3.3

257 3.3

94 1.2

1,180 14.9

7,678
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678
703 700

170227
170

767764
862

0

2,000

4,000

6,000

8,000
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ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ

（百万円）

②事業別売上高

7,6787,678 7,9127,912

システムソリューション

8,0008,000

737

360

156

880

397

918

312
167

752

1,587

429

1,023

1,635
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1,107 1,109

1,588

1,785
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500

1,000

1,500

2,000
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造

流
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版
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の
他

平成20年3月期 平成21年3月期

（百万円）

③業種別売上高
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3,030 3,067

2,151 2,420

1,634
1,659

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成20年3月期 平成21年3月期

ユーザ系 メーカ系 ＳＩ系

（百万円）

④契約先別売上高（ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ）

6,8166,816 7,1487,148

42.9％

23.1％

33.9％

売上構成比

（単位：百万円、％）
⑤平成21年3月期決算予想の概要

売上高

売上総利益

平成21年3月期

金額

平成22年3月期（予）

営業利益

経常利益

当期純利益

対売上比 金額 対売上比 増減比

8,000 100.0 1.1

1,504 18.8 4.5

305 3.8 17.8

300 3.8 16.6

148 1.9 57.4

販売管理費 1,199 15.0 1.5

7,912 100.0

1,439 18.2

258 3.3

257 3.3

94 1.2

1,180 14.9
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4,142 4,150

3,7693,497 3,850

4,181

3.8
3.3

3.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期（予）

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

上期売上高 下期売上高 売上経常利益率（％）

（百万円） （％）

⑥売上高、経常利益率の推移

8,0008,0007,9127,9127,6787,678

＊本資料についてのご注意

本資料は、当社の業績および今後の業績見通し、経営戦略に関する情報の提供を目的としたもので

あり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したも
のであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあり
ます。

なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。
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