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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 3,005 8.9 24 ― 24 ― 16 ―

20年3月期 2,761 △34.6 △373 ― △388 ― △844 ―

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 108.39 ― 1.1 0.9 0.8
20年3月期 △5,492.15 ― △43.2 △9.2 △13.5

（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 2,858 1,553 53.9 10,023.72
20年3月期 2,716 1,539 56.3 9,938.77

（参考） 自己資本   21年3月期  1,541百万円 20年3月期  1,528百万円

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 312 △144 64 970
20年3月期 △263 126 317 737

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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

1,300 △9.8 △30 ― △30 ― △33 ― △214.56

通期 3,000 △0.2 100 315.4 96 297.7 94 463.9 611.18



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

〔（注）詳細は、20ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 156,800株 20年3月期 156,800株

② 期末自己株式数 21年3月期  3,000株 20年3月期  3,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績 (1）経営成績の分析」をご覧ください。 



(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当事業年度における国内経済は、米国金融危機に端を発した世界的経済危機の影響を受け、国内消費の低迷、雇

用情勢の悪化、投資の減退等、国内の経済状況は極めて厳しい状況で推移いたしました。こうした国内実態経済の

下、当社を取り巻くネットワーク業界においても、金融業の一部企業、製造業を中心に投資時期や規模の見直しなど

による設備予算縮小等の影響を受け、事業環境は厳しい状況が続いております。 

このような経済状況の中、当社にも厳しい影響が出ているものの、常に顧客のビジネス視点に立ち、顧客へ新た

な価値を提供できる企業基盤の確立を目指す新３ヵ年計画の１年目として、前期での赤字経営からの脱却を目指し、

コスト削減、選択と集中、人員削減を推進することで、絶対黒字化を達成するための取り組みを行いました。 

業績予想との比較では、売上高につきましては、当初見込み3,611百万円に比べ16.8%減の3,005百万円となりまし

た。利益面におきましては、売上高の未達による粗利益の減少が影響し、役員賞与の支給取りやめ、労務費、経費の

コストダウン等があったものの営業利益は当初見込み109百万円に比べ78.0%減の24百万円、経常利益は当初見込み

103百万円に比べ76.7%減の24百万円となりました。当期純利益につきましては、当初見込み103百万円に比べ84.5%減

の16百万円となりました。 

 当事業年度の事業部門別の概要は以下の通りであります。 

プロダクトセールス事業（通信事業者/サービスプロバイダ部門）の売上高は1,025百万円、プロダクトセールス

事業（エンタープライズネットワーク部門）の売上高は436百万円、インテグレーションサービス事業の売上高は494

百万円、サポート&サービス事業の売上高は1,048百万円となりました。 

 プロダクトセールス事業の通信事業者/サービスプロバイダ部門では、前期に受注した次世代移動体通信サービス

（WiMAX,Femtocel）の構築プロジェクトなど、AAA認証サーバとして米国Juniper Networks社SBR製品および当該サー

ビスプロジェクト開発案件の受注が順調に推移し、売上が過去 大となりました。米国Gigaset Communications社

（旧米国Siemens Home&Office Communication Devices社）のPPPoEクライアント製品は市場の一巡化に伴う販売減少

の中、大手通信事業者をはじめ電力系ブロードバンドサービスプロバイダ各社からの当初の受注予定通りの売上とな

りました。   

 当事業のエンタープライズネットワーク部門では、金融危機の影響を受け、製造業を中心にIT設備投資計画の見直

しや既存案件の凍結など、極めて厳しい状況で推移しております。このような経済環境の中、有名私立大学での米国

Infoblox社DNS/DHCP製品の大型案件受注による売上となりました。 

 インテグレーションサービス事業では、プロダクトセールス事業のエンタープライズネットワーク部門同様、大手

企業案件が中心のため、極めて厳しい状況で推移しておりましたが、大手通信事業者の社内システム向けに米国

Infoblox社DNS/DHCP製品の構築案件と、米国TippingPoint Technologies社不正侵入防御セキュリティ製品の大型案

件の受注による売上となりました。 

 サポート&サービス事業では、引き続き保守契約も堅調に推移し、新保守システムのCRMも本稼動いたしました。 

 以上の結果、当期売上高は3,005百万円（前期比8.9％増）となりました。利益面におきましては、営業利益は24百

万円（前年同期は損失373百万円）、経常利益は24百万円（前年同期は損失388百万円）となりました。 

 終的に、当期純利益は16百万円（前年同期は純損失844百万円)となりました。 

 上記のとおり今期は黒字化を達成することができましたが、未だ回復途上であり利益も僅少でありますので残念な

がら無配とさせていただきます。 

②次期の見通し 

 今後の経営環境につきましては、米国金融危機に端を発した世界的経済危機の影響を受け、国内の経済状況は引き

続き厳しい状況が続くものと思われます。このように、外部環境が急速に変化するなか、当社におきましては、次期

は新３ヵ年計画の２年目にあたり、①サービスビジネスを当社のコアビジネスとして確立し、独自サービスで差別化

を図る、②ビジネスインフラの整備による、より効率的な業務環境の構築、③スキルアップを目標に更なる飛躍アッ

プへの準備を進め、顧客のビジネスの視点に立ち、顧客へ新たな価値を提供するビジネスに、より一層フォーカスし

てまいります。 

 プロダクトセールス事業の通信事業者/サービスプロバイダ部門では、大手通信事業者をはじめ電力系ブロードバ

ンドサービスプロバイダ向けのブロードバンド用米国Gigaset Communications社（旧米国Siemens Home&Office 

Communication Devices社）のPPPoEクライアント製品は市場の一巡化に伴う販売減少となるものの、大手通信事業者

の次世代移動体通信サービス（WiMAX,Femtocel）に採用された米国Juniper Networks社AAA認証サーバ製品による認

証基盤ソリューションに関し、地方自治レベルでの通信サービス会社であるCATV会社や、独自の移動体通信サービス

を提供するMVNO事業参入業者への販売強化を目指します。さらに金融系およびモバイル系サービス事業者でのサービ

スマネジメント需要拡大に向け、米国NetScout社アプリケーションマネジメント製品の販売強化も展開してまいりま

す。 

１．経営成績



 当事業のエンタープライズネットワーク部門では、データセンターにおける仮想化サービスの成長に伴い、仮想化

の国内需要が本格化することで、当社取扱の新製品eGInnovations社仮想環境での障害分析ツール製品の新規ビジネ

スの立ち上げを目指します。 

 インテグレーションサービス事業では、出張費の抑制や移動に必要な時間を削減する動きに向けたエンドユーザ

へ、新製品TANDBERG社ビデオ会議システムの販売強化を目指します。 

 サポート&サービス事業では、引き続き保守契約も堅調に推移していくものと見込んでおります。 

  

  (2) 財政状態 

①当事業年度末の資産、負債、純資産の状況 

（流動資産） 

 当事業年度末における流動資産の残高は、2,324百万円（前事業年度末は2,213百万円）となり111百万円増加いた

しました。 

 現金及び預金の増加（965百万円から1,305百万円へ340百万円増加）、売上債権の減少（696百万円から565百万円

へ130百万円減少）、商品、仕掛品の減少（286百万円から177百万円へ109百万円減少）等が主な要因であります。 

（固定資産） 

 当事業年度末における固定資産の残高は、533百万円（前事業年度末は503百万円）となり30百万円増加いたしま

した。 

 リース資産の会計処理の変更に伴うリース資産の増加37百万円が主な要因であります。 

（流動負債） 

 当事業年度末における流動負債の残高は、1,271百万円（前事業年度末は1,172百万円）となり98百万円増加いた

しました。 

 前受金の増加（299百万円から382百万円へ83百万円増加）が主な要因であります。 

（固定負債） 

 当事業年度末における固定負債の残高は、32百万円（前事業年度末は４百万円）となり28百万円増加いたしまし

た。 

 リース資産の会計処理の変更に伴うリース債務28百万円が主な要因であります。  

（純資産） 

 当事業年度末における純資産の残高は、1,553百万円（前事業年度末は1,539百万円）となり14百万円増加いたし

ました。 

 当期純利益16百万円計上が主な要因であります。 

②当事業年度のキャッシュ・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、仕入債務の減少額31百万円、賞与引当金

及び貸倒引当金の減少額49百万円、定期預金の預入れ増加107百万円、有形固定資産の取得34百万円等の支出要因が

あったものの、売上債権の減少額130百万円、たな卸資産の減少額103百万円、税引前当期純利益20百万円、前受金

の増加額83百万円、短期借入金の純増加額64百万円等により前事業年度末に比べ232百万円増加し、970百万円とな

っております。 

当事業年度中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） 

 営業活動の結果得られた資金は312百万円（前事業年度は263百万円の支出）となりました。これは主に仕入債務

の減少額31百万円、賞与引当金及び貸倒引当金の減少額49百万円等の支出要因があったものの、売上債権の減少額

130百万円、たな卸資産の減少額103百万円、税引前当期純利益20百万円、前受金の増加額83百万円等があったため

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144百万円（前事業年度は126百万円の収入）となりました。これは主に、定期預

金の預入増加による支出107百万円及び固定資産の取得による支出77百万円等があったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は64百万円（前事業年度は317百万円）となりました。これは短期借入金の純増加額

64百万円があったためであります。 



 当社のキャッシュ・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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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 

※各指標は、いずれも財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・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。

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

※平成18年３月期、平成19年３月期および平成20年３月期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスである

ため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を充実させていくことを経営上の 重要課題と位置づけております。 

 剰余金の配当につきましては、基本的に配当性向20％以上を継続して実施してまいります。 

 当期の配当につきましては、コストダウン等の施策が効果をあらわし、当期利益はプラスに転じましたが、未だ回

復途上でありますので今期は無配とさせていただきます。なお、次期の配当につきましては、一層の経営効率化によ

り業績の更なる回復を図り、上記の基本方針に基づき配当出来るよう努力してまいります。 

(4）事業等のリスク 

  以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載してお

ります。また、必ずしもそのようなリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考

えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。 

 なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努めるもので

ありますが、本株式に関する投資判断は、以下の特別記載事項および本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行わ

れる必要があると考えております。 

① 特定の取引先等について 

ⅰ 販売先への依存度 

 当社の事業はネットワーク機器および通信ソフトウェアの仕入・販売、それに係わるネットワークシステムの構

築、ソリューションの提供および保守サービスであり、顧客は大手通信事業会社等が主たるものとなっておりま

す。過去２事業年度においてもNTTグループが主要販売先であり同グループに対する依存度が高くなっておりま

す。同グループとは継続的な取引をすべくニーズに応える商品供給に努めておりますが、長期契約等は締結してお

らず、何らかの事情により取引が解消された場合、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

ⅱ 仕入先への依存度 

 当社の販売においては、ブロードバンドサービス市場向けの米国Gigaset Communications社（旧米国

SiemensHome&Office Communication Devices社）製品への依存度が高く、過去２事業年度の売上高に占める割合は

次の通りであります。当社は同社との間でパートナーとして取引契約を締結しており取引は安定的かつ継続的であ

りますが、独占販売権契約や長期購入契約の類は締結しておらず、将来において何らかの事情により取引が継続で

きなくなった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  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（％）  65.7  41.8  56.3  53.9

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 528.0  137.5  56.9  34.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
 －  －  －  1.6

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 －  －  －  46.5

  平成20年３月期 平成21年３月期 

 同社製品の売上高     千円（18.6％）  514,885        千円（ ％）  364,527 12.1



ⅲ 海外仕入先の経営内容 

 当社では米国等海外仕入先よりネットワーク関連製品を仕入れており、その中には売上高のうち重要な割合を占

めるものも含まれております。これら海外仕入先に関しては、取引開始に際し現地調査会社による調査、当社役職

員による訪問等により技術力・信用力等について調査を実施しているものの、海外会社の慣例として販売先に対し

ても経営成績・財政状態等が開示されないことから、当社も海外仕入先の企業内容について十分に把握していると

はいえず、当該海外仕入先の財政状態等に重要な変動が生じた場合、それを認識し得ず、商品仕入れに支障を来た

す可能性があります。 

  ② 技術革新および商品供給について 

 当社の取扱商品であるルータ、LANスイッチ、サーバ等ネットワーク機器およびこれらに関するソフトウェアは技

術革新スピードが極めて速く、ライフサイクルは通常の製品と比較して短くなっております。これに対応して当社

では海外を含めて 新技術情報等の収集や 新技術を有するメーカー等の発掘に努めておりますが、当業界の技術

革新に追随することができなかった場合、ユーザの要求に応え得ない、あるいは市場に適合した商品を供給できな

い等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ③ 売上高の季節変動について 

 当社の主たるユーザはいわゆる大企業または大企業グループに属する企業が多く、当該企業においては年度予算

管理に基づき設備投資がなされること等により、当社の売上高が第２四半期および第４四半期に偏重する傾向があ

ります。 

  ④ 競合について 

 本格的なブロードバンド時代の到来を受け、ネットワークインフラの関連市場も急激に拡大しており、また、ネ

ットワークインテグレーション市場においても、大手システムインテグレータを始めとする競合企業が多数存在

し、競合が厳しくなっております。さらに、これら競合先による優れたシステムやサービスの提供等も考えられる

ことや、価格・サービス競争がさらに激化することも予想され、今後、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  ⑤ 技術者の確保について 

 ネットワーク技術の進歩の速さに対応して、顧客に対して 適なネットワーク環境を提供するためには、市場動

向調査とともに 新技術を熟知し応用力のあるネットワーク技術者の確保がますます重要となってきております。 

 当社では、ネットワークインテグレーション分野に必要な技術をネットワーク技術、セキュリティ技術、サーバ

技術、ネットワーク保守・運用技術、ネットワークコンサルタント技術の５つに区分し、社内技術教育プログラム

に基づく研修により技術者養成に努めており、また技術素養のある人材および必要な能力をもった技術者の確保に

も注力し、新卒または外部専門機関との連携による中途を採用しております。今後、必要な技術者を確保できない

場合、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

  ⑥ 為替変動の影響について 

 当社は、米国を中心とする海外メーカーの製品を輸入し、または、海外メーカーの日本法人または代理店等を通

して購入しており、仕入総額に対する輸入仕入の割合は、平成20年３月期においては52.5％、平成21年３月期にお

いては57.8％となっております。為替変動に備える方策等を講ずることにより、リスクの軽減に努めております

が、予想を超えるような為替の変動により円換算による仕入価格が上昇し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  



 当社は、プロダクトセールス事業（通信事業者/サービスプロバイダ部門）、プロダクトセールス事業（エンタープ

ライズ部門）、インテグレーションサービス事業、サポート＆サービス事業の３事業４部門により構成されておりま

す。 

  

２．企業集団の状況

事業名 事業の内容 

プロダクトセールス事業 

通信事業者/サービスプロ

バイダ部門  

サービスプロバイダのブロードバンド、WiMaxなど

の要求に対し、サブスクライバー管理、ポリシー

コントロール、ネットワークマネジメントなど高

度なソリューションを提供する事業。 

エンタープライズ部門 

主として企業や官公庁に対し、DHCP/DNS/RADIUS

などのネットワークサービスを中心としたソリュ

ーションを提供する事業。 

インテグレーションサービス事業 
企業や団体のネットワークインフラストラクチャ

の構築サービスを提供する事業。 

サポート＆サービス事業 

当社が納入したネットワークおよび付帯機器の保

守を行うと共に、ネットワークの増強・機能拡

張・更新等についてプロフェッショナルサービス

を提供する事業。 



(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、平成元年７月の創業以来一貫してIPネットワークに係わる海外製品の輸入と国内大手通信事業会社および

国内大手企業向けに当該製品をコアとしたソリューションを提供してまいりました。 

 1990年代は、汎用コンピュータを中心としたクローズドネットワークからUNIX＆WINDOWSを中心としたオープンネ

ットワークへの切り替えの黎明期にあった大手一般企業へのネットワーク基盤構築を、2000年初頭からは大手通信事

業会社が開始したブロードバンドサービスに係わる製品＆ソリューションの提供を、2005年半ばからは、個人情報保

護法に伴うセキュリティ製品＆ソリューションの提供を、2008年以降は、大手通信事業会社のWiFi/WiMAXサービス開

始に伴うAAAという安心・安全を担保するための堅牢なユーザ認証、サービスデリバリーのサービス品質を確保する

ためのアプリケーション性能管理、さらにはITインフラ仮想化環境での迅速でかつ効率的な障害切り分けといった差

別化製品&ソリューションの提供を行ってきました。 

 2008年後半からは米国金融危機に端を発した世界的経済危機の影響を受け、国内市場においても設備投資の先送

り、縮小といった主要産業自体の疲弊で、IPネットワーク業界においてもコスト削減、仮想化、サービス向上に対し

て差別化を牽引する製品&ソリューションに目が向けられています。こういった目線で選択と集中を継続し、かつ社

内のビジネスインフラを強化し、コアビジネスとしてのサービスの確立を目指すとともに、今後当社が注力するビジ

ネス領域でのNo.1ブランド、収益性およびコスト削減といった経営戦略と経営基盤の強化を経営の基本方針としてま

いります。 

(2）目標とする経営指標 

 当社は、安定的な収益向上を重視しており、当面売上高経常利益率３％を、中期的には10％を目指しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 企業および主要通信事業会社のビジネスのグローバル化とICTに代表される通信技術が進展する中で当社は、これ

まで手掛けてきたネットワーク&セキュリティ分野のプロダクトセールスのビジネススタイルから脱却し、サービス

ビジネスモデル確立、グローバルな展開をも含めた更なる成長を目指します。具体的には、 

①前年度の黒字化をさらに成長させ、更なるビジネスインフラの整備とワークスタイルの変革を実施し、飛躍への

準備を確立する。 

 ②コアビジネスとしてのサービスビジネスの確立、および独自のサービスで差別化を図る。 

 ③サービスの拡大と収益の向上を図り、第二の成長として、グローバルな展開を目指します。 

 ④ネットワーク専門商社から脱却し、ICT業界における以下のセグメントでのNo.1ブランドを確立します。 

 ＊ブロードバンド加入ユーザマネジメント 

 ＊ポリシーコントロール 

 ＊仮想化サービスマネジメント 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社は、今期は社員全員による現場主義で顧客第一を徹底します。そのために以下を取り組みます。 

 ①リスクマネジメント力：コストを意識した不断のプロジェクト管理の実施。 

 ②オペレーション力：顧客対応力の向上と更なる業務の効率化 

 ③マーケティング力：売れる仕組み作り 

 また、市場のトレンドとして「仮想化」と「コスト削減」があります。当社はこれらにフォーカスすることで、①

新製品eGInnovations社仮想環境での障害分析ツール、②新製品TANDBERG社ビデオ会議システム、③米国NetScout社

ネットワークアプリケーションパフォーマンス管理・監視製品等の販売活動を強化してまいります。 

 当社は顧客のビジネスの視点に立ち、顧客へ新たな価値を提供するビジネスに、より一層フォーカスしてまいりま

す。 

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向け内部管理体制強化のための整備を推進しております。社内業務全

般にわたる諸規程を整備し、業務分掌規程等により責任と権限を明確にし、職務を遂行する体制を構築しておりま

す。 

 会社の意思決定を行う取締役会は、取締役４名で構成されており、月１回の定例取締役会と必要に応じ臨時の取締

役会を開催し、機動的かつ迅速な意思決定を行っております。 

 監査役会は３名で構成されており、その内、社外監査役２名であります。取締役会・経営会議（毎週１回開催）に

は原則出席し、さらにその他の社内の重要会議にも出席し、必要に応じ、社内書類の閲覧等も行い、取締役の職務執

行を十分監視できる体制をとっております。 

３．経営方針



 また、社長直属の内部監査担当を２名選任し、職務遂行の法令・定款・各規程への準拠状況・整合性について年間

監査計画に基づき内部監査を実施しております。内部監査の結果については監査役、会計監査人との連携のもと業務

の改善、内部統制の強化に寄与しております。 

 当社の会計監査人には、あずさ監査法人が就任しており、会計監査のほか、会計上の課題やコーポレート・ガバナ

ンス体制についても確認を行い、処理の適正化に努めております。 

 その他重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事項については、顧問弁護士に相談し、必要な検討を行って

おります。 

 なお、社外監査役、監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係

はありません。 

コーポレート・ガバナンスと内部管理体制 



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 965,138 1,305,321

受取手形 11,053 5,791

売掛金 685,094 559,844

有価証券 39,439 13,579

商品 281,518 176,664

仕掛品 5,071 899

前渡金 171,404 211,730

前払費用 22,629 21,835

未収消費税等 27,917 －

未収入金 － 29,419

その他 7,389 1,526

貸倒引当金 △3,343 △1,826

流動資産合計 2,213,313 2,324,786

固定資産   

有形固定資産   

建物 28,323 27,183

減価償却累計額 △10,653 △12,689

建物（純額） 17,669 14,493

工具、器具及び備品 76,266 97,346

減価償却累計額 △31,220 △49,643

工具、器具及び備品（純額） 45,045 47,702

リース資産 － 27,302

減価償却累計額 － △3,871

リース資産（純額） － 23,430

有形固定資産合計 62,715 85,627

無形固定資産   

ソフトウエア 6,795 5,839

電話加入権 1,282 1,282

リース資産 － 13,661

無形固定資産合計 8,077 20,783

投資その他の資産   

投資有価証券 126,646 142,473

従業員に対する長期貸付金 － 100

破産更生債権等 32,119 －

長期預金 100,000 100,000

敷金及び保証金 70,170 50,907

会員権 95,709 95,709

保険積立金 35,224 38,207

貸倒引当金 △27,069 －

投資その他の資産合計 432,800 427,397

固定資産合計 503,593 533,808

資産合計 2,716,906 2,858,595



（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 294,646 263,090

短期借入金 435,100 500,000

リース債務 － 8,747

未払金 54,221 30,249

未払費用 23,058 11,687

未払法人税等 6,534 7,203

未払消費税等 － 30,611

前受金 299,107 382,161

預り金 3,559 2,559

賞与引当金 56,747 35,641

流動負債合計 1,172,975 1,271,953

固定負債   

リース債務 － 28,928

繰延税金負債 4,352 3,900

固定負債合計 4,352 32,829

負債合計 1,177,327 1,304,782

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,182,604 1,182,604

資本剰余金   

資本準備金 929,039 －

その他資本剰余金 300,000 630,370

資本剰余金合計 1,229,039 630,370

利益剰余金   

利益準備金 10,000 －

その他利益剰余金   

別途積立金 130,000 －

繰越利益剰余金 △738,669 16,670

利益剰余金合計 △598,669 16,670

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 1,532,337 1,549,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,754 △7,359

評価・換算差額等合計 △3,754 △7,359

新株予約権 10,996 12,164

純資産合計 1,539,579 1,553,812

負債純資産合計 2,716,906 2,858,595



（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   

商品及び製品売上高 1,928,171 1,957,199

保守売上高 832,897 1,048,268

売上高合計 2,761,069 3,005,468

売上原価   

商品及び製品売上原価 1,477,701 1,285,724

保守売上原価 616,491 721,665

売上原価合計 2,094,193 2,007,389

売上総利益 666,876 998,078

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 8,835 10,332

営業支援費 95,928 －

役員報酬 59,031 67,203

給料及び手当 316,816 334,101

賞与 50,599 37,950

賞与引当金繰入額 26,298 24,397

法定福利費 50,875 52,689

福利厚生費 18,853 18,666

交際費 17,014 14,151

地代家賃 48,380 50,587

運賃 6,280 3,783

賃借料 66,418 56,132

消耗品費 6,073 7,628

通信費 6,727 12,465

旅費及び交通費 40,398 36,220

水道光熱費 5,225 6,877

支払手数料 129,500 138,226

研修費 6,161 8,748

減価償却費 11,055 24,869

租税公課 14,379 12,110

貸倒引当金繰入額 1,997 －

その他 53,376 56,860

販売費及び一般管理費合計 1,040,228 974,003

営業利益又は営業損失（△） △373,352 24,074



（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) 

営業外収益   

受取利息 1,404 1,810

有価証券利息 2,342 75

受取配当金 1,561 730

為替差益 22,909 14,322

その他 2,293 1,629

営業外収益合計 30,511 18,568

営業外費用   

支払利息 2,753 6,898

デリバティブ評価損 42,461 11,608

その他 6 0

営業外費用合計 45,221 18,506

経常利益又は経常損失（△） △388,061 24,137

特別利益   

投資有価証券売却益 8,400 －

固定資産売却益 － ※1  1,073

貸倒引当金戻入額 － 257

新株予約権戻入益 － 1,220

受取和解金 － 4,870

特別利益合計 8,400 7,421

特別損失   

会員権売却損 200 －

貸倒引当金繰入額 27,069 －

投資有価証券評価損 129,982 9,063

商品評価損 78,679 －

固定資産除却損 － ※2  2,044

特別損失合計 235,931 11,108

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △615,592 20,450

法人税、住民税及び事業税 4,005 3,780

法人税等調整額 225,095 －

法人税等合計 229,100 3,780

当期純利益又は当期純損失（△） △844,693 16,670



商品及び製品売上原価 

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

（原価計算の方法） 

 当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。 

売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 労務費    335,327  69.7  139,189  45.4

Ⅱ 経費 ※１  145,773  30.3  167,660  54.6

当期総製造費用    481,101  100.0  306,849  100.0

期首仕掛品たな卸高    3,798        5,071      

計    484,899        311,920      

期末仕掛品たな卸高    5,071        899      

他勘定振替高 ※２  95,928        －      

差引計    383,899        311,021      

期首商品たな卸高    311,647        281,518      

当期商品仕入高    1,152,355        875,308      

ソフトウェア償却費    759        229      

計    1,848,661        1,468,078      

期末商品たな卸高    281,518        176,664      

他勘定振替高 ※３  89,441        5,689      

商品及び製品売上原価    1,477,701        1,285,724      

項目 前事業年度 当事業年度 

外注費（千円）  38,110  120,978

賃借料（千円）  34,901  15,253

旅費交通費（千円）  12,448  5,500

リース料（千円）  14,748  6,233

項目 前事業年度 当事業年度 

営業支援費（千円）  95,928 －

項目 前事業年度 当事業年度 

商品評価損（千円)  78,679 －

工具器具備品（千円)  10,761  5,689



保守売上原価 

※ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

（原価計算の方法） 

 当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。 

    
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 労務費    69,749  11.3  72,765  10.1

Ⅱ 経費 ※  546,741  88.7  648,900  89.9

保守売上原価    616,491  100.0  721,665  100.0

項目 前事業年度 当事業年度 

保守外注費（千円）  462,441  550,825

リース料（千円）  57,045  53,773



（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 1,182,604 1,182,604

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,182,604 1,182,604

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,229,039 929,039

当期変動額   

資本準備金の取崩 △300,000 △929,039

当期変動額合計 △300,000 △929,039

当期末残高 929,039 －

その他資本剰余金   

前期末残高 － 300,000

当期変動額   

欠損填補 － △598,669

資本準備金の取崩 300,000 929,039

当期変動額合計 300,000 330,370

当期末残高 300,000 630,370

資本剰余金合計   

前期末残高 1,229,039 1,229,039

当期変動額   

欠損填補 － △598,669

当期変動額合計 － △598,669

当期末残高 1,229,039 630,370

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 10,000 10,000

当期変動額   

利益準備金の取崩 － △10,000

当期変動額合計 － △10,000

当期末残高 10,000 －

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 130,000 130,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △130,000

当期変動額合計 － △130,000

当期末残高 130,000 －



（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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 106,024 △738,669

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △844,693 16,670

欠損填補 － 738,669

当期変動額合計 △844,693 755,339

当期末残高 △738,669 16,670

利益剰余金合計   

前期末残高 246,024 △598,669

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △844,693 16,670

欠損填補 － 598,669

当期変動額合計 △844,693 615,339

当期末残高 △598,669 16,670

自己株式   

前期末残高 △280,637 △280,637

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △280,637 △280,637

株主資本合計   

前期末残高 2,377,030 1,532,337

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △844,693 16,670

当期変動額合計 △844,693 16,670

当期末残高 1,532,337 1,549,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7,733 △3,754

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,487 △3,605

当期変動額合計 △11,487 △3,605

当期末残高 △3,754 △7,359

評価・換算差額等合計   

前期末残高 7,733 △3,754

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,487 △3,605

当期変動額合計 △11,487 △3,605

当期末残高 △3,754 △7,359



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － 10,996

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10,996 1,168

当期変動額合計 10,996 1,168

当期末残高 10,996 12,164

純資産合計   

前期末残高 2,384,764 1,539,579

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △844,693 16,670

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △491 △2,437

当期変動額合計 △845,184 14,233

当期末残高 1,539,579 1,553,812



（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（△） △615,592 20,450

減価償却費 22,053 37,206

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,359 △21,105

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,066 △28,586

受取利息及び受取配当金 △5,308 △2,616

支払利息 2,753 6,898

投資有価証券売却損益（△は益） △8,400 －

投資有価証券評価損益（△は益） 129,982 9,063

デリバティブ評価損益（△は益） 42,461 11,608

売上債権の増減額（△は増加） 2,548,864 130,511

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,093 103,336

仕入債務の増減額（△は減少） △2,526,308 △31,555

その他 55,519 85,371

小計 △334,174 320,582

利息及び配当金の受取額 4,842 2,415

利息の支払額 △3,431 △6,737

法人税等の支払額 △1,891 △4,168

法人税等の還付額 70,961 895

営業活動によるキャッシュ・フロー △263,693 312,988

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △365,308 △354,423

定期預金の払戻による収入 245,440 247,089

有形固定資産の取得による支出 △42,286 △34,033

無形固定資産の取得による支出 △5,263 △4,388

投資有価証券の取得による支出 △1,200 △14,695

投資有価証券の売却による収入 298,400 －

敷金及び保証金の差入による支出 △1,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 782 19,262

その他 △2,783 △3,323

投資活動によるキャッシュ・フロー 126,781 △144,511

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） 335,100 64,900

長期借入金の返済による支出 △17,500 －

配当金の支払額 △293 △527

財務活動によるキャッシュ・フロー 317,306 64,372

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 180,395 232,849

現金及び現金同等物の期首残高 557,209 737,605

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  737,605 ※1  970,454



 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 

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、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

同左 

  時価のないもの  

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

  

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

同左  

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

(1）商品 

 移動平均法による原価法（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）を採用して

おります。 

  (2）仕掛品 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

(2）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

下げの方法により算定）を採用しており

ます。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日公表分）を適用しておりま

す。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響はありませ

ん。  

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物      15年 

工具器具備品  ４～10年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物      15年 

工具器具備品  ４～10年 

  （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。

 これにより営業損失、経常損失及び税引

前当期純損失は、それぞれ3,114千円増加

しております。  

   



  

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。 

 これによる営業損失、経常損失及び税引

前当期純損失に対する影響は軽微でありま

す。 

  

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、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）に基づく定額法、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）に基づく定額法を採用し

ております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  ――― (3）リース資産 

 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。  

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 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。 

(3）役員賞与引当金 

同左 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

――― 



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） 

７．ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 

    原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。ただし、特例処理の要件を

満たす金利スワップについては特例処

理を、振当処理の要件を満たす為替予

約については振当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・・・為替予約取引 

金利スワップ取引 

ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務 

借入金利息 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  （3）ヘッジ方針 

    当社の内部規定に基づき、営業活動

及び財務活動における為替変動リスク

及び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、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。ただし、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

ので決算日における有効性の評価を省

略しております。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．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 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

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） 

 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

に与える影響は軽微であります。 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（貸借対照表） 

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収消費税等」は、当期において、資産の総額の

100分の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「未収消費税等」は2,006千円でありま

す。 

（貸借対照表） 

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「未収入金」は、当期において、資産の総額の100

分の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「未収入金」は3,250千円であります。 



前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

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．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）上記の新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

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） 

該当事項はありません。 同左 

（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） 

該当事項はありません。 ※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具器具備品 1,073千円 

建物 2,044千円 

（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） 

発行済株式         

普通株式  156,800  ―  ―  156,800

合計  156,800  ―  ―  156,800

自己株式         

普通株式  3,000  ―  ―  3,000

合計  3,000  ―  ―  3,000

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当事業年度末

残高 
（千円） 前事業年度末

当事業年度
増加  

当事業年度 
減少  当事業年度末 

 提出会社 
 ストック・オプションとしての 

新株予約権 
― ― ― ― ―  10,996

 合計 ― ― ― ―  ―  10,996



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．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）上記の新株予約権は権利行使可能なものであります。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  
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） 

発行済株式         

普通株式  156,800  ―  ―  156,800

合計  156,800  ―  ―  156,800

自己株式         

普通株式  3,000  ―  ―  3,000

合計  3,000  ―  ―  3,000

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当事業年度末

残高 
（千円） 前事業年度末

当事業年度
増加  

当事業年度 
減少  当事業年度末 

 提出会社 
 ストック・オプションとしての 

新株予約権 
― ― ― ― ―  12,164

 合計 ― ― ― ― ―  12,164

（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掲記

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）

  

  （千円）

現金及び預金勘定  965,138

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △227,533

現金及び現金同等物  737,605

  （千円）

現金及び預金勘定  1,305,321

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △334,867

現金及び現金同等物  970,454

  ※２ 重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ44,469千円

であります。 



（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．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 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

未経過リース料  

  

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

 機械及び装置  34,377  18,151  16,225

工具器具備品  207,521  100,796  106,724

ソフトウェア  57,712  18,029  39,683

合計  299,611  136,978  162,633

１年内 71,573千円

１年超 96,725千円

合計 168,299千円

支払リース料 93,526千円

減価償却費相当額 87,661千円

支払利息相当額 7,474千円

１年内 3,720千円

１年超 ― 千円

合計 3,720千円

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

(ア）有形固定資産 

 保守機材等（工具器具備品）であります。 

(イ）無形固定資産 

 ソフトウェアであります。 

② リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

  

 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、その内容は次のとおり

であります。 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置  34,377  28,047  6,329

工具器具備品  144,612  90,822  53,789

ソフトウェア  57,712  29,572  28,140

合計  236,702  148,442  88,259

１年内 52,145千円

１年超 39,504千円

合計 91,650千円

支払リース料 73,630千円

減価償却費相当額 68,863千円

支払利息相当額 4,472千円



１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）表中の「取得価額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、前事業年度において52,960千円、当事業年度にお

いて9,063千円の減損処理を行っております。 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券 

３．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

  

（有価証券関係）

  種類 

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） 

取得原価
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
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

が取得原価を超え

るもの 

(1）株式 8,934 19,627 10,693  19,974  29,557 9,582

(2）債券                                

① 国債・地方債等 ― ― ―  ―  ― ―

② 社債 ― ― ―  ―  ― ―

③ その他 ― ― ―  ―  ― ―

(3）その他 ― ― ―  ―  ― ―

小計 8,934 19,627 10,693  19,974  29,557 9,582

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式 26,977 20,065 △6,911  35,804  27,645 △8,158

(2）債券                                

① 国債・地方債等 ― ― ―  ―  ― ―

② 社債 100,764 39,439 △61,324  ―  ― ―

③ その他 ― ― ―  ―  ― ―

(3）その他 ― ― ―  ―  ― ―

小計 127,741 59,504 △68,236  35,804  27,645 △8,158

合計 136,675 79,131 △57,543  55,779  57,203 1,424

  

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） 

 売却額（千円）  298,400  ―

 売却益の合計額（千円）  8,400  ―

 売却損の合計額（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） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券     

非上場株式  86,953  85,270

社債  ―  13,579



４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

種類 

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年以内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

１年以内
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

１．債券                                           

(1）国債・地方債等  ― ― ― ― ―  ―  ― ―

(2）社債  100,764 ― ― ― 13,579  ―  ― ―

(3）その他  ― ― ― ― ―  ―  ― ―

２．その他  ― ― ― ― ―  ―  ― ―

合計  100,764 ― ― ― 13,579  ―  ― ―



１．取引の状況に関する事項 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

（１）取引の内容及び利用目的 

当社が利用しているデリバティブ取引は、通貨関連

では為替予約取引、金利関連では金利スワップ取

引、投資関連では複合金融商品（他社株転換社債）

であります。デリバティブ取引は、通貨関連及び金

利関連では営業活動及び財務活動における為替変動

リスク及び金利変動リスクを回避することを目的と

し、投資関連では運用収益を獲得する目的で利用し

ております。 

（１）取引の内容及び利用目的 

同左 

①ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によっております。 

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップに

ついては特例処理を、振当処理の要件を満たす為

替予約については振当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・・為替予約取引、金利スワップ取引 

ヘッジ対象・・外貨建金銭債務、借入金利息 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ方針 

当社の内部規定に基づき、営業活動及び財務活動

における為替変動リスク及び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ヘッジ有効性の評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断して

おります。ただし、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ので決算日における

有効性の評価を省略しております。 

④ヘッジ有効性の評価の方法 

同左 

（２）取引に関する取組方針 

将来の為替、金利の変動によるリスク回避、運用収

益の獲得を目的として行っており、投機目的のため

の取引は行わない方針です。 

（２）取引に関する取組方針 

同左 

（３）取引に係るリスクの内容 

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、金

利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを、

また、複合金融商品は株式市場価格の変動によるリ

スクを有しております。 

なお、当社の取引相手先は、信用度の高い大手金融

機関であるため相手先の契約不履行による信用リス

クは、ほとんどないと判断しております。 

（３）取引に係るリスクの内容 

同左 

（４）取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資

金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。 

（４）取引に係るリスク管理体制 

同左 



２．取引の時価等に関する事項 

   複合金融商品関連 

（注）１ 前事業年度 

① 時価の算定方法については、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

② 組込デリバティブを合理的に区分して測定できないため、当該複合金融商品全体を時価評価し、評価差額

を損益に計上しております。 

③ 契約額等には、当該複合金融商品（他社株転換社債）の額面金額を記載しております。 

２ 当事業年度 

期末残高がないため、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．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。 

２．退職給付費用に関する事項 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。 

２．退職給付費用に関する事項 

区分 種類 

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）

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超
（千円） 

時価
（千円） 

評価損益
（千円） 

契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益
（千円） 

市場取引 

以外の取引 
他社株転換社債  100,764 ― 39,439 △61,324 ―  ―  ― ―

合計  100,764 ― 39,439 △61,324 ―  ―  ― ―

（退職給付関係）

  （単位：千円）

確定拠出年金への掛金支払額 12,120

退職給付費用 12,120

  （単位：千円）

確定拠出年金への掛金支払額 8,142

退職給付費用 8,142



前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

（ストック・オプション等関係）

売上原価 4,160千円 

販売費及び一般管理費 6,835千円  

  
平成18年

ストック・オプション 
平成19年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役 ３名 

当社監査役 １名 

当社従業員 109名 

当社従業員 133名 

ストック・オプション数 （注） 普通株式 4,000株 普通株式 1,000株 

付与日 平成18年４月24日 平成19年６月６日 

権利確定条件 

付与日（平成18年４月24

日）から権利確定日（平成

19年６月30日）まで継続し

て勤務していること 

付与日（平成19年６月６

日）から権利確定日（平成

20年６月30日）まで継続し

て勤務していること 

対象勤務期間 
平成18年４月24日 

～平成19年６月30日 

平成19年６月６日 

～平成20年６月30日 

権利行使期間 
平成19年７月１日 

～平成22年６月30日 

平成20年７月１日 

～平成23年６月30日 

  
平成18年

ストック・オプション 
平成19年  

ストック・オプション  

権利確定前      （株）            

前事業年度末  3,640  ―

付与  ―  1,000

失効  180  215

権利確定  3,460  ―

未確定残  ―  785

権利確定後      （株）            

前事業年度末  ―  ―

権利確定  3,460  ―

権利行使  ―  ―

失効  500  ―

未行使残  2,960  ―



② 単価情報 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当事業年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下

のとおりであります。 

① 使用した評価方法     ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．上場日（平成16年12月21日）から算定基準日（平成19年６月６日）までの株価実績に基づき算定

しております。 

２．算定基準日（平成19年６月６日）から権利行使可能期間の中間点（平成21年12月31日）までの期

間で見積もっております。 

３．平成20年３月期の当初の１株当たりの配当予想額を、算定基準日（平成19年６月６日）の株価の

市場終値45,600円で除しております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

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

ております。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

２．ストックオプションの権利不行使による失効により利益として計上した金額 

  
平成18年

ストック・オプション 
平成19年  

ストック・オプション  

権利行使価格      （円）  168,347  45,600

行使時平均株価     （円）  ―  ―

公正な評価単価（付与日）（円）  ―  18,210

  平成19年ストック・オプション 

株価変動性（注）１ 67％ 

予想残存期間（注）２ 2.6年 

予想配当率（注）３ 1.1％ 

無リスク利子率（注）４ 1.1％ 

売上原価 529千円 

販売費及び一般管理費 1,859千円  

新株予約権戻入益 1,220千円 



３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  
平成18年

ストック・オプション 
平成19年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役 ３名 

当社監査役 １名 

当社従業員 109名 

当社従業員 133名 

ストック・オプション数 （注） 普通株式 4,000株 普通株式 1,000株 

付与日 平成18年４月24日 平成19年６月６日 

権利確定条件 

付与日（平成18年４月24

日）から権利確定日（平成

19年６月30日）まで継続し

て勤務していること 

付与日（平成19年６月６

日）から権利確定日（平成

20年６月30日）まで継続し

て勤務していること 

対象勤務期間 
平成18年４月24日 

～平成19年６月30日 

平成19年６月６日 

～平成20年６月30日 

権利行使期間 
平成19年７月１日 

～平成22年６月30日 

平成20年７月１日 

～平成23年６月30日 

  
平成18年

ストック・オプション 
平成19年  

ストック・オプション  

権利確定前      （株）            

前事業年度末  ―  785

付与  ―  ―

失効  ―  50

権利確定  ―  735

未確定残  ―  ―

権利確定後      （株）            

前事業年度末  2,960  ―

権利確定  ―  735

権利行使  ―  ―

失効  460  67

未行使残  2,500  668

  
平成18年

ストック・オプション 
平成19年  

ストック・オプション  

権利行使価格      （円）  168,347  45,600

行使時平均株価     （円）  ―  ―

公正な評価単価（付与日）（円）  ―  18,210



４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

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

ております。 

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。 

（企業結合等）

（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 （千円） 繰延税金資産 （千円） 

未払事業税否認  1,485   未払事業税否認  1,536  

貸倒引当金繰入額否認  6,784   貸倒引当金繰入額否認  7,760  

賞与引当金繰入額否認  25,641   賞与引当金繰入額否認  16,104  

減価償却限度超過額  2,198   減価償却限度超過額  2,648  

投資有価証券評価損否認  61,078   投資有価証券評価損否認  61,078  

商品評価損否認  48,447   商品評価損否認  48,061  

その他有価証券評価差額金  4,108   その他有価証券評価差額金  5,308  

繰越欠損金  318,016   繰越欠損金  309,587  

その他  1,265   その他  1,062  

繰延税金資産小計  469,026   繰延税金資産小計  453,147  

評価性引当額  △469,026   評価性引当額  △453,147  

繰延税金資産計  －   繰延税金資産計  －  

繰延税金負債     繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金  4,352   その他有価証券評価差額金  3,900  

繰延税金負債計  4,352   繰延税金負債計  3,900  

繰延税金資産の純額  △4,352   繰延税金資産の純額  △3,900  

  
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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

税引前当期純損失を計上しているため記載を省略してお

ります。 

  （％） 

法定実効税率 40.7  

      （調整）    

      交際費等永久に損金に算入されない項目 28.5  

      住民税均等割 18.5  

      税務上の繰越欠損金の利用 △28.3  

      評価性引当金の増減 △42.3  

      その他 1.4  

      税効果会計適用後の法人税等の負担率 18.5  

  



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） 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２．当社の取締役アンソニービダルはAlferaz,Inc.のCEOを兼任しており、上記の取引は同社との取引であり

ます。 

３．取締役アンソニービダルは平成19年６月21日付で当社取締役となったため、当事業年度のうち平成19年６

月21日より平成20年３月31日までの期間での取引金額を記載しております。 

４．取引条件については、業務内容を勘案のうえ、取締役会において決定しております。 

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。 

（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

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。 

（持分法損益等）

（関連当事者情報）

属性 氏名 住所 資本金又は
出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
被所有割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員 
アンソニー 

ビダル 
 ―  ―

当社取締役

Alferaz, 

Inc.CEO 

なし ―  ―
コンサルティン

グフィーの支払 
 9,829 ― ―

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 9,938.77円

１株当たり当期純損失金額 5,492.15円

１株当たり純資産額 10,023.72円

１株当たり当期純利益金額 108.39円

 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、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

  
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） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △844,693  16,670

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又は当期純損失

（△）（千円） 
 △844,693  16,670

期中平均株式数（株）  153,800  153,800

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 

５．その他
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