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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12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12月期 4,067 △30.9 △524 ― △659 ― △758 ―

20年12月期 5,894 46.6 2 ― △49 ― △596 ―

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12月期 △1,689.61 ― △25.4 △17.2 △12.9

20年12月期 △1,327.69 ― △16.2 △1.1 0.1

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  6百万円 20年12月期  12百万円

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12月期 3,307 2,669 78.7 5,796.19
20年12月期 4,366 3,444 77.1 7,496.03

（参考） 自己資本   21年12月期  2,602百万円 20年12月期  3,365百万円

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12月期 △474 △347 59 1,428
20年12月期 348 △257 △125 2,196

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

21年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

22年12月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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）

（注）第２四半期連結累計期間の業績予想は行っておりません。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 3,950 3.0 50 ― 50 ― 25 ― 55.68



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  

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 株式会社通販工房 ） 除外 1社 （社名
株式会社デジタル・インフォ・プロデュ
ース

）

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12月期 450,257株 20年12月期 450,257株

② 期末自己株式数 21年12月期  1,309株 20年12月期  1,309株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12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12月期 1,387 △41.1 △269 ― △685 ― △932 ―

20年12月期 2,358 △3.5 96 ― 68 ― △589 ―

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12月期 △2,077.82 ―

20年12月期 △1,311.99 ―

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12月期 2,960 2,635 88.9 5,863.30
20年12月期 4,058 3,571 88.0 7,952.25

（参考） 自己資本 21年12月期  2,632百万円 20年12月期  3,570百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含ま
れています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきくだ
さい。 



当連結会計年度における世界経済は、米国発金融不安の後遺症が大きく、世界レベルで未曾有の経済

危機に覆われた一年となりました。アジア地域、特に中国はいち早く景気回復軌道に乗ったものの、日

本ではデフレ懸念が広がり、設備投資の見送りが相次ぎ、企業経営環境は悪化しました。 

 当社グループが属する業界では、Ｗｉｎｄｏｗｓ７、ＡＳＰ型事業拡大、クラウドコンピューティン

グなど、低コスト型ビジネスモデルが話題となり、更新時期を迎える大型システム検討が顧客企業で始

まるなど潜在需要が拡大しつつあります。 

 このような環境下で当社グループは、コア事業のＣＲＭ（顧客情報管理）分野で需要が拡大しつつあ

るＣＲＭ－ＥＣ（電子商取引）の営業強化を図り、潜在需要の掘り起こしに取り組みました。また、Ａ

ＳＰ型の名刺情報管理サービス事業を本格展開し、当連結会計年度末には250社を超える顧客開拓を実

現しました。情報セキュリティサービス分野では、キヤノン電子株式会社と連携し、製品ラインアップ

を充実させるなどの諸策を講じました。その結果、年央以降には引き合い・提案件数が大きく増加した

ものの、顧客企業の低コスト化、多機能化要望も強く導入時期の先送り傾向が顕著になるなど、売上に

つながらず大幅な減収となりました。 

 損益面では、直間是正、事務所スペースの大幅な縮小や徹底した無駄取りなど、経費の圧縮に取り組

みましたが、粗利益の落ち込み、投資事業有限責任組合投資の大幅な損失により経常赤字となりまし

た。また長引く景気悪化により業績が低迷しているグループ会社については、営業活動による収益力の

低下が認められることから、のれんを減損処理し、それに伴う費用を特別損失として計上しました。 

 この結果、連結売上高は4,067,265千円（前年同期比30.9％減）、営業損失524,361千円（前年同期比

527,323千円増）、経常損失659,867千円（前年同期比610,449千円増）、当期純損失758,544千円となり

ました。 

  

事業の種類別セグメント概況 

 （イ）ＳＩビジネス事業（ＣＲＭ事業） 

   ＣＲＭ関連システムの受託開発を主軸としているＳＩビジネス事業では、既存顧客のＥＣサ 

  イト追加機能開発及び当期より新たに連結対象となった子会社の売上が堅調に推移し、連結売 

  上高は2,496,920千円となりました。 

 （ロ）ライセンス等ビジネスサービス事業 

   セキュリティ関連ソリューションの販売、ＣＲＭシステムに関するハードウェア・ソフトウ 

  ェアの販売・保守等を行うライセンス等ビジネスサービス事業では、名刺情報管理サービス「 

  アルテマブルー」ブランドの周知を務めるとともに、代理店との連携強化やＯＥＭ供給の開始 

  を行い、連結売上高は1,081,571千円となりました。 

 （ハ）人材紹介事業 

   高度技術者に特化したスカウト型人材紹介を主力とする人材紹介事業では、国内の雇用情勢 

  が一段と悪化したこに伴う企業の求人意欲の減退により、売上高は488,773千円となりまし 

  た。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析



（イ）資産、負債及び純資産の状況 

   当連結会計年度における資産は、子会社に関するのれんの減損を行ったため、前連結会計年 

  度に比べ1,058,728千円減少し、3,307,785千円となりました。負債は買掛金の減少及び未払法 

  人税等の減少により前連結会計年度に比べ283,558千円減少し、638,761千円となりました。ま 

  た、純資産につきまして、前連結会計年度に比べ775,170千円減少し、2,669,023千円となりま 

  した。 

 （ロ）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は、767,846千円減少し、1,428,289千円となり 

  ました。 

  （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の結果使用した資金は474,955千円となりました。これは 

  主に、投資事業組合運用損160,347千円の計上、売上債権164,382千円の減少などによるもので 

  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の結果使用した資金は347,864千円となりました。これは 

  主に、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出418,197千円、連結範囲の変更を伴 

  う子会社株式の売却による収入123,322千円など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の結果獲得した資金は59,000千円となりました。これは 

  主に、長期借入れによる収入60,000千円、長期借入金の返済による支出1,000千円によるもの 

  であります。 

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と認識しております。配当につきまして

は各決算期の経営成績ならびに今後の事業展開に備えた内部留保の必要性を勘案して決定してまいりま

す。 

  

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に重要な影響及ぼす可能性のある事項には、以下のよ

うなものがあります。 

  

（イ）財政状態及び経営成績 
    当社グループのソフトウェアの開発業務は、お客様からの信頼をベースに効率的なシステ 
   ム構築・開発を目指しております。しかしながら、開発期間や仕様等の変更により採算が悪 
   化した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
（ロ）情報セキュリティについて 

    当社グループは顧客情報及び個人情報の取扱いにおいて、情報セキュリティ委員会を設置 
   し総合的な諸施策を立案・実施しておりますが、コンピュータシステムのトラブルによる情 
   報流出や犯罪行為等による情報漏洩が発生した場合、お客様からの信用を失うなど当社グル 
   ープの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
（ハ）人材の確保について 

    当社グループの事業展開において、優秀な人材の確保及び育成が不可欠であります。しか 
   しながら、これらの必要な人材を十分に確保できない場合、または現在在職している人材が 
   流出するような場合は、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり 
   ます。 

(2) 財政状態に関する分析

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク



 

 
（注）１.ＥＣコンシェルジュ株式会社は、平成21年12月31日付もって解散し、清算手続中であります 
    す。 

   ２.キューブル株式会社は、平成21年12月28日付をもって株式を全額売却しております。 

   ３.株式会社通販工房は、新たに連結子会社に追加されました。 

   ４.株式会社デジタル・インフォ・プロデュースは平成21年９月30日付で株式を譲渡したため 
    連結の範囲から除外しております。 

2. 企業集団の状況



当社グループは、国内におけるＣＲＭコンサルティングのリーディングコンパニーとして、企業への

システム導入を支援することで、消費者のニーズを企業活動に直結させ、日本企業の競争力向上、企業

活動の効率化を促進し、その結果として日本経済の活性化に貢献したいと考えております。 

当社グループの主力事業はＣＲＭ導入コンサルティング及びセキュリティ関連事業であり、生産設備

などに必要な設備投資が基本的に小さい業態であるため、主な経営指標として「事業部門別の売上高伸

び率」と「事業部門別粗利益率」を重視しております。 

日本におけるＣＲＭ市場は、大企業のみならず中規模企業においても本格的な普及が始まっており、

ＣＲＭ関連サービス市場は中長期的に拡大基調で推移すると見込まれています。 

 また、国内企業においては、内部統制強化等を目的としたＩＴ技術の活用が進んでおり、部分的な効

率改善にとどまらず、トータルなソリューションが求められています。 

 当社グループは、このような環境下で、以下の事業戦略を進めることにより、日本におけるＣＲＭコ

ンサルティングのリーディングカンパニーとしての地位をさらに強化してまいります。 

（イ）豊富なＣＲＭ構築事例を基にした上流コンサルティングの強化。 
 （ロ）中規模企業でも導入が容易なＣＲＭソリューションを開発・提供し、中規模企業へのＣＲ 
    Ｍの普及を加速する。 
 （ハ）顧客情報漏洩対策等を含めたトータルなソリューションを提供する。 
    また、親会社との協業等により、営業力及び顧客への提案力の強化を図ってまいります。 

今後、拡大が見込まれているＣＲＭ関連サービス市場は、企業の情報化投資における最先端の分野で

あるため、ＣＲＭコンサルティングにおけるリーディングカンパニーとしての地位をさらに強化してゆ

くためには、優秀な人材の確保及び育成が重要な課題であると認識しております。 

 このため当社グループは、マーケットニーズに応えられる人材の採用を積極化するとともに、人事制

度の刷新による成果主義の徹底等により、個々人の能力を最大限発揮させる仕組み作りを進めておりま

す。加えて、パートナー企業との戦略的な連携強化により、事業拡大に必要な人材の確保に取り組んで

おります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題



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12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,196,135 1,428,289 

受取手形及び売掛金 687,439 500,596 

たな卸資産 339,556 346,784 

その他 41,759 135,658 

貸倒引当金 △19,444 △21,874 

流動資産合計 3,245,446 2,389,454 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 21,067 15,142 

工具、器具及び備品（純額） 23,652 16,751 

建設仮勘定 1,077 － 

その他（純額） － 48 

有形固定資産合計 45,797 31,942 

無形固定資産 

ソフトウエア 127,597 252,630 

のれん 398,348 167,761 

その他 305 698 

無形固定資産合計 526,251 421,091 

投資その他の資産 

投資有価証券 440,662 302,126 

長期貸付金 53,019 9,080 

差入保証金 97,443 142,677 

その他 19,741 21,442 

貸倒引当金 △61,848 △10,029 

投資その他の資産合計 549,018 465,296 

固定資産合計 1,121,067 918,331 

資産合計 4,366,514 3,307,785 

負債の部 

流動負債 

買掛金 324,569 130,220 

未払法人税等 29,770 15,815 

賞与引当金 10,870 4,948 

プログラム補修引当金 1,339 410 

受注損失引当金 12,699 － 

前受収益 158,859 171,341 

その他 260,134 196,958 

流動負債合計 798,242 519,693 

固定負債 

退職給付引当金 117,274 107,724 

役員退職慰労引当金 6,468 6,468 

永年勤続慰労引当金 320 308 

繰延税金負債 14 － 

負ののれん － 4,567 

固定負債合計 124,077 119,067 

負債合計 922,320 638,761 



(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,004,981 5,004,981 

資本剰余金 4,449,902 4,449,902 

利益剰余金 △5,904,720 △6,663,264 

自己株式 △178,505 △178,505 

株主資本合計 3,371,658 2,613,114 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △6,335 △10,926 

評価・換算差額等合計 △6,335 △10,926 

新株予約権 1,595 3,546 

少数株主持分 77,275 63,290 

純資産合計 3,444,193 2,669,023 

負債純資産合計 4,366,514 3,307,785 



(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

売上高 5,894,451 4,067,265 

売上原価 3,955,759 2,928,899 

売上総利益 1,938,692 1,138,366 

販売費及び一般管理費 1,935,730 1,662,727 

営業利益 2,962 △524,361 

営業外収益 

受取利息 5,232 12,028 

受取配当金 30 40 

持分法による投資利益 12,223 6,450 

業務受託手数料 3,600 － 

デリバティブ評価益 － 4,535 

負ののれん償却額 － 702 

その他 8,441 7,794 

営業外収益合計 29,528 31,550 

営業外費用 

支払利息 2,736 297 

デリバティブ評価損 8,073 － 

投資事業組合運用損 67,180 160,347 

その他 3,918 6,411 

営業外費用合計 81,908 167,056 

経常損失（△） △49,418 △659,867 

特別利益 

移転補償金 50,000 － 

役員退職慰労引当金戻入額 62,900 － 

貸倒引当金戻入額 12,987 8,793 

賞与引当金戻入額 － 6,529 

その他 159 1,089 

特別利益合計 126,047 16,413 

特別損失 

特別退職金 － 4,293 

固定資産売却損 － 7,478 

固定資産除却損 78,941 19,028 

減損損失 145,187 107,131 

たな卸資産評価損 64,538 － 

投資有価証券評価損 285,357 2,049 

事務所移転費用 26,792 8,241 

貸倒引当金繰入額 52,295 － 

その他 41,929 302 

特別損失合計 695,043 148,525 

税金等調整前当期純損失（△） △618,414 △791,979 

法人税、住民税及び事業税 18,154 11,720 

法人税等調整額 △1,025 － 

法人税等合計 17,129 11,720 

少数株主損失（△） △39,482 △45,154 

当期純損失（△） △596,061 △758,544 



(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20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 5,004,981 5,004,981 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,004,981 5,004,981 

資本剰余金 

前期末残高 4,449,902 4,449,902 

当期変動額 

自己株式の消却 △6 － 

利益剰余金から資本剰余金への振替 6 － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,449,902 4,449,902 

利益剰余金 

前期末残高 △5,308,651 △5,904,720 

当期変動額 

利益剰余金から資本剰余金への振替 △6 － 

当期純損失（△） △596,061 △758,544 

当期変動額合計 △596,068 △758,544 

当期末残高 △5,904,720 △6,663,264 

自己株式 

前期末残高 △178,512 △178,505 

当期変動額 

自己株式の消却 6 － 

当期変動額合計 6 － 

当期末残高 △178,505 △178,505 

株主資本合計 

前期末残高 3,967,720 3,371,658 

当期変動額 

自己株式の消却 － － 

利益剰余金から資本剰余金への振替 － － 

当期純損失（△） △596,061 △758,544 

当期変動額合計 △596,061 △758,544 

当期末残高 3,371,658 2,613,114 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 4,847 △6,335 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△11,183 △4,591 

当期変動額合計 △11,183 △4,591 

当期末残高 △6,335 △10,926 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 4,847 △6,335 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△11,183 △4,591 

当期変動額合計 △11,183 △4,591 

当期末残高 △6,335 △10,926 



(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

新株予約権 

前期末残高 － 1,595 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,595 1,951 

当期変動額合計 1,595 1,951 

当期末残高 1,595 3,546 

少数株主持分 

前期末残高 115,697 77,275 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,421 △13,985 

当期変動額合計 △38,421 △13,985 

当期末残高 77,275 63,290 

純資産合計 

前期末残高 4,088,266 3,444,193 

当期変動額 

当期純損失（△） △596,061 △758,544 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48,010 △16,625 

当期変動額合計 △644,072 △775,170 

当期末残高 3,444,193 2,669,023 



(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20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12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損失（△） △618,414 △791,979 

減価償却費 92,936 87,537 

のれん償却額 142,573 129,911 

負ののれん償却額 － △702 

持分法による投資損益（△は益） △12,223 △6,450 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,801 9,089 

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,832 △11,367 

プログラム補修引当金の増減額（△は減少） 1,339 △929 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △62,429 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,434 △830 

永年勤続慰労引当金の増減額（△は減少） 320 △12 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 12,699 △12,699 

受取利息及び受取配当金 △7,258 △12,068 

デリバティブ評価損益（△は益） 8,073 △4,535 

支払利息 2,736 297 

為替差損益（△は益） 5,248 4,026 

投資事業組合運用損益（△は益） 67,180 160,347 

固定資産除却損 78,941 19,028 

固定資産売却損益（△は益） － 7,478 

減損損失 145,187 107,131 

投資有価証券評価損益（△は益） 285,357 2,049 

関係会社株式売却損益（△は益） － △199 

売上債権の増減額（△は増加） △51,927 164,382 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,499 14,508 

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,891 △47,483 

未収消費税等の増減額（△は増加） － △22,368 

前渡金の増減額（△は増加） 32,959 △231 

仕入債務の増減額（△は減少） 54,436 △160,447 

その他 131,048 △85,260 

小計 385,246 △451,778 

利息及び配当金の受取額 4,840 11,249 

利息の支払額 △2,736 △297 

法人税等の支払額 △38,658 △34,129 

営業活動によるキャッシュ・フロー 348,691 △474,955 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による収入 20,200 － 

有形固定資産の取得による支出 △74,563 △11,679 

無形固定資産の取得による支出 △70,386 △40,566 

投資有価証券の取得による支出 △599 △10,610 

投資有価証券の売却による収入 － 43,100 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△228,755 △418,197 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

－ 123,322 

子会社株式の取得による支出 － △17,937 

貸付けによる支出 － △62,209 

貸付金の回収による収入 130,532 25,855 

事業譲受による支出 △60,000 － 

その他 25,579 21,058 

投資活動によるキャッシュ・フロー △257,993 △347,864 



(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の返済による支出 △104,205 － 

長期借入れによる収入 － 60,000 

長期借入金の返済による支出 △20,956 △1,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,161 59,000 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,248 △4,026 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △39,711 △767,846 

現金及び現金同等物の期首残高 2,235,846 2,196,135 

現金及び現金同等物の期末残高 2,196,135 1,428,289 



該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ８社

連結子会社名

ＥＣコンシェルジュ株式会社

テクノブレーン株式会社

株式会社アイカル

株式会社コンピューター利用技

術研究所

株式会社インベステック

株式会社ＨＲＩ

株式会社デジタル・インフォ・

プロデュース

株式会社ヒューマンライフテク

ノロジー

株式会社デジタル・インフォ・プ

ロデュース及び株式会社ヒューマ

ンライフテクノロジーは、当連結

会計年度において子会社である株

式会社ＨＲＩが株式を取得したた

め、連結の範囲に含めておりま

す。

なお、株式会社デジタル・インフ

ォ・プロデュース及び株式会社ヒ

ューマンライフテクノロジーはみ

なし取得日を平成20年１月１日と

しているため、平成20年１月１日

から平成20年12月31日までの損益

計算書及びキャッシュ・フロー計

算書を連結しております。

また、イーシステムテクノロジー

株式会社は、平成20年７月１日を

もって当社に吸収合併されている

ため、上記連結子会社の数には含

まれておりませんが、吸収合併時

までの損益計算書及びキャッシ

ュ・フロー計算書については連結

しております。

(1) 連結子会社の数 ８社

連結子会社名

ＥＣコンシェルジュ株式会社

テクノブレーン株式会社

株式会社アイカル

株式会社コンピューター利用技

術研究所

株式会社インベステック

株式会社ヒューマンライフマー

ケティング

株式会社ヒューマンライフテク

ノロジー

株式会社通販工房

株式会社通販工房は、当連結会計

年度において子会社である株式会

社ＨＲＩ（現、株式会社ヒューマ

ンライフマーケティング）が株式

を取得したため、連結の範囲に含

めております。 

なお、株式会社通販工房はみなし

取得日を平成21年３月31日として

いるため、平成21年４月１日から

平成21年12月31日までの損益計算

書及びキャッシュ・フロー計算書

を連結しております。 

また、株式会社デジタル・インフ

ォ・プロデュースは、当連結会計

年度において子会社である株式会

社ヒューマンライフマーケティン

グが株式を譲渡したことにより、

連結の範囲から除外しておりま

す。 

ＥＣコンシェルジュ株式会社は、

平成21年12月31日付で解散し、清

算手続中であります。

(2) 非連結子会社の数 １社

非連結子会社名

インスパイアインターナショナ

ル株式会社

非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いずれも連

結財務諸表に及ぼす影響が軽徴で

あり、全体としても重要性がない

ため連結の適用範囲から除外して

おります。

(2) 非連結子会社の数 １社

非連結子会社名

インスパイアインターナショナ

ル株式会社

非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いずれも連

結財務諸表に及ぼす影響が軽徴で

あり、全体としても重要性がない

ため連結の適用範囲から除外して

おります。



項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社の数 １社

会社名

 株式会社ワークスシステムズ

(1) 持分法適用の関連会社の数 １社

会社名

 株式会社ワークスシステムズ

(2) 持分法を適用していない非連結子

会社(インスパイアインターナシ

ョナル株式会社)及び関連会社(キ

ューブル株式会社)は、当期純損

益(持分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等からみて、

持分法の対象から除いても連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性に

乏しいため持分法の適用範囲から

除外しております。

(2) 持分法を適用していない非連結子

会社(インスパイアインターナシ

ョナル株式会社)は、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性に乏し

いため持分法の適用範囲から除外

しております。 

なお、キューブル株式会社につい

ては、当連結会計年度に株式を全

て売却しております。

３ 連結子会社の決算日等に

関する事項

連結子会社の決算日は全て連結決算日

と一致しております。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方

法

 (1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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)によっております。

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方

法

 (1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同 左

時価のないもの

移動平均法による原価法によ

っております。

なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出

資(金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみなさ

れるもの)については、組合

契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な直近の決

算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によっ

ております。

時価のないもの

同 左

(2) デリバティブ取引により生ずる

債権及び債務

時価法によっております。

(2) デリバティブ取引により生ずる

債権及び債務

同 左



項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(3) たな卸資産

商品

個別法による原価法によって

おります。

(3) たな卸資産

商品

    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 

    による簿価切下げの方法）によ 

    っております。 

    但し、一部の連結子会社は先入 

    先出法による原価法（貸借対照 

    表価額については収益性の低下 

    による簿価切下げの方法）によ 

    っております。

仕掛品、ソフトウェア使用許諾

権

個別法による原価法によって

おります。

仕掛品、ソフトウェア使用許諾

権

    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 

    による簿価切下げの方法）によ 

    っております。

貯蔵品

終仕入原価法によっており

ます。

貯蔵品

同 左

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 (1) 有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下の通

りであります。

 建物     ３～15年

 工具器具備品 ３～15年

(追加情報)

当社及び連結子会社は、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、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。

これに伴う損益への影響は軽微

であります。また、セグメント

情報に与える影響については、

当該箇所に記載しております。

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 (1) 有形固定資産

同 左

なお、主な耐用年数は以下の通

りであります。

 建物     ３～15年

 工具器具備品 ３～15年



項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 (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、いずれか大きい額を計上し

ております。

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

同 左

(ハ)重要な引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため一般債権については貸倒

実績率により貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(ハ)重要な引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同 左

 (2) 退職給付引当金

従業員の退職金の支払に備える

ため、退職金規程に基づく自己

都合による当連結会計年度末要

支給額を用いて算出した退職給

付債務を計上しております。

 (2) 退職給付引当金

同 左

 (3) 役員退職慰労引当金

一部の連結子会社は役員の退職

慰労金の支出に備えるため、役

員退職慰労金規定に基づく当連

結会計年度末要支給額を計上し

ております。

(追加情報)

従来、当社において、役員の退

職慰労金に充てるため内規に基

づいて算定した金額を役員退職

慰労引当金に計上しておりまし

たが、取締役会において役員退

職慰労金制度の廃止を決議しま

した。これにより、役員退職慰

労金62,900千円を取崩しまし

た。取崩した額は特別利益の

「役員退職慰労引当金取崩益」

に計上しております。

 (3) 役員退職慰労引当金

同 左

 (4) 賞与引当金

一部の連結子会社は従業員に対

する賞与の支出に備えるため、

支給見込額に基づき計上してお

ります。

 (4) 賞与引当金

同 左



項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 (5) プログラム補修引当金

当社及び一部の連結子会社は、

プログラムの無償補修費用の支

出に備えるため、過去の実績率

により将来発生見込額を計上し

ております。

(会計方針の変更)

プログラム補修費用は、従来、

実際発生額を支出した連結会計

年度に費用処理しておりました

が、当連結会計年度より将来発

生見込額をプログラム補修引当

金に計上しております。

この変更は、当連結会計年度よ

り個別プロジェクトの管理方法

を変更したことにより、過去の

実績を基礎に将来の発生見込額

を算出することが可能になった

ことから、期間損益の適正化を

図るために実施しております。

この結果、前連結会計年度と比

較して、売上原価が1,339千円

増加し、売上総利益、営業利益

が同額減少し、経常損失、税金

等調整前当期純損失が同額増加

しております。また、セグメン

ト情報に与える影響について

は、当該箇所に記載しておりま

す。

 (5) プログラム補修引当金

同 左

 (6) 受注損失引当金

一部の連結子会社は、受注案件

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

受注案件のうち、損失の発生が

見込まれ、かつその金額を合理

的に見積もることができるもの

について、その損失見込額を計

上しております。

 (6) 受注損失引当金

――――――

 (7) 永年勤続慰労引当金

当社は、永年勤続の従業員に対

する慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく支給見込額を

計上しております。

 (7) 永年勤続慰労引当金

同 左



項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(ニ)重要な収益及び費用の計上基準

 (1) 売上高

売上高のうち、開発期間が１年

以上かつ受注金額が１億円以上

の受託開発は進行基準によって

おります。

(ニ)重要な収益及び費用の計上基準

 (1) 売上高

同 左

 (2) ソフトウェア使用許諾権の処理

方法

ソフトウェア使用許諾権のう

ち、顧客関係構築システムにつ

いて、許諾権及び更新料だけを

販売したものは、ソフトウェア

等販売の売上原価で処理してお

ります。それ以外のソフトウェ

ア使用許諾権は、払出時にＳＩ

ビジネスサービスもしくはライ

センス等ビジネスサービスの売

上原価の経費で処理しておりま

す。

ソフトウェア使用許諾権に含ま

れるソフトウェアの更新料につ

いては、更新期限までの期間に

わたり定額法による按分額を全

額販売費及び一般管理費で処理

しております。

 (2) ソフトウェア使用許諾権の処理

方法

同 左

(ホ)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。

(ホ)リース取引の処理方法

――――――

(ヘ)その他連結財務諸表作成のための

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。

(ヘ)その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

 (1) 消費税等の会計処理

同 左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっておりま

す。

同 左

６ のれんの償却に関する事

項

のれんは、５年間で均等償却を行って

おります。

同 左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、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



  

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

――――――――― （たな卸資産の評価に関する会計基準の適用）

「たな卸資産の評価に関する会計基準」（企業会
計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を当連結会計年度から適用し、評価基準につ
いては原価法から原価法（貸借対照表価額について
は収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更し
ております。 
 この結果、前連結会計年度と比較して、売上原価 
が18,210千円増加し、売上総利益が同額減少し、営
業損失、経常損失、税金等調整前当期純損失が同額
増加しております。また、セグメント情報に与える
影響については、当該個所に記載しております。

（リース取引に関する会計基準等の適用）
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

委員会企業会計基準第13号）及び「リース取引に関
する会計基準の適用指針」企業会計基準委員会企業
会計基準適用指針第16号）を当連結会計年度から適
用し、所有権移転外ファイナンス・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
処理から通常の売買取引係る方法に準じた会計処理
に変更しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期
間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法に
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、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引
き続き採用しております。これによる損益への影響
はありません。また、セグメント情報に与える影響
については、当該個所に記載しております。



前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

(単位：千円) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  サービスの種類、性質、業務形態の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要なサービスの名称 

ＳＩビジネス事業 

ＣＲＭコンサルテーション、インテグレーション、テクニカルサポート、アプリケーションサポート、 

その他ＣＲＭアプリケーションサポート 

ライセンス等ビジネスサービス事業 

ｅＭｐｌｅｘＣＲＭ販売・導入サービス、ＵＮＩＦＹ(旧グプタ)製品販売・導入サービス 

情報漏洩防止ソリューション、名刺管理サービスの販売 

人材紹介事業 

エンジニア・経営管理者の紹介、人事・組織コンサルティング 

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(433,691千円)の主なものは、提出会社の

総務部門等、一般管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の全額は2,710,791千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金(現金及び有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

５ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (ロ)重要な減価償却資

産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 (追加情報)に記載の通り、平成19年度の法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度から平成19年３月31日以前に取得した資産について減価償却方法の会計処理を変更しており

ます。これに伴う事業の種類別セグメントの損益に与える影響は軽微であります。 

６ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (ハ)重要な引当金の計

上基準 (5) プログラム補修引当金 (会計方針の変更)に記載のとおり、当連結会計年度よりプログラム補

修引当金の計上を行っております。これに伴う事業の種類別セグメントの営業費用は全社で1,300千円、ラ

イセンス等ビジネスサービス事業で39千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

ＳＩビジネス 
事業

ライセンス等
ビジネス 

サービス事業
人材紹介事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する
売上高

2,974,825 1,860,771 1,058,854 5,894,451 ― 5,894,451

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

10,209 94,276 29,336 133,822 (133,822) ―

計 2,985,035 1,955,047 1,088,191 6,028,274 (133,822) 5,894,451

営業費用 2,916,780 1,525,571 1,133,521 5,575,874 (315,615) 5,891,489

営業利益又は 
営業損失(△)

68,254 429,475 △45,330 452,400 (449,437) 2,962

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出

資産 237,583 1,164,835 253,303 1,655,722 2,710,791 4,366,514

減価償却費 20,288 16,632 37,022 73,943 18,992 92,936

減損損失 ― 145,187 ― 145,187 ― 145,187

資本的支出 3,817 19,557 5,624 28,999 45,074 74,073



当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

(単位：千円) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  サービスの種類、性質、業務形態の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要なサービスの名称 

ＳＩビジネス事業 

ＣＲＭコンサルテーション、インテグレーション、テクニカルサポート、アプリケーションサポート、 

その他ＣＲＭアプリケーションサポート 

ライセンス等ビジネスサービス事業 

ｅＭｐｌｅｘＣＲＭ販売・導入サービス、ＵＮＩＦＹ(旧グプタ)製品販売・導入サービス 

情報漏洩防止ソリューション、名刺管理サービスの販売 

人材紹介事業 

エンジニア・経営管理者の紹介、人事・組織コンサルティング 

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(360,023千円)の主なものは、提出会社の

総務部門等、一般管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の全額は1,237,619千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金(現金及び有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

５ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号） 

を当連結会計年度から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げ 

の方法）に変更しております。これに伴う事業の種類別セグメントの営業費用はＳＩビジネス事業で308千

円、ライセンス等ビジネスサービス事業で17,901千円増加し、営業損失がＳＩビジネス事業で308千円増加

し、営業利益がライセンス等ビジネスサービス事業で17,901千円減少しております。 

６ 平成19年３月30日改正の「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号） 

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号） 

を当連結会計年度より早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

これに伴う事業の種類別セグメントの損益に与える影響はありません。 

  

ＳＩビジネス 
事業

ライセンス等
ビジネス 

サービス事業
人材紹介事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

(1) 外部顧客に対する
売上高

2,496,920 1,081,571 488,773 4,067,265 － 4,067,265

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

19,228 12,752 312 32,292 (32,292) －

計 2,516,148 1,094,324 489,085 4,099,558 (32,292) 4,067,265

営業費用 2,622,445 1,086,892 553,792 4,263,129 (328,497) 4,591,627

営業利益又は 
営業損失(△)

△106,297 7,432 △64,706 △163,571 (360,790) △524,361

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出

資産 1,220,361 674,252 175,551 2,070,165 1,237,619 3,307,785

減価償却費 26,271 11,504 14,802 52,577 34,960 87,537

減損損失 78,563 28,567 － 107,131 － 107,131

資本的支出 9,728 25,283 － 35,011 17,234 52,246



前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12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。 

  

前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

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

  

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

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

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高



  

 
(注) 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。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 
１株当たり純資産額 7,496円３銭 １株当たり純資産額 5,796円19銭

 
１株当たり当期純損失金額 1,327円69銭

 
１株当たり当期純損失金額 1,689円61銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在するものの１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりません。

同 左

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり当期純損失金額

 当期純損失(千円) 596,061 758,544

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る当期純損失(千円) 596,061 758,544

 期中平均株式数(株) 448,948 448,948

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

 

 

新株予約権方式によるスト

ックオプション

(当社)

平成15年３月27日
定時株主総会決議

258個

平成16年３月26日
定時株主総会決議

175個

平成20年３月26日
定時株主総会決議

838個

(連結子会社)

(テクノブレーン株式会社)

平成17年６月９日
定時株主総会決議

18,450個

平成17年６月９日
定時株主総会決議

14,325個

平成18年２月９日
定時株主総会決議

14,750個

(株式会社インベステック)

平成18年４月30日
臨時株主総会決議

740個

 

 

新株予約権方式によるスト

ックオプション

(当社)

平成15年３月27日 
定時株主総会決議

189個

平成16年３月26日 
定時株主総会決議

141個

平成20年３月26日 
定時株主総会決議

548個

(連結子会社)

(テクノブレーン株式会社)

平成17年６月９日 
定時株主総会決議

16,400個

平成17年６月９日 
定時株主総会決議

11,875個

平成18年２月９日 
定時株主総会決議

14,650個

(株式会社インベステック)

平成18年４月30日 
臨時株主総会決議

630個



  

 
  

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 株式取得による会社の買収

 連結子会社である株式会社ＨＲＩは、株式会社通販

工房の株式を平成21年３月５日に取得し、子会社とし

ました。その概要は以下のとおりであります。

(1) 株式取得による会社の買収旨及び目的

 株式会社通販工房は、通信販売ビジネスの立ち上

げからアフターフォローまでを通して支援する、通

信販売の総合コンサルティング会社です。同社の商

品企画力及び多くの販売実績に、当社のＣＲＭ(顧

客関係構築システム)のノウハウ及び技術(情報の収

集・活用・分析・漏洩防止コンサルティング)を融

合させ、ＥＣ事業展開をすすめる企業に効果的・効

率的なマーケティング手法を提案してまいります。

また、同社では自社内にコンタクトセンターを設置

しており、当社のＣＲＭノウハウを 大限に活かし

たモデル企業とすべく、今回株式取得しました。

(2) 株式取得の相手方会社の名称

 株式会社ディレック

 シール・コンサルティング株式会社

(3) 取得した株式の企業の名称、事業内容、規模

名  称：株式会社通販工房

事業内容：通信販売事業、カスタマーセンター運

営、市場マーケティング等

規  模：(イ)資本の額   100百万円

     (ロ)従業員数    18名

     (ハ)売上高    331百万円 (注)

     (ニ)経常利益    10百万円 (注)

     (ホ)当期純利益   4百万円 (注)

     (ヘ)総資産    471百万円

     (ト)純資産    127百万円

     (以上、平成20年12月31日現在)

(注)平成20年12月期の業績数値につきましては、決

算期変更のため７ヶ月分の実績を記載しており

ます。

(4) 株式の取得時期

 平成21年３月５日

(5) 取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比

率

 名  称：株式会社通販工房

 取得した株式の数：普通株式 7,000株

 取得価額：１株あたり30,000円 総額210百万円

 取得後の持分比率：70.0％

(6) 支払資金の調達及び支払方法

 対価の支払は株式会社ＨＲＩの保有する手許資金

から充当しております。

──────



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12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,829,793 911,763 

売掛金 187,668 126,313 

たな卸資産 256,734 235,053 

前渡金 512 1,515 

前払費用 5,733 11,425 

短期貸付金 198,724 1,204,954 

未収入金 2,899 9,088 

その他 5,511 19,880 

貸倒引当金 △9,648 △222,404 

流動資産合計 2,477,930 2,297,590 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 891 1,075 

減価償却累計額 △196 △53 

建物及び構築物（純額） 695 1,022 

工具、器具及び備品 43,147 37,199 

減価償却累計額 △33,406 △29,644 

工具、器具及び備品（純額） 9,741 7,554 

有形固定資産合計 10,436 8,577 

無形固定資産 

ソフトウエア 58,822 85,257 

ソフトウエア仮勘定 36,295 － 

無形固定資産合計 95,118 85,257 

投資その他の資産 

投資有価証券 253,597 126,532 

関係会社株式 355,850 128,211 

長期貸付金 52,295 － 

関係会社長期貸付金 865,720 459,186 

破産更生債権等 1,067 3,370 

長期前払費用 284 － 

差入保証金 218 238 

ゴルフ会員権 5,577 5,577 

その他 － 3,732 

貸倒引当金 △59,662 △158,125 

投資その他の資産合計 1,474,949 568,723 

固定資産合計 1,580,504 662,557 

資産合計 4,058,434 2,960,148 

負債の部 

流動負債 

買掛金 184,068 35,295 

未払金 31,429 41,604 

未払法人税等 14,227 13,073 

前受金 221 221 

預り金 9,431 6,312 

前受収益 158,910 171,350 

プログラム補修引当金 1,300 410 

その他 30,988 2,200 

流動負債合計 430,577 270,468 



(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

固定負債 

退職給付引当金 55,779 53,509 

永年勤続慰労引当金 320 308 

繰延税金負債 14 － 

固定負債合計 56,114 53,818 

負債合計 486,691 324,286 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,004,981 5,004,981 

資本剰余金 

資本準備金 4,449,902 4,449,902 

資本剰余金合計 4,449,902 4,449,902 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △5,700,514 △6,633,345 

利益剰余金合計 △5,700,514 △6,633,345 

自己株式 △178,505 △178,505 

株主資本合計 3,575,864 2,643,033 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △5,716 △10,717 

評価・換算差額等合計 △5,716 △10,717 

新株予約権 1,595 3,546 

純資産合計 3,571,742 2,635,862 

負債純資産合計 4,058,434 2,960,148 



(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

売上高 2,358,655 1,387,364 

売上原価 1,570,713 979,956 

売上総利益 787,941 407,408 

販売費及び一般管理費 690,976 676,822 

営業利益 96,965 △269,414 

営業外収益 

受取利息及び配当金 30,432 34,563 

有価証券利息 1,994 － 

業務受託手数料 1,500 － 

デリバティブ評価益 － 4,535 

雑収入 4,606 2,483 

営業外収益合計 38,533 41,582 

営業外費用 

為替差損 2,925 3,566 

デリバティブ評価損 8,073 － 

投資事業組合運用損 51,578 101,847 

貸倒引当金繰入額 4,448 352,706 

雑損失 0 0 

営業外費用合計 67,025 458,121 

経常利益 68,472 △685,954 

特別利益 

役員退職慰労引当金戻入額 62,900 － 

抱合せ株式消滅差益 14,256 － 

貸倒引当金戻入額 － 5,923 

その他 110 890 

特別利益合計 77,266 6,813 

特別損失 

事務所移転費用 26,792 － 

固定資産除却損 32,974 1,220 

固定資産売却損 － 836 

減損損失 4,878 － 

たな卸資産評価損 64,538 － 

関係会社株式評価損 246,254 245,576 

関係会社整理損 － － 

投資有価証券評価損 285,357 － 

貸倒引当金繰入額 52,295 － 

その他 16,783 － 

特別損失合計 729,875 247,632 

税引前当期純損失（△） △584,136 △926,773 

法人税、住民税及び事業税 6,320 6,057 

法人税等調整額 △1,440 － 

法人税等合計 4,880 6,057 

当期純損失（△） △589,016 △932,830 



(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 5,004,981 5,004,981 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,004,981 5,004,981 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 4,449,902 4,449,902 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,449,902 4,449,902 

その他資本剰余金 

前期末残高 － － 

当期変動額 

自己株式の消却 △6 － 

利益剰余金から資本剰余金への振替 6 － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 － － 

資本剰余金合計 

前期末残高 4,449,902 4,449,902 

当期変動額 

自己株式の消却 △6 － 

利益剰余金から資本剰余金への振替 6 － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,449,902 4,449,902 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △5,111,491 △5,700,514 

当期変動額 

利益剰余金から資本剰余金への振替 △6 － 

当期純損失（△） △589,016 △932,830 

当期変動額合計 △589,023 △932,830 

当期末残高 △5,700,514 △6,633,345 

利益剰余金合計 

前期末残高 △5,111,491 △5,700,514 

当期変動額 

利益剰余金から資本剰余金への振替 △6 － 

当期純損失（△） △589,016 △932,830 

当期変動額合計 △589,023 △932,830 

当期末残高 △5,700,514 △6,633,345 

自己株式 

前期末残高 △178,512 △178,505 

当期変動額 

自己株式の消却 6 － 

当期変動額合計 6 － 

当期末残高 △178,505 △178,505 



(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

株主資本合計 

前期末残高 4,164,880 3,575,864 

当期変動額 

自己株式の消却 － － 

利益剰余金から資本剰余金への振替 － － 

当期純損失（△） △589,016 △932,830 

当期変動額合計 △589,016 △932,830 

当期末残高 3,575,864 2,643,033 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 5,013 △5,716 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△10,730 △5,001 

当期変動額合計 △10,730 △5,001 

当期末残高 △5,716 △10,717 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 5,013 △5,716 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△10,730 △5,001 

当期変動額合計 △10,730 △5,001 

当期末残高 △5,716 △10,717 

新株予約権 

前期末残高 － 1,595 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,595 1,951 

当期変動額合計 1,595 1,951 

当期末残高 1,595 3,546 

純資産合計 

前期末残高 4,169,894 3,571,742 

当期変動額 

自己株式の消却 － － 

利益剰余金から資本剰余金への振替 － － 

当期純損失（△） △589,016 △932,830 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,135 △3,049 

当期変動額合計 △598,151 △935,880 

当期末残高 3,571,742 2,635,862 



該当事項はありません。 

  

  

 
  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によって

おります。

(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、売却原価は移動平

均法により算定)によっておりま

す。

(2) その他有価証券

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によって

おります。

なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資(金融

商品取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの)につい

ては、組合契約に規定される決算

報告日に応じて入手可能な直近の

決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっており

ます。

時価のないもの

同 左

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法によっております。 同 左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品

個別法による原価法によっており

ます。

(1) 商品

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よ

る簿価の切下げの方法）によって

おります。

(2) 仕掛品

個別法による原価法によっており

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よ

る簿価の切下げの方法）によって

おります。

(3) ソフトウェア使用許諾権

個別法による原価法によっており

ます。

(3) ソフトウェア使用許諾権

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よ

る簿価の切下げの方法）によって

おります。

(4) 貯蔵品

最終仕入原価法によっておりま

す。

(4) 貯蔵品

同 左



 
  

項目
前事業年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

４ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。

建物      ８～15年

工具器具備品  ３～15年

(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、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。

これに伴う損益への影響は軽微で

あります。

(1) 有形固定資産

同 左

なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。

建物      ３～15年

工具器具備品  ３～15年

(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

か大きい額を計上しております。

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

同 左

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同 左

(2) 退職給付引当金

従業員の退職金の支払に備えるた

め、当社退職金規程に基づく自己

都合による期末要支給額を用いて

算出した退職給付債務を計上して

おります。

(2) 退職給付引当金

同 左



 
  

項目
前事業年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(3) 役員退職慰労引当金

―――――

(3) 役員退職慰労引当金

―――――

(追加情報)

従来、当社において、役員の退職

慰労金に充てるため内規に基づい

て算定した金額を役員退職慰労引

当金に計上しておりましたが、取

締役会において役員退職慰労引当

金制度の廃止を決議しました。こ

れにより、役員退職慰労引当金

62,900千円を取崩しました。取崩

した額は特別利益の「役員退職慰

労引当金取崩益」に計上しており

ます。

(4) プログラム補修引当金

プログラムの無償補修費用の支出

に備えるため、過去の実績率によ

り将来発生見込額を計上しており

ます。

(会計方針の変更)

プログラム補修費用は、従来、実

際発生額を支出した事業年度に費

用処理しておりましたが、当事業

年度より将来発生見込額をプログ

ラム補修引当金に計上しておりま

す。

この変更は、当事業年度より個別

プロジェクトの管理方法を変更し

たことにより、過去の実績を基礎

に将来の発生見込額を算出するこ

とが可能になったことから、期間

損益の適正化を図るために実施し

ております。

この結果、前事業年度と比較し

て、売上原価が1,300千円増加

し、売上総利益営業利益、経常利

益が同額減少し、税引前当期純損

失が同額増加しております。

(4) プログラム補修引当金

同 左

(5) 永年勤続慰労引当金

永年勤続の従業員に対する慰労金

の支出に備えるため、内規に基づ

く支給見込額を計上しておりま

す。

(5) 永年勤続慰労引当金

同 左



 
  

項目
前事業年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

６ 収益及び費用の計上基準 (1) 売上

売上高のうち、開発期間が１年以

上かつ受注金額が１億円以上の受

託開発は進行基準によっておりま

す。

(1) 売上

同 左

(2) ソフトウェア使用許諾権の処理方

法

ソフトウェア使用許諾権のうち、

顧客関係構築システムについて、

許諾権及び更新料だけを販売した

ものは、ソフトウェア等販売の売

上原価で処理しております。それ

以外のソフトウェア使用許諾権

は、払出時にＳＩビジネスサービ

スもしくはライセンス等ビジネス

サービスの売上原価の経費(ハー

ドウェア等)で処理しておりま

す。

ソフトウェア使用許諾権に含まれ

るソフトウェアの更新料について

は、更新期限までの期間にわたり

定額法による按分額を全額販売費

及び一般管理費として処理してお

ります。

(2) ソフトウェア使用許諾権の処理方

法

同 左

７ 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。

―――――

８ 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



 
  

(6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

――――――――― （たな卸資産の評価に関する会計基準の適用）

「たな卸資産の評価に関する会計基準」（企業会
計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を当連結会計年度から適用し、評価基準につ
いては原価法から原価法（貸借対照表価額について
は収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更し
ております。 
 これによる損益への影響は軽微であります。

（リース取引に関する会計基準等の適用）
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

委員会企業会計基準第13号）及び「リース取引に関
する会計基準の適用指針」企業会計基準委員会企業
会計基準適用指針第16号）を当連結会計年度から適
用し、所有権移転外ファイナンス・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
処理から通常の売買取引係る方法に準じた会計処理
に変更しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期
間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法に
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、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引
き続き採用しております。これによる損益への影響
はありません。



 
  

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

――――――――― （貸借対照表）

前事業年度において、「商品」、「仕掛品」、
「ソフトウェア使用許諾権」、「貯蔵品」として掲
記しておりました棚卸資産については、当事業年度
から「たな卸資産」として一括掲記する方法に変更
しております。

（損益計算書）
前事業年度において「販売費及び一般管理費」に

ついては、費目別に表示しておりましたが、当事業
年度から一括して掲記する方法に変更しておりま
す。




