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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 26,590 △0.6 656 △37.0 645 △37.0 91 △73.5

21年3月期 26,748 4.7 1,041 △49.9 1,023 △51.8 344 △65.5

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 ％ ％ ％

22年3月期 8.79 8.78 1.1 5.0 2.5
21年3月期 33.18 33.16 4.0 7.8 3.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  2百万円 21年3月期  △40百万円

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

22年3月期 12,950 8,485 64.9 809.48
21年3月期 12,809 8,757 66.9 826.15

（参考） 自己資本   22年3月期  8,402百万円 21年3月期  8,575百万円

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

22年3月期 1,308 △237 △359 2,972
21年3月期 △186 △388 △662 2,262

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 ％ ％

21年3月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00 269 78.4 3.2
22年3月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00 269 295.6 3.2

23年3月期 
（予想）

― 13.00 ― 13.00 26.00 122.7

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

13,400 3.5 200 △15.3 200 △12.3 △120 ― △11.56

通期 28,300 6.4 900 37.1 900 39.4 220 141.0 21.19



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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 10,500,000株 21年3月期 10,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  119,477株 21年3月期  119,477株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 23,119 △3.4 702 △35.8 685 △38.8 △14 ―

21年3月期 23,941 △1.7 1,094 △47.4 1,120 △46.9 531 △40.4

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

22年3月期 △1.37 ―

21年3月期 51.16 51.13

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

22年3月期 12,344 8,552 69.1 822.08
21年3月期 12,038 8,821 73.2 849.00

（参考） 自己資本 22年3月期  8,533百万円 21年3月期  8,813百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は３ページを参照してください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

11,600 2.8 230 △15.1 230 △11.6 0 △100.0 0.00

通期 23,600 2.1 900 28.1 900 31.2 380 ― 36.61



(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、新興国向けの輸出や政府の緊急経済対策の効果等により、景気の持ち直し

が進みましたが、雇用や設備の過剰感は依然根強く、内需主導による本格的な自律回復に至るには未だ力強さを欠い

ております。 

当社グループの属する情報サービス業界に関しては、運用コスト削減を目的としたシステムの再構築の動きなど一

部に明るい兆しが見られるものの、案件不足が長期間続いたために価格競争が激化しており、受注環境は未だ厳しい

状況にあります。 

こうした環境の中、当社グループは、BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）事業で保険会社向けの住所調査

業務やマーケティング支援業務等が好調に推移しましたが、銀行・証券向けシステム開発や製造業向けシステム開発

が低調だったこと、景気低迷によりパッケージ販売が伸び悩んだことなどから、前年同期比減収となりました。 

また、SI（システムインテグレーション）事業の粗利率低下や販管費の増加、クロノバ株式会社の赤字等が響き、

減益となりました。 

なお、当第３四半期決算において、クロノバ株式会社株式の減損処理を行ったため、同株式取得時に算定した「の

れん相当額」の未償却残高について全額償却し、特別損失を計上しております。 

以上の結果、売上高は265億90百万円（前年同期比0.6％減）、営業利益は６億56百万円（前年同期比37.0％

減）、経常利益は６億45百万円（前年同期比37.0％減）、当期純利益は91百万円（前年同期比73.5％減）となりまし

た。 

  

（サービス別営業概況） 

ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）は、保険会社向けの住所調査業務やマーケティング支援業務、製薬会

社向けの臨床試験支援業務等が好調に推移したことや、前期下期から子会社となったクロノバ株式会社の売上が通年

寄与したことなどにより、売上高は165億45百万円（前年同期比7.8％増）となりました。 

ソフトウェアソリューション（SS）は、新商品の投入や既存商品のバージョンアップ、他社との提携強化など

様々な施策を展開しましたが、景気低迷によるパッケージ商品の導入先送り傾向の影響は避けられず、売上高は18億

41百万円（前年同期比11.1％減）となりました。 

システムインテグレーション（SI）は、合併・統合対応や保険法改正対応等で損害保険会社向けシステム開発が

伸びたものの、銀行・証券向けシステム開発や製造業向けシステム開発が低調だったことなどから、売上高は81億70

百万円（前年同期比12.2％減）となりました。 

その他システム機器販売等は、システム開発に付随する情報機器の販売と保険代理店収入で、売上高は33百万円

（前年同期比47.6％増）となりました。 

  

（次期の見通し） 

次期におけるわが国経済は、海外経済の改善や緊急経済対策の効果などで二番底の懸念が薄れ、景気は回復基調を

辿るものと見られますが、雇用・所得環境には依然厳しさが残り、景気対策の息切れやデフレの長期化など、先行き

は必ずしも楽観できない状況も予想されます。 

当社グループの属する情報サービス業界に関しては、多くの顧客企業においてシステムの更改・刷新などの潜在需

要が積み上がっていると見られるものの、各社ともにIT投資には引き続き慎重で、投資案件の厳選傾向は依然として

続くものと思われます。 

こうした中、当社グループは、長期ビジョンの２ndステージとなる中期経営計画「Proceed X」の２年目を迎え、

新しいパラダイムに適合した事業体制の構築をめざし、前期の足踏みを取り戻すとともに、中計３年目のゴールに向

けた成長軌道への回帰に向け、下記方針に沿って全社一丸で取り組んでまいります。 

  

＜次期の基本方針＞ 

・低コスト事業体制の構築 

・アカウント営業の強化 

・高付加価値事業の創出 

  

１．経営成績



以上を踏まえ、次期の業績見通しについては以下のとおりであります。 

  

 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想に内在するさまざまな

不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合がありますのでご承知

おき下さい。 

(2）財政状態に関する分析 

 キャッシュ・フローの状況 

 当期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） 

 営業活動の結果増加した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、13億８百万円（前年同期は１億86百万

円の減少）となりました。 

 これは主に、法人税等の支払額が４億４百万円あったものの、減価償却費が５億46百万円、税金等調整前当期純利

益が４億95百万円、のれん償却額が３億42百万円、法人税等の還付額が１億68百万円あったこと等によるものであり

ます。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は、２億37百万円（前年同期は３億88百万円の減少）となりました。 

 これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入が２億41百万円あったものの、有形固定資産の取得による支

出が２億29百万円、無形固定資産の取得による支出が２億９百万円あったこと等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は、３億59百万円（前年同期は６億62百万円の減少）となりました。 

 これは主に、短期借入れによる収入が11億80百万円あったものの、短期借入金の返済による支出が12億円及び配当

金の支払額が２億69百万円あったこと等によるものであります。 

  

    

ビジネスプロセスアウトソーシング 173億66百万円 （前期比  5.0％増）

ソフトウェアソリューション 18億90百万円 （前期比  2.7％増）

システムインテグレーション 90億24百万円 （前期比 10.5％増）

その他システム機器販売等 20百万円 （前期比 41.0％減）

  売上高合計 283億00百万円 （前期比  6.4％増）

  営業利益 9億00百万円 （前期比 37.1％増）

  経常利益 9億00百万円 （前期比 39.4％増）

  当期純利益 2億20百万円 （前期比 141.0％増）



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

 （注） 自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

     時価ベースでの自己資本 ： 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 

   ＊１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

    ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により算出しております。 

    ３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし 

      ております。 

    ４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ 

            るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主尊重を重要な経営政策のひとつとして位置付けております。利益の配分につきましては、将来の事業

基盤拡大に備えた内部留保と財務体質の強化を図りながら、株主に対する継続的で安定的な配当を実施することを基

本方針としております。 

 内部留保金につきましては、技術革新や事業拡大に対応して、研究開発投資・設備投資を適宜実施し、新規事業の

創出、新商品の開発、新技術の導入、BPOセンターの新設など、競争優位性を確保するために有効に投資してまいり

ます。 

 また当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととしており、これらの剰余金の配当の決定機

関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 上記方針に基づいて、当期の配当金につきましては、中間配当13円を合わせて、１株につき26円の年間配当を実施

する予定であります。 

 また、次期の配当金につきましては、事業環境や業績等を勘案し、１株につき26円の年間配当を据え置く予定であ

ります。 

  

  平成21年３月期  平成22年３月期 

自己資本比率（％）  66.9  64.9

時価ベースの自己資本比率（％）  59.9  59.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)  △1.7  0.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  △22.2  162.2



(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業に係るリスクについて 

 ａ．人材の確保について 

当社グループは、事業の拡大を図るために、優秀な技術者や業務スタッフの確保が必要不可欠であります。

ビジネスプロセスアウトソーシングにおいては、優秀な技術者や業務経験者の確保とともに、事務処理・デー

タ入力サービスにおける優秀な業務スタッフの確保が必要であります。また、ソフトウェアソリューション及

びシステムインテグレーションにおいても、優秀な技術者の確保が必要であります。人材獲得競争の激化によ

り当社が必要とする優秀な人材を確保できない場合には、事業展開が制約される可能性、さらには業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 ｂ．技術の進展等について 

当社グループの事業は、情報技術、通信技術に密接に関連しており、これらの技術分野は、技術の進展が著

しいという特徴を有しております。当社グループが想定していないような新技術・新サービスの普及などによ

り事業環境が劇的に変化し、その対応が遅れた場合には、受注の減少など経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。また、新規参入・競合の状況によっても、業績が影響を受ける可能性があります。 

 ｃ．顧客情報の管理について 

当社グループは、ビジネスプロセスアウトソーシングにおいて顧客情報を大量に取り扱っております。当社

では、プライバシーマーク制度（注１）やISMS適合性評価制度（注２）の認証を取得するなど、情報管理及び

社員の教育には十分留意しておりますが、万が一、顧客情報の流出等が発生した場合には、事業展開が制約さ

れる可能性、さらには業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（注１）プライバシーマーク制度：「JIS Q 15001」に準拠したコンプライアンス・プログラムが定められ、当

該コンプライアンス・プログラムに基づき個人情報の適切な取り扱いが実施され、または実施可能な体制

が整備されていることにより認定する財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)の評価制度。 

（注２）ISMS適合性評価制度：企業の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)が、ISO/IEC27001及び

「JIS Q 27001」に基づく認証基準に適合することを認定する財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)の

評価制度。 

 ｄ．プロジェクト採算の管理について 

当社グループは、ソフトウェアソリューション及びシステムインテグレーションにおいて、見積り精度の向

上、プロジェクトマネジメントの強化等に努め、効率的なシステム開発をめざしております。しかしながら、

作業開始後の仕様変更、納入後の不具合発生など、当初見積りを超える作業工数の発生により、プロジェクト

の採算が悪化した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 



 当社グループは、当社、連結子会社６社及び持分法適用関連会社１社で構成されており、ビジネスプロセスアウトソ

ーシング（BPO）、ソフトウェアソリューション（SS）、システムインテグレーション（SI）の３つを主な事業として

おります。 

 また、親会社としてITホールディングス株式会社がありますが、同社は傘下子会社及びグループの経営管理ならびに

それに付帯する業務を行っております。 

 各事業に係る主な事業内容と主要な関係会社は、概ね次のとおりであります。 

  

 

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「人とITのチカラでお客様の価値創造を支援し、豊かで活力ある社会の実現に貢献する」ことを企業使命

にしております。当社の事業は、お客様にサービスを提供する“人”と、それを支えるITで成り立っています。人と

ITのチカラを 大限に発揮して、お客様の価値創造を支援することで、“お客様のお客様”の満足感が高まり、その

満足の輪が広がれば、社会がより豊かになっていくと考えております。 

 「お客様、社員、株主、そして社会の期待に応え、長期にわたって成長し、企業価値を高める」ことをめざしてい

きます。 

  

(2）目標とする経営指標 

 売上高及び営業利益の増加による継続的な成長を基本的な経営指標として設定し、経営効率と生産性の向上を図

り、企業価値を高めてまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

アグレックスグループは、2015年の長期ビジョン「AGREX VISION 2015」の実現に向け、その２ndステージとなる

中期経営計画「Proceed X」（2009年４月～2012年３月）に取り組んでおります。 

当社グループを取り巻く環境は足許厳しい状況にありますが、今後、わが国の労働力人口の減少に伴い、生産性

向上に向けたアウトソーシングの活用やITの推進に対する需要は、長期に亘り持続的に拡大するものと見込んでお

ります。 

競争力のある事業を創出し、魅力ある市場を開拓・深耕するため、“VPP（Value Process Provider）に向けて成

長を促進”をテーマに、中期経営計画「Proceed X」に全社一丸となって取り組んでまいります。 

  

＜中期経営計画＞ 

◆基本方針 

 ①競争力のある事業の創出と拡大 

 顧客ニーズを先取りし、新しいサービスを立ち上げるとともに、技術やノウハウを蓄積し、サービスの高度化を

推進します。また、積極的な内外連携により、事業領域を拡大していきます。 

 ②魅力ある成長市場・顧客の開拓と深耕 

 成長性の高い市場に注力するとともに、顧客に密着したアカウント営業を強化していきます。 

 ③環境変化に適合する経営管理の推進 

 組織体制を整備し、経営全般にわたる効率と品質を高めるとともに、人材を育成し、組織の活力と事業の推進力

を高めていきます。また、経営情報インフラを整備し、全社における活用度を高めます。 

  

◆計数目標 

 2012年３月期 

 売上高 400億円  営業利益 30億円 

３．経営方針



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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,252,057 2,909,477

受取手形及び売掛金 3,804,248 3,658,251

有価証券 200,921 301,281

仕掛品 201,924 313,976

原材料及び貯蔵品 9,587 16,024

繰延税金資産 615,263 614,168

その他 532,333 567,479

貸倒引当金 △19,480 △23,135

流動資産合計 7,596,856 8,357,524

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 797,870 839,522

減価償却累計額 △423,275 △438,588

建物及び構築物（純額） 374,594 400,933

機械及び装置 303,840 332,823

減価償却累計額 △34,366 △97,176

機械及び装置（純額） 269,474 235,647

工具、器具及び備品 1,410,275 1,511,115

減価償却累計額 △901,884 △1,091,385

工具、器具及び備品（純額） 508,390 419,730

土地 205,976 205,976

その他 7,523 138,278

減価償却累計額 △592 △17,583

その他（純額） 6,931 120,695

有形固定資産合計 1,365,368 1,382,983

無形固定資産   

のれん 838,667 509,283

ソフトウエア 479,885 485,562

その他 32,211 90,569

無形固定資産合計 1,350,764 1,085,414

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  799,069 ※1  460,264

敷金及び保証金 1,216,023 1,234,586

長期預金 200,000 100,000

繰延税金資産 208,450 274,268

その他 ※1  119,937 ※1  101,895

貸倒引当金 △46,907 △46,900

投資その他の資産合計 2,496,574 2,124,114

固定資産合計 5,212,707 4,592,512

資産合計 12,809,564 12,950,037



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 395,127 340,291

短期借入金 282,560 230,000

未払費用 1,057,582 1,164,216

未払法人税等 178,191 325,965

未払消費税等 100,286 173,080

賞与引当金 1,209,360 1,167,226

製品保証引当金 2,000 3,000

受注損失引当金 12,240 1,840

その他 334,734 420,944

流動負債合計 3,572,082 3,826,564

固定負債   

長期借入金 21,480 －

退職給付引当金 380,468 467,899

長期未払金 72,144 59,894

その他 5,485 110,149

固定負債合計 479,578 637,943

負債合計 4,051,661 4,464,507

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,292,192 1,292,192

資本剰余金 1,493,807 1,493,807

利益剰余金 5,980,763 5,802,163

自己株式 △150,473 △150,473

株主資本合計 8,616,290 8,437,690

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,376 △34,909

評価・換算差額等合計 △40,376 △34,909

新株予約権 7,989 18,709

少数株主持分 173,999 64,039

純資産合計 8,757,903 8,485,529

負債純資産合計 12,809,564 12,950,037



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 26,748,490 26,590,711

売上原価 ※4  21,898,582 ※4  21,860,248

売上総利益 4,849,907 4,730,462

販売費及び一般管理費   

役員報酬 181,925 240,953

給料手当及び賞与 1,325,694 1,586,001

貸倒引当金繰入額 61,760 3,647

賞与引当金繰入額 156,486 153,933

役員退職慰労引当金繰入額 2,118 －

地代家賃 464,043 491,234

採用費 232,735 145,706

その他 ※1  1,383,666 ※1  1,452,352

販売費及び一般管理費合計 3,808,431 4,073,829

営業利益 1,041,476 656,633

営業外収益   

受取利息 13,801 6,790

持分法による投資利益 － 2,060

保険返戻金 39,416 12,646

その他 20,188 24,036

営業外収益合計 73,406 45,533

営業外費用   

支払利息 10,110 8,894

投資事業組合運用損 38,426 47,101

持分法による投資損失 40,320 －

その他 2,231 772

営業外費用合計 91,089 56,768

経常利益 1,023,793 645,398

特別利益   

投資有価証券売却益 － 29,419

移転補償金 － 75,000

特別利益合計 － 104,419

特別損失   

固定資産除却損 ※2  22,404 ※2  27,051

事務所移転費用 ※3  92,958 ※3  115,083

投資有価証券評価損 18,083 988

のれん償却額 － ※5  110,453

その他 2,495 407

特別損失合計 135,941 253,984

税金等調整前当期純利益 887,852 495,833

法人税、住民税及び事業税 523,017 520,310

法人税等調整額 59,213 △68,787

法人税等合計 582,231 451,522

少数株主損失（△） △38,839 △46,982

当期純利益 344,460 91,293



（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４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,292,192 1,292,192

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,292,192 1,292,192

資本剰余金   

前期末残高 1,493,807 1,493,807

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,493,807 1,493,807

利益剰余金   

前期末残高 5,906,199 5,980,763

当期変動額   

剰余金の配当 △269,895 △269,893

当期純利益 344,460 91,293

当期変動額合計 74,564 △178,600

当期末残高 5,980,763 5,802,163

自己株式   

前期末残高 △150,355 △150,473

当期変動額   

自己株式の取得 △117 －

当期変動額合計 △117 －

当期末残高 △150,473 △150,473

株主資本合計   

前期末残高 8,541,843 8,616,290

当期変動額   

剰余金の配当 △269,895 △269,893

当期純利益 344,460 91,293

自己株式の取得 △117 －

当期変動額合計 74,447 △178,600

当期末残高 8,616,290 8,437,690



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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 △9,592 △40,376

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,783 5,466

当期変動額合計 △30,783 5,466

当期末残高 △40,376 △34,909

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △9,592 △40,376

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,783 5,466

当期変動額合計 △30,783 5,466

当期末残高 △40,376 △34,909

新株予約権   

前期末残高 － 7,989

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,989 10,720

当期変動額合計 7,989 10,720

当期末残高 7,989 18,709

少数株主持分   

前期末残高 － 173,999

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 173,999 △109,960

当期変動額合計 173,999 △109,960

当期末残高 173,999 64,039

純資産合計   

前期末残高 8,532,250 8,757,903

当期変動額   

剰余金の配当 △269,895 △269,893

当期純利益 344,460 91,293

自己株式の取得 △117 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 151,205 △93,773

当期変動額合計 225,652 △272,373

当期末残高 8,757,903 8,485,529



（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４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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 887,852 495,833

減価償却費 472,788 546,127

のれん償却額 225,129 342,756

長期前払費用償却額 11,695 15,095

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,825 △42,134

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 77,973 87,431

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △95,555 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △1,000 1,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） 12,240 △10,400

その他の引当金の増減額（△は減少） △9,082 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 61,550 3,647

受取利息及び受取配当金 △16,853 △8,570

支払利息 10,110 8,894

持分法による投資損益（△は益） 40,320 △2,060

固定資産除却損 57,967 52,154

投資有価証券評価損益（△は益） 18,083 988

投資有価証券売却損益（△は益） － △29,037

投資事業組合運用損益（△は益） 38,426 47,101

売上債権の増減額（△は増加） △287,331 109,671

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,483 △118,489

その他の流動資産の増減額（△は増加） △49,710 △84,044

長期前払費用の増減額（△は増加） △23,496 △15,758

仕入債務の増減額（△は減少） △131,034 △54,835

未払費用の増減額（△は減少） △44,239 124,466

未払消費税等の増減額（△は減少） △161,379 80,259

その他の流動負債の増減額（△は減少） △55,811 △5,016

その他の固定負債の増減額（△は減少） 51,556 △12,249

その他 9,643 10,720

小計 1,054,501 1,543,551

利息及び配当金の受取額 16,479 8,472

利息の支払額 △8,398 △8,065

法人税等の還付額 － 168,372

法人税等の支払額 △1,249,233 △404,029

営業活動によるキャッシュ・フロー △186,650 1,308,301



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

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 △20,073 △7,091

定期預金の払戻による収入 36,000 160,000

有価証券の取得による支出 △99,721 －

有価証券の売却及び償還による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △858,315 △229,812

無形固定資産の取得による支出 △267,978 △209,012

投資有価証券の取得による支出 △88,894 △26,899

投資有価証券の売却及び償還による収入 327,753 241,381

子会社株式の取得による支出 △141,230 △76,350

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

※2  458,458 －

その他の支出 △115,029 △203,902

その他の収入 280,154 113,746

投資活動によるキャッシュ・フロー △388,877 △237,941

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 580,000 1,180,000

短期借入金の返済による支出 △830,000 △1,200,000

自己株式の取得による支出 △117 －

長期借入金の返済による支出 △92,562 △54,040

社債の償還による支出 △50,000 －

配当金の支払額 △269,349 △269,569

その他 － △16,292

財務活動によるキャッシュ・フロー △662,029 △359,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,237,556 710,458

現金及び現金同等物の期首残高 3,499,615 2,262,058

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,262,058 ※1  2,972,516



 該当事項はありません。 

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  (1) 連結子会社の数 

   ６社 

 (1) 連結子会社の数 

   ６社 

  （2）主要な連結子会社の名称 

   アグレックスファインテクノ㈱ 

   登録管理ネットワーク㈱ 

   クロノバ㈱ 

  第２四半期連結会計期間末において、株

式を追加取得したクロノバ㈱及びその子会

社３社を、第２四半期連結会計期間末より

連結の範囲に含めております。 

  なお、非連結子会社はありません。 

（2）主要な連結子会社の名称 

   アグレックスファインテクノ㈱ 

   登録管理ネットワーク㈱ 

   クロノバ㈱ 

  なお、非連結子会社はありません。 

２．持分法の適用に関する事

項 

（1）持分法を適用した関連会社の数 

  １社 

（1）持分法を適用した関連会社の数 

  １社 

  （2）持分法適用の関連会社の名称 

  ㈱イーラボ 

 第２四半期連結会計期間末において、株

式を追加取得したクロノバ㈱及びその子会

社３社を、第２四半期連結会計期間末より

連結の範囲に含めたため、持分法適用の範

囲から除外しております。 

 また、クロノバ㈱の子会社１社は当連結

会計年度に清算いたしました。  

 なお、持分法を適用しない非連結子会社

はありません。 

（2）持分法適用の関連会社の名称 

  ㈱イーラボ 

  （3）持分法を適用しない関連会社の名称

等 

  潤東科若華医薬研究開発（上海）有限

公司  

 持分法を適用しない関連会社は、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

性がないためであります。  

（3）持分法を適用しない関連会社の名称

等 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

――――― 

  

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。  



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

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   

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。 

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を採用しており

ます。 

  ただし、投資事業有限責任組合出資金は

個別法によっており、組合決算の損益を営

業外収益又は営業外費用として計上する方

法を採用しております。 

時価のないもの 

        同左 

  ② デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

②             ――――― 

  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。     

③ たな卸資産 

 仕掛品 

        同左       

   貯蔵品 

 終仕入原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。 

 貯蔵品 

        同左 

(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（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     3～27年 

      構築物    10～20年   

            機械及び装置 10～12年 

            器具及び備品 3～20年   

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

               同左       

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 ただし、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法、市場販売目的のソフトウ

ェアについては、見込販売数量に基づく償

却額と見込有効期間（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償

却する方法を採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

        同左 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

  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。 

③ リース資産 

        同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れに備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

① 貸倒引当金 

        同左 

  ② 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

        同左 

  ③  製品保証引当金 

 プログラムの無償補修費用の支出に備え

るため、過去の実績に基づく将来発生見込

額を計上しております。 

③  製品保証引当金 

        同左 

  ④  受注損失引当金 

 請負契約に係る案件のうち、当連結会計

年度末時点で将来の損失が見込まれ、か

つ、当該損失額を合理的に見積もることが

可能なものについて、翌連結会計年度以降

に発生が見込まれる損失額を計上しており

ます。 

④  受注損失引当金 

        同左 

  ⑤ 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の見込額

に基づき発生していると認められる額を計

上しております。 

⑤ 退職給付引当金 

        同左 

  ＿＿＿＿＿＿ （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）」（企

業会計基準第19号 平成20年７月31日）を

適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益に与える影響は

ありません。  



項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

  ⑥ 役員退職慰労引当金 

（追加情報） 

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく期末要支給額

を役員退職慰労引当金として計上しており

ましたが、平成20年６月19日開催の定時株

主総会終結のときをもって役員退職慰労金

制度を廃止し、当該定時株主総会において

役員退職慰労金の打ち切り支給案が承認可

決されました。これにより、当連結会計年

度において役員退職慰労引当金を取崩し、

打ち切り支給額の未払分については固定負

債の「長期未払金」に含めて表示しており

ます。  

⑥             ――――― 

(4）重要な収益及び費用の

計上基準 

＿＿＿＿＿＿ （受注製作のソフトウェア取引に係る売上

高及び売上原価の計上基準） 

イ 当連結会計年度末までの進捗部分につ

 いて成果の確実性が認められるソフトウ

 ェア取引 

 進行基準（進捗率の見積りは原価比例

法）  

ロ その他のソフトウェア取引 

  完成基準  

  

（会計方針の変更） 

 受注制作のソフトウェア取引に係る収益

の計上基準については、従来、完成基準を

適用しておりましたが、当連結会計年度よ

り「工事契約に関する会計基準」（企業会

計基準第15号 平成19年12月27日)及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年

12月27日)を適用し、当連結会計年度に着

手した受注制作のソフトウェア取引から、

当連結会計年度末までの進捗部分について

成果の確実性が認められるソフトウェア取

引については進行基準（進捗率の見積りは

原価比例法）を、その他のソフトウェア取

引については完成基準を適用しておりま

す。 

 これによる売上高、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える影響

はありません。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

                同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんは、５年で均等償却しておりま

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 



  

   

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

８．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 

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４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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

計年度より適用し、評価基準については、原価法から原価

法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）に変更しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。  

  

＿＿＿＿＿＿＿ 

  

（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、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響は軽微であります。 

＿＿＿＿＿＿＿ 



  

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

 ※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。  ※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 千円6,553 投資有価証券（株式） 千円8,613

投資その他の資産  その他

（出資金） 
千円17,098

投資その他の資産  その他

（出資金） 
千円17,098

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

 ※１ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 23,965千円

 ※１ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 24,269千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 16,612千円 

器具及び備品 3,832千円 

のれん 982千円 

ソフトウェア 976千円 

計 22,404千円 

建物及び構築物 19,679千円 

器具及び備品 7,372千円 

計 27,051千円 

 ※３ 事務所移転費用のうち、固定資産除却損の内訳は次

   のとおりであります。 

  

建物及び構築物 22,611千円 

器具及び備品 8,958千円 

無形固定資産（その他） 70千円 

計 31,640千円 

 ※３ 事務所移転費用のうち、固定資産除却損の内訳は次

   のとおりであります。 

建物及び構築物 23,776千円 

器具及び備品 1,301千円 

計 25,077千円 

 ※４ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、たな卸資産評価損 千円が売上原価に

含まれております。また、売上原価に含まれる製品保

証引当金繰入額は 千円であり、受注損失引当金

繰入額は 千円であります。 

3,900

2,000

12,240

 ※４ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、たな卸資産評価損 千円が売上原価に

含まれております。また、売上原価に含まれる製品保

証引当金繰入額は 千円であり、受注損失引当金

繰入額は 千円であります。 

6,500

3,000

1,840

―――――  ※５ のれん償却額 

「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指

針」（日本公認会計士協会 平成20年３月25日 会計

制度委員会報告第７号）第32項の規定に基づき、クロ

ノバ㈱の株式取得時に発生したのれんを償却したもの

であります。  



前連結会計年度（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）普通株式の自己株式の株式数の増加117株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  

  

２．新株予約権に関する事項 

  

３．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期となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  10,500,000 ― ―  10,500,000

合計  10,500,000 ― ―  10,500,000

自己株式         

普通株式  119,360  117 ―  119,477

合計  119,360  117 ―  119,477

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）  当連結会
計年度末
残高 
（千円） 

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

 提出会社 

（親会社） 

 ストック・オプションとして

の新株予約権 
 －  －  －  －  －  7,989

 合計  －  －  －  －  －  7,989

  
（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19日 

定時株主総会 
 普通株式  134,948  13.0 平成20年３月31日 平成20年６月20日 

平成20年11月６日 

取締役会 
 普通株式  134,947  13.0 平成20年９月30日 平成20年12月５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23日 

定時株主総会 
普通株式  134,946 利益剰余金  13.0 平成21年３月31日 平成21年６月24日



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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．新株予約権に関する事項 

  

３．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期となるもの 

  

  
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  10,500,000  ―  ―  10,500,000

合計  10,500,000  ―  ―  10,500,000

自己株式         

普通株式  119,477  ―  ―  119,477

合計  119,477  ―  ―  119,477

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）  当連結会
計年度末
残高 
（千円） 

前連結会計
年度末  

当連結会計
年度増加  

当連結会計
年度減少  

当連結会計
年度末  

 提出会社 

（親会社） 

 ストック・オプションとして

の新株予約権 
 －  ―  ―  ―  ―  18,709

 合計  －  ―  ―  ―  ―  18,709

  
（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21年６月23日 

定時株主総会 
 普通株式  134,946  13.0 平成21年３月31日 平成21年６月24日 

平成21年11月６日 

取締役会 
 普通株式  134,946  13.0 平成21年９月30日 平成21年12月８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22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  134,946 利益剰余金  13.0 平成22年３月31日 平成22年６月24日



  

   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。 

  

   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。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

※１ 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21年３月31日現在） 

※１ 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22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 2,252,057千円 

有価証券（追加型公社債投資信託） 101,091千円 

預入期間が３か月を超える定期預金  △91,090千円 

現金及び現金同等物 2,262,058千円 

現金及び預金勘定 2,909,477千円 

有価証券（追加型公社債投資信託） 101,221千円 

預入期間が３か月を超える定期預金  △38,181千円 

現金及び現金同等物 2,972,516千円 

※２ 新規連結子会社の取得による収入の内訳 

   株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始

時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得の

ための収入（純額）との関係は次のとおりであります。

        クロノバ㈱（平成20年９月30日現在) 

――――― 

    

  

 流動資産 1,073,230 千円

 固定資産 182,655 千円

 のれん 98,780 千円

 流動負債 △520,777 千円

 固定負債 △33,594 千円

 少数株主持分 △305,579 千円

 既取得分 △206,165 千円

クロノバ㈱株式の取得価額 288,550 千円

 クロノバ㈱の現金及び現金同等物 747,008 千円

 差引：クロノバ㈱の株式取得による

収入 
458,458 千円

  

（リース取引関係）

（金融商品関係）



前連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について18,083千円減損処理を行っております。 

   なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合に検討を行っておりま 

   す。 

  

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

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 

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

(1）株式  87,687  99,852  12,164

(2）債券      

① 国債・地方債
等 

 －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計   87,687  99,852  12,164

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

(1）株式  71,693  69,237  △2,456

(2）債券      

① 国債・地方債
等 

 －  －  －

② 社債  299,536  298,710  △826

③ その他  －  －  －

(3）その他  285,666  211,614  △74,051

小計  656,896  579,562  △77,333

合計  744,583  679,414  △65,168

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 2,347,439  799  －

  連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券   

非上場株式  101,298

投資事業有限責任組合出資金  111,633

その他（証券投資信託）  101,091

種類 １年以内（千円） １年超５年以内（千円）  ５年超 （千円） 

１．債券   ―  ―  ―

  (1)国債・地方債等  ―  ―  ―

   (2)社債  99,830  198,880  ―

   (3)その他  ―  ―  ―

 ２．その他  ―  ―  ―

 合計  99,830  198,880  ―



当連結会計年度（平成22年３月31日） 

１．その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 249,265千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

   困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めておりません。 

  

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  種類 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

取得原価（千円） 差額（千円） 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

(1）株式  3,927  3,716  211

(2）債券      

① 国債・地方債
等 

 －  －  －

② 社債  200,060  199,961  98

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  203,987  203,677  309

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

(1）株式  52,306  53,240  △934

(2）債券      

① 国債・地方債
等 

 －  －  －

② 社債  24,575  25,000  △425

③ その他  －  －  －

(3）その他  222,798  279,005  △56,207

小計  299,679  357,245  △57,566

合計  503,666  560,923  △57,256

種類 売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額 

（千円） 

(1）株式 135,058 29,419  382

(2）債券 

 ① 国債・地方債等 －  －  －

 ② 社債 －  －  －

 ③ その他 －  －  －

(3）その他 －  － －

合計  135,058  29,419  382



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

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、退職一時金制度及び厚生年金基金制度を併用しております。また、子会社は退職一時金

制度及び退職金共済契約に加入しております。なお、厚生年金基金は総合設立型（全国情報サービス産業厚生年金基

金）に加入しておりますが、当社の拠出に対応する年金資産を合理的に計算することができないため、退職給付債務の

計算には含めておりません。 

 また要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

 当該事項は、入手可能な直近時点（貸借対照表日以前の 新時点）の年金財政計算に基づく実際数値であり、前連結

会計年度は平成20年３月31日現在、当連結会計年度は平成21年３月31日現在の数値であります。 

(1）制度全体の積立状況に関する事項 

  

(2）制度全体に占める当社事業所掛金拠出額割合 

  前連結会計年度   ％（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  当連結会計年度   ％（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

(3）補足説明 

  上記(1)の差引額は、年金財政計算上の過去勤務債務残高1,521,802千円及び不足金115,538,796千円であります。 

 なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。 

  
  
２．退職給付債務に関する事項 

 （注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。 

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

    
前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

   年金資産の額   千円392,848,769 千円329,874,002

  年金財政計算上の給付債務の額 千円406,325,318 千円446,934,601

  差引額 千円△13,476,548 千円△117,060,598

1.4

1.4

  
前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

(1）退職給付債務（千円）  △388,750  △475,780

(2）年金資産（千円）  －  －

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円）  △388,750  △475,780

(4）未認識数理計算上の差異（千円）  8,281  7,880

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円）  －  －

(6）連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) （千円）  △380,468  △467,899

(7）前払年金費用（千円）  －  －

(8）退職給付引当金(6)－(7)（千円）  △380,468  △467,899



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（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連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費   7,989千円 

 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。 

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

退職給付費用（千円） 

(1）勤務費用（千円） 

(2）利息費用（千円） 

(3）期待運用収益（減算）（千円） 

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 

(5) 厚生年金基金掛金拠出額（千円）   

(6) 確定拠出年金への支払額（千円）  

(7) 退職金共済への拠出額（千円） 

497,852

91,092

4,715

－

△62

308,468

88,691

4,947

528,900

103,341

6,113

－

1,643

319,817

93,693

4,291

  
前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

(1）割引率（％）  1.8  1.8

(2）期待運用収益率（％）  －  －

(3）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 

(4）数理計算上の差異の処理年数（年）  5  5

  

 （５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。） 

 （５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。） 

（ストック・オプション等関係）

  平成20年ストック・オプション   

 付与対象者の区分及び人数  当社取締役 ４名   

 株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数（注）  
 普通株式 11,300株   

 付与日  平成20年８月20日   

 権利確定条件 
 取締役の地位を喪失した日の翌日から10

日間以内 
  

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはない   

 権利行使期間 
 自平成20年８月21日 至平成45年８月20

日 
  



 (2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度（平成21年３月期）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 

 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与された平成20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 使用した評価技法     ブラック・ショールズ式 

  ② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．６年４ヶ月（平成14年4月17日から平成20年８月20日まで）の株価実績に基づき算定しております。 

２．在職中の役員の定年までの年数の平均値に行使可能期間の10日を加算した必日数経過した時点で行使

されるものと推定して、見積もっております。 

３．平成20年３月期の配当実績によっております。 

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。 

  平成20年ストック・オプション 

 権利確定前       （株）   

  前連結会計年度末  －

  付与  11,300

  失効  －

  権利確定  －

  未確定残  11,300

 権利確定後       （株）   

  前連結会計年度末  －

  権利確定  －

  権利行使  －

  失効  －

  未行使残  －

  平成20年ストック・オプション 

 権利行使価格      （円）  1

 行使時平均株価     （円）  －

 付与日における公正な評価単価 

（円）
 707

  平成20年ストック・オプション 

 株価変動性（注）１                    35.57％ 

 予想残存期間（注）２                     10年 

 予想配当（注）３                   25円／株 

 無リスク利子率（注）４                    1.437％ 



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費   10,720千円 

 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 

当連結会計年度（平成22年３月期）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20年ストック・オプション 平成21年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数  当社取締役 ４名  当社取締役 ４名 

 株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数（注）  
 普通株式 11,300株  普通株式 16,000株 

 付与日  平成20年８月20日  平成21年８月20日 

 権利確定条件 
 取締役の地位を喪失した日の翌日から10

日間以内 

 取締役の地位を喪失した日の翌日から10

日間以内 

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはない  対象勤務期間の定めはない 

 権利行使期間 
 自平成20年８月21日 至平成45年８月20

日 

 自平成21年８月21日 至平成46年８月20

日 

  平成20年ストック・オプション 平成21年ストック・オプション 

 権利確定前       （株）     

  前連結会計年度末  11,300  －

  付与  －  16,000

  失効  －  －

  権利確定  －  －

  未確定残  11,300  16,000

 権利確定後       （株）     

  前連結会計年度末  －  －

  権利確定  －  －

  権利行使  －  －

  失効  －  －

  未行使残  －  －

  平成20年ストック・オプション 平成21年ストック・オプション 

 権利行使価格      （円）  1  1

 行使時平均株価     （円）  －  －

 付与日における公正な評価単価 

             （円） 
 707  670



 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与された平成21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 使用した評価技法     ブラック・ショールズ式 

  ② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．７年４ヶ月（平成14年4月17日から平成21年８月20日まで）の株価実績に基づき算定しております。 

２．在職中の役員の定年までの年数の平均値に行使可能期間の10日を加算した必日数経過した時点で行使

されるものと推定して、見積もっております。 

３．平成21年３月期の配当実績によっております。 

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。 

  平成21年ストック・オプション 

 株価変動性（注）１                    35.56％ 

 予想残存期間（注）２                     9年 

 予想配当（注）３                   26円／株 

 無リスク利子率（注）４                    1.257％ 



１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は次のとおりであります。 

  

（税効果会計関係）

項目 
前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

  

  

繰延税金資産 

賞与引当金 

未払事業税否認額 

未払事業所税否認額 

退職給付引当金 

少額減価償却資産償却超過額 

長期未払金否認額 

未払費用否認額 

税務上の繰越欠損金 

その他有価証券評価差額金  

その他 

小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

プログラム等準備金 

 その他有価証券評価差額金 

繰延税金負債合計 

繰延税金資産の純額 

  

（千円）

  

 492,995

 15,372

 16,303

 154,915

 22,507

 24,367

 62,462

 144,172

 27,708

 124,989

 1,085,795

 △258,352

 827,443

  

 △3,729

 －

 △3,729

 823,713

  

（千円）

  

 474,944

 35,958

 15,686

 190,388

 12,976

 24,367

 60,450

 240,297

 23,858

 140,451

 1,219,381

 △330,915

 888,465

  

 －

 △28

 △28

 888,437



２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳は次のとおり

であります。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当社グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、事

業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、事

業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

  

前連結会計年度（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、所在地別セグメント情報を記載し

ておりません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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、所在地別セグメント情報を記載し

ておりません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当連結会計年度における海外売上高の合計が連結売上高の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４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当連結会計年度における海外売上高の合計が連結売上高の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。 

  

項目 
前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

法定実効税率   40.7％    40.7％  

（調整）                 

交際費等永久に損金に算入されない項目   4.0      5.2    

住民税均等割   3.3      5.9    

所得税額控除   △1.1      △2.5    

持分法による投資損益（△は益）   1.9      △0.2    

のれん償却額    10.3      28.1    

評価性引当金増減額   6.4      14.6    

その他   0.2      △0.7    

税効果会計適用後の法人税等の負担率   65.6％    91.1％  

                  

（賃貸等不動産関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  

（追加情報） 

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

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

 これによる開示対象範囲の変更はありません。 

   

１．関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

 上記の取引については、市場価格を参考に決定しております。 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記  

親会社情報 

ＩＴホールディングス㈱ （東京証券取引所に上場） 

  
  
当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

   

  親会社又は重要な関連会社に関する注記  

親会社情報 

ＩＴホールディングス㈱ （東京証券取引所に上場） 

  

（関連当事者情報）

種類 

会社等
の名称
又は氏
名 

所在地 

資本金
又は出
資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有(被
所有)割合

(％) 

関連当事
者との関

係 
取引の内容

取引金額
(千円) 科目 期末残高 

(千円) 

  

  

同一の親会

社を持つ会

社 
ＴＩＳ㈱ 

大阪府 

吹田市 
 23,110

情報処理

サービス

業 

 

  (－)

－

ＳＩ業

務の受

託他・

役員の

兼任 

ＳＩ業務等

の受託 

 

 

754,528 売掛金  167,553



 （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。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社は、平成22年５月７日開催の当社取締役会において、当社を完全親会社とし、クロノバ株式会社（以下、「ク

ロノバ」といいます。）を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、

同日付けで、クロノバとの間で株式交換契約を締結いたしました。 

 詳細につきましては同日発表の『CRO事業の再編に伴う簡易株式交換によるクロノバ株式会社の完全子会社化及び新

会社「ACメディカル株式会社」設立に関するお知らせ』をご参照下さい。  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 826.15円

１株当たり当期純利益金額 33.18円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 33.16円

１株当たり純資産額 円809.48

１株当たり当期純利益金額 円8.79

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円8.78

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  344,460  91,293

普通株主に帰属しない金額（千円） －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  344,460  91,293

期中平均株式数（千株）  10,380  10,380

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円） －  －

普通株式増加数（千株）  6  21

  （うち新株予約権）  (6)  (21)

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 

－  －  

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,031,823 1,977,012

受取手形 29,583 65,987

売掛金 ※1  3,395,191 ※1  3,157,213

有価証券 200,921 301,281

仕掛品 129,242 119,932

原材料及び貯蔵品 8,769 15,445

前払費用 169,482 254,154

繰延税金資産 568,257 583,763

未収入金 162,548 108,002

立替金 133,329 146,856

その他 8,225 1,182

貸倒引当金 △18,480 △20,851

流動資産合計 5,818,895 6,709,979

固定資産   

有形固定資産   

建物 745,811 783,914

減価償却累計額 △393,198 △404,631

建物（純額） 352,613 379,283

構築物 15,520 15,520

減価償却累計額 △13,223 △13,540

構築物（純額） 2,297 1,979

機械及び装置 303,840 332,823

減価償却累計額 △34,366 △97,176

機械及び装置（純額） 269,474 235,647

工具、器具及び備品 1,355,511 1,452,789

減価償却累計額 △856,064 △1,042,757

工具、器具及び備品（純額） 499,446 410,032

土地 205,976 205,976

リース資産 － 124,702

減価償却累計額 － △13,434

リース資産（純額） － 111,268

有形固定資産合計 1,329,807 1,344,188

無形固定資産   

ソフトウエア 457,503 476,761

電話加入権 15,743 15,743

その他 15,624 73,981

無形固定資産合計 488,870 566,487



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 742,741 399,733

関係会社株式 2,093,692 1,805,381

破産更生債権等 46,907 46,900

長期前払費用 23,093 13,534

敷金及び保証金 1,114,556 1,129,779

長期預金 200,000 100,000

繰延税金資産 201,565 261,368

その他 24,902 13,740

貸倒引当金 △46,907 △46,900

投資その他の資産合計 4,400,552 3,723,538

固定資産合計 6,219,230 5,634,214

資産合計 12,038,126 12,344,194

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※1  321,431 ※1  268,264

リース債務 － 14,830

未払金 15,255 140,195

未払費用 1,004,207 1,090,171

未払法人税等 30,997 223,447

未払消費税等 73,591 140,867

前受金 164,792 151,349

預り金 73,468 60,348

賞与引当金 1,140,138 1,122,216

製品保証引当金 2,000 3,000

流動負債合計 2,825,881 3,214,691

固定負債   

リース債務 － 104,097

退職給付引当金 331,331 413,141

その他 59,885 59,885

固定負債合計 391,216 577,124

負債合計 3,217,097 3,791,815



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,292,192 1,292,192

資本剰余金   

資本準備金 1,493,807 1,493,807

資本剰余金合計 1,493,807 1,493,807

利益剰余金   

利益準備金 71,450 71,450

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 5,435 －

別途積立金 4,720,000 4,920,000

繰越利益剰余金 1,419,896 941,197

利益剰余金合計 6,216,782 5,932,647

自己株式 △150,473 △150,473

株主資本合計 8,852,309 8,568,174

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △39,269 △34,504

評価・換算差額等合計 △39,269 △34,504

新株予約権 7,989 18,709

純資産合計 8,821,028 8,552,378

負債純資産合計 12,038,126 12,344,194



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 23,941,072 23,119,649

売上原価 ※4  19,672,249 ※4  19,165,157

売上総利益 4,268,822 3,954,492

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 19,689 23,402

役員報酬 113,500 125,035

給料手当及び賞与 1,132,129 1,309,275

貸倒引当金繰入額 61,860 2,363

賞与引当金繰入額 148,674 149,402

退職給付費用 62,744 69,862

役員退職慰労引当金繰入額 2,118 －

福利厚生費 153,768 174,567

地代家賃 419,110 443,325

減価償却費 59,380 71,181

採用費 231,906 143,230

支払手数料 145,792 154,253

研究開発費 ※1  23,965 ※1  24,269

その他 599,394 561,587

販売費及び一般管理費合計 3,174,035 3,251,756

営業利益 1,094,787 702,735

営業外収益   

受取利息 2,420 2,744

有価証券利息 9,680 3,418

受取配当金 2,712 809

保険返戻金 38,920 12,430

保険事務手数料 3,165 3,205

受取賃貸料 5,412 3,771

法人税等還付加算金 － 4,218

その他 4,815 4,893

営業外収益合計 67,127 35,492

営業外費用   

支払利息 1,491 4,512

投資事業組合運用損 38,426 47,101

その他 1,892 761

営業外費用合計 41,811 52,375

経常利益 1,120,104 685,852

特別利益   

投資有価証券売却益 － 29,419

移転補償金 － 75,000

特別利益合計 － 104,419



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※2  19,340 ※2  26,976

事務所移転費用 ※3  92,958 ※3  115,083

子会社株式評価損 － 364,660

投資有価証券評価損 15,220 988

その他 － 382

特別損失合計 127,518 508,091

税引前当期純利益 992,585 282,181

法人税、住民税及び事業税 376,000 375,000

法人税等調整額 85,463 △78,578

法人税等合計 461,463 296,421

当期純利益又は当期純損失（△） 531,122 △14,240



 （注） 

  

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22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 材料費               

材料仕入高      317,162  1.6    288,222  1.5

Ⅱ 労務費               

給料賞与手当    10,437,071      10,684,951     

賞与引当金繰入額    991,464      935,562     

退職給付費用    417,865      435,896     

福利厚生費    1,145,246  12,991,647  65.4  1,170,456  13,226,867  68.3

Ⅲ 外注費               

外注費      3,336,948  16.8    2,605,187  13.4

Ⅳ 経費               

地代家賃    1,186,592      1,170,532     

機器賃借料    179,832      146,498     

減価償却費    373,674      447,111     

その他    1,480,414  3,220,514  16.2  1,487,664  3,251,806  16.8

当期総製造費用      19,866,272  100.0    19,372,084  100.0

期首仕掛品たな卸高      191,793      129,242   

計      20,058,065      19,501,326   

他勘定振替高 ※    256,573      216,237   

期末仕掛品たな卸高      129,242      119,932   

当期売上原価      19,672,249      19,165,157   

                

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

※他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 ※他勘定振替高の内訳は次のとおりです。 

ソフトウエア 

（無形固定資産） 175,544千円 

研究開発費 

（販売費及び一般管理費） 23,965千円 

その他 

（無形固定資産） 15,624千円 

その他 

（販売費及び一般管理費） 41,439千円 

ソフトウエア 

（無形固定資産） 94,455千円 

研究開発費 

（販売費及び一般管理費） 23,744千円 

その他 

（無形固定資産） 73,981千円 

その他 

（販売費及び一般管理費） 24,054千円 

 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算によっ

ております。 

 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算によっ

ております。 



（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４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,292,192 1,292,192

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,292,192 1,292,192

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,493,807 1,493,807

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,493,807 1,493,807

資本剰余金合計   

前期末残高 1,493,807 1,493,807

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,493,807 1,493,807

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 71,450 71,450

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 71,450 71,450

その他利益剰余金   

プログラム等準備金   

前期末残高 16,338 5,435

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 △10,903 △5,435

当期変動額合計 △10,903 △5,435

当期末残高 5,435 －

別途積立金   

前期末残高 4,020,000 4,720,000

当期変動額   

別途積立金の積立 700,000 200,000

当期変動額合計 700,000 200,000

当期末残高 4,720,000 4,920,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,847,767 1,419,896

当期変動額   

別途積立金の積立 △700,000 △200,000

プログラム等準備金の取崩 10,903 5,435

剰余金の配当 △269,895 △269,893

当期純利益又は当期純損失（△） 531,122 △14,240

当期変動額合計 △427,870 △478,698

当期末残高 1,419,896 941,197



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 5,955,555 6,216,782

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

プログラム等準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △269,895 △269,893

当期純利益又は当期純損失（△） 531,122 △14,240

当期変動額合計 261,226 △284,134

当期末残高 6,216,782 5,932,647

自己株式   

前期末残高 △150,355 △150,473

当期変動額   

自己株式の取得 △117 －

当期変動額合計 △117 －

当期末残高 △150,473 △150,473

株主資本合計   

前期末残高 8,591,200 8,852,309

当期変動額   

剰余金の配当 △269,895 △269,893

当期純利益又は当期純損失（△） 531,122 △14,240

自己株式の取得 △117 －

当期変動額合計 261,108 △284,134

当期末残高 8,852,309 8,568,174

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △9,592 △39,269

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,676 4,764

当期変動額合計 △29,676 4,764

当期末残高 △39,269 △34,504

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △9,592 △39,269

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,676 4,764

当期変動額合計 △29,676 4,764

当期末残高 △39,269 △34,504

新株予約権   

前期末残高 － 7,989

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,989 10,720

当期変動額合計 7,989 10,720

当期末残高 7,989 18,709



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 8,581,607 8,821,028

当期変動額   

剰余金の配当 △269,895 △269,893

当期純利益又は当期純損失（△） 531,122 △14,240

自己株式の取得 △117 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,687 15,484

当期変動額合計 239,421 △268,650

当期末残高 8,821,028 8,552,378



 該当事項はありません。 

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法を採用し 

 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）を採用しております。 

(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を採用して

おります。 

 ただし、投資事業有限責任組合出資

金は個別法によっており、組合決算の

損益を営業外収益又は営業外費用とし

て計上する方法を採用しております。

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）仕掛品 

  個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。 

(1）仕掛品 

同左 

  (2）貯蔵品 

  終仕入原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用しております。 

(2）貯蔵品 

 同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(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。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  

  

建物 ３～27年

構築物 10～20年

機械及び装置 10～12年

器具及び備品 ３～20年

  

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法、市場販売目的のソ

フトウェアについては、見込販売数量に

基づく償却額と見込有効期間（３年）に

基づく均等配分額とを比較し、いずれか

大きい額を償却する方法を採用しており

ます。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）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。  

(3）リース資産 

同左 



  

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れに備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）製品保証引当金 

  プログラムの無償補修費用の支出に備

えるため、過去の実績に基づく将来発生

見込額を計上しております。 

(3）製品保証引当金 

同左 

  (4) 退職給付引当金     

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき発生していると認められる額を

計上しております。 

(4) 退職給付引当金     

同左 

  ――――― （会計方針の変更） 

 当事業年度より、「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正（その３）」（企業会

計基準第19号 平成20年７月31日）を適用

しております。 

 なお、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。   

  (5) 役員退職慰労引当金 

（追加情報） 

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく期末要支給額

を役員退職慰労引当金として計上しており

ましたが、平成20年６月19日開催の定時株

主総会終結のときをもって役員退職慰労金

制度を廃止し、当該定時株主総会において

役員退職慰労金の打ち切り支給案が承認可

決されました。これにより、当事業年度に

おいて役員退職慰労引当金を取崩し、打ち

切り支給額の未払分については固定負債の

「その他」に含めて表示しております。  

(5)      ―――――― 



   

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

５．重要な収益及び費用の計

上基準 

――――― （受注製作のソフトウェア取引に係る売上

高及び売上原価の計上基準） 

イ 当事業年度末までの進捗部分について

 成果の確実性が認められるソフトウェア

 取引 

  進行基準（進捗率の見積りは原価比例

法）  

ロ その他のソフトウェア取引 

  完成基準  

  

（会計方針の変更） 

 受注制作のソフトウェア取引に係る収益

の計上基準については、従来、完成基準を

適用しておりましたが、当事業年度より

「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号 平成19年12月27日)及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第18号 平成19年12月

27日)を適用し、当事業年度に着手した受

注制作のソフトウェア取引から、当事業年

度末までの進捗部分について成果の確実性

が認められるソフトウェア取引については

進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）

を、その他のソフトウェア取引については

完成基準を適用しております。 

 これによる売上高、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。 

６．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 



  

  

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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）を当事業

年度より適用し、評価基準については、原価法から原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）に変更しております。 

 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。 

  

 （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によってお

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。 

――――― 

  

  

  

  

  

  

  

   

――――― 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 関係会社に対する債権債務の明細は次のとおりであ

ります。 

※１ 関係会社に対する債権債務の明細は次のとおりであ

ります。 

売掛金 2,980千円

買掛金 4,349千円

売掛金 2,324千円

買掛金 3,574千円

 ２ 債務保証 

 次の関係会社等について、金融機関からの借入に

対し債務保証を行っております。 

保証先 金額（千円） 内容 

クロノバ㈱  150,000 借入債務 

登録管理ネット
ワーク㈱ 

 37,440 借入債務 

従業員  9 借入債務 

計  187,449 － 

 ２ 債務保証 

 次の関係会社について、金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

  

保証先 金額（千円） 内容 

クロノバ㈱  230,000 借入債務 

計  230,000 － 



  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加117株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。   

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

   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。 

  

前事業年度（平成21年３月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（平成22年３月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

 ※１ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 23,965千円

 ※１ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 24,269千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 15,037千円 

器具及び備品 3,325千円 

ソフトウェア 976千円 

計 19,340千円 

建物 19,679千円 

器具及び備品 7,296千円 

計 26,976千円 

※３ 事務所移転費用のうち、固定資産除却損の内訳は次

のとおりであります。 

※３ 事務所移転費用のうち、固定資産除却損の内訳は次

のとおりであります。 

建物 22,611千円 

器具及び備品 8,958千円 

無形固定資産（その他） 70千円 

計 31,640千円 

建物 23,776千円 

器具及び備品 1,301千円 

計 25,077千円 

※４ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、たな卸資産評価損3,900千円が売上原価に

含まれております。また、売上原価に含まれる製品保

証引当金繰入額は2,000千円であります。  

※４ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、たな卸資産評価損 千円が売上原価に

含まれております。また、売上原価に含まれる製品保

証引当金繰入額は 千円であります。  

6,500

3,000

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  119,360  117  －  119,477

合計  119,360  117  －  119,477

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  119,477  －  －  119,477

合計  119,477  －  －  119,477

（リース取引関係）

（有価証券関係）



１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は次のとおりであります。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳は次のとおり

であります。 

  

（税効果会計関係）

項目 
前事業年度 

（平成21年３月31日） 
当事業年度 

（平成22年３月31日） 

  

繰延税金資産 

賞与引当金 

未払事業税否認額 

未払事業所税否認額 

退職給付引当金 

少額減価償却資産償却超過額 

その他の固定負債（長期未払金）否

認額 

その他有価証券評価差額金  

未払費用否認額 

関係会社株式評価損  

その他 

小計  

評価性引当額  

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

プログラム等準備金 

繰延税金負債合計 

繰延税金資産の純額 

（千円）

  

 463,922

 1,773

 15,681

 134,818

 21,609

 

  

24,367

 26,940

 58,871

 112,606

 31,759

 892,351

 △118,799

 773,552

  

 △3,729

 △3,729

 769,822

（千円）

  

 456,629

 26,478

 15,448

 168,107

 12,065

 

  

24,367

 23,672

 58,210

 260,986

 60,555

 1,106,520

 △261,388

 845,132

  

 －

 －

 845,132

項目 
前事業年度 

（平成21年３月31日） 
当事業年度 

（平成22年３月31日） 

法定実効税率   40.7％    40.7％  

（調整）                 

交際費等永久に損金に算入されない項目   3.4      8.8    

住民税均等割   2.8      9.6    

評価性引当金増減額   －      50.5    

所得税額控除   △1.0      △4.3    

その他   0.6      △0.3    

税効果会計適用後の法人税等の負担率   46.5％    105.1％  
      



  

 （注） １株当たり当期純利益金額又は純損失金額（△）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。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社は、平成22年５月７日開催の当社取締役会において、当社を完全親会社とし、クロノバ株式会社（以下、「ク

ロノバ」といいます。）を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決議し、

同日付けで、クロノバとの間で株式交換契約を締結いたしました。 

 詳細につきましては同日発表の『CRO事業の再編に伴う簡易株式交換によるクロノバ株式会社の完全子会社化及び新

会社「ACメディカル株式会社」設立に関するお知らせ』をご参照下さい。  

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円849.00

１株当たり当期純利益金額 円51.16

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
円51.13

１株当たり純資産額 円822.08

１株当たり当期純損失（△）金額 円△1.37

 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。 

  
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は純損失金額

（△） 
    

当期純利益又は純損失（△）（千円）  531,122  △14,240

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純損失

（△）（千円） 
 531,122  △14,240

期中平均株式数（千株）  10,380  10,380

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（千株）  6  －

  （うち新株予約権）   (6)  －

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 

―――――― ―――――― 

（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。 

  

(2）生産、受注及び販売の状況 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他

  

①生産実績 

当連結会計年度における生産実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。 

 

（単位：千円）

サービス 
当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

前年同期比（％） 

ビジネスプロセスアウトソーシング  16,672,272  108.3

ソフトウェアソリューション  1,837,406  89.5

システムインテグレーション  8,185,737  88.5

合計  26,695,416  100.0

②受注状況 

当連結会計年度における受注状況をサービス別に示すと、次のとおりであります。 
（単位：千円）

サービス 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

受注高 受注残高 
  

前年同期比（％） 前年同期比（％）

ビジネスプロセスアウトソーシング  17,148,781  105.6  8,424,295  107.7

ソフトウェアソリューション  1,772,012  83.5  1,282,598  94.9

システムインテグレーション  8,342,850  103.2  2,268,035  108.2

その他システム機器販売等  33,919  147.6  －  －

合計  27,297,564  103.1  11,974,929  106.3

③販売実績 

当連結会計年度における販売実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。 
（単位：千円）

サービス 
当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

前年同期比（％） 

ビジネスプロセスアウトソーシング  16,545,748  107.8

ソフトウェアソリューション  1,841,028  88.9

システムインテグレーション  8,170,014  87.8

その他システム機器販売等  33,919  147.6

合計  26,590,711  99.4
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