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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 10,455 △26.3 248 △27.7 216 △29.7 36 △76.2
21年3月期 14,176 5.2 343 106.9 307 138.4 151 57.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
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 18.10 ― 1.3 3.2 2.4
21年3月期 75.98 ― 5.7 4.2 2.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  4百万円 21年3月期  7百万円

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 6,798 2,681 39.4 1,340.88
21年3月期 6,616 2,724 41.2 1,362.42

（参考） 自己資本   22年3月期  2,681百万円 21年3月期  2,724百万円

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 1,010 △1,050 △84 625
21年3月期 2,289 △646 △1,376 751

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 ― 0.00 ― 40.00 40.00 79 52.6 3.0
22年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00 69 193.3 2.6
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 35.00 35.00 100.0

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

5,000 △2.9 △50 ― △80 ― △40 ― △20.00

通期 10,800 3.3 200 △19.4 150 △30.6 70 93.3 35.00
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17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」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）の算定上の基礎となる株式数については、29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） 22年3月期 2,000,000株 21年3月期 2,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  80株 21年3月期  80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 10,231 △26.7 215 △20.7 179 △22.4 11 △88.8
21年3月期 13,963 5.2 272 187.4 230 307.5 100 92.0

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 5.61 ―
21年3月期 50.03 ―

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 6,741 2,552 37.9 1,276.44
21年3月期 6,573 2,621 39.9 1,310.83

（参考） 自己資本 22年3月期  2,552百万円 21年3月期  2,621百万円

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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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およ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。上記予想に関連する事項につきましては、３ページから４ページの「１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

4,900 △2.8 △50 ― △80 ― △40 ― △20.00

通期 10,600 3.6 200 △7.4 150 △16.2 70 524.1 35.00
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1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、経済対策の効果や海外経済の改善を背景に景気は持ち

直しの傾向が続き、企業収益にも改善がみられるものの、国内民間需要は弱めに推移するなど、

総じて厳しい状況にありました。 

情報サービス産業におきましても、特に当社グループの主要顧客である製造業において情報化

投資の抑制傾向が顕著となり、投資案件の延期・見送りや費用対効果を重視する投資姿勢が一層

強まるなど、厳しい受注環境が続きました。 

このような状況のもと、当社グループは顧客の課題把握とその解決を図るため、技術力を基盤

としたプロジェクトマネジメント力とコンサルティング力の活用による高付加価値サービスの

提供に努めました。 

当連結会計年度におきましては、顧客企業が抱える企業内・企業間・グローバルでの業務連携

や情報の可視化などの経営課題を解決するため、業務システム連携ソリューションの提供力強化

に注力いたしました。特に、短期導入サービス「PowerStart」、業種別テンプレートなどを活用

した短納期・低コストのソリューションや、柔軟性・拡張性あるソリューションの提供に積極的

に取り組むとともに、有力パートナーとの協業・連携を推進いたしました。さらに、中国に現地

法人を設立し、海外拠点における顧客のグローバル支援体制を一層強化するなど、競合他社との

差別化と生産性向上への取り組みに邁進いたしました。また、システムインテグレーション案件

が高度化・多様化するなかで、プロジェクトマネジメント力の更なる強化と着実な進捗管理によ

る収益確保に努めました。 

ビジネス遂行体制の整備につきましては、顧客の事業特性に合ったサービス提供体制の強化、

自社開発 ERP パッケージ「MCFrame」・「A.S.I.A.」のビジネス拡充体制の整備、研究開発体制

の強化や人材育成機能の向上を図り、顧客要請の変化に迅速に対応する体制作りに取り組みまし

た。 

東洋ビジネスシステムサービス株式会社におきましては、運用保守サービスやシステム開発の

提供を推進し、システムのライフサイクルサポートの充実に注力いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、製造業を中心とする顧客企業の情報化投

資抑制を背景に、受注高は10,652,593千円（前期比19.5％減）、売上高は10,455,248 千円（前

期比26.3％減）となりました。利益面につきましては、プロジェクト採算性の向上とコスト削減

に努めたものの、売上高の減少に伴い、営業利益は248,052千円（前期比27.7％減）、経常利益

は216,093 千円（前期比29.7％減）、当期純利益は36,207千円（前期比76.2％減）となりました。 

主な商品分野別の状況は次のとおりです。 

①他社製品 ERP 

SAP ジャパン株式会社の ERP パッケージ「SAP 製品」にかかわるコンサルティング、システ

ム構築に関し、既存顧客を中心に主に製薬、精密機器等の業界からの受注獲得に努めました。ま

たプロジェクトマネジメントの強化を推進し、プロジェクト採算性の向上に取り組みました。し

かしながら、製造業を中心とする顧客企業の投資抑制が影響し、当連結会計年度の受注高は
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5,332,670 千円（前期比 3.6％減）、売上高は 5,227,544 千円（前期比 21.6%減）となりました。 

②自社製品 ERP 

自社開発 ERP パッケージ「MCFrame」および「A.S.I.A.」につきましては、顧客・ビジネス

パートナーとの連携強化を進めライセンス販売の拡大に注力した結果、当連結会計年度のライセ

ンス売上高は 989,221 千円（前期比 8.3％増）となりました。また、Web サービス対応の製造業

向け基幹業務システム「MCFrame XA 販売物流」、製造業向け原価管理システムを SaaS 型で利

用できるサービス「MCFrame online 原価管理」、海外対応型会計パッケージ「A.S.I.A.」の機

能強化に取り組みました。当連結会計年度の受注高は 3,169,354 千円（前期比 16.3％減）、売上高

は 3,058,764 千円（前期比 18.2％減）となりました。 

③ｅビジネス 

日本オラクル株式会社の ERP パッケージ「Oracle E-Business Suite」案件を中心に、エネル

ギー、輸送用機器、非鉄金属等の多様な業界への営業に注力いたしました。さらに、情報の可視

化を図る業務システム連携ソリューションの提供を推進するとともに、新規分野のシステム導入

にも取り組みました。当連結会計年度の受注高は 1,748,755 千円（前期比 49.4％減）、売上高は

1,782,902 千円（前期比 46.1％減）となりました。 

④その他 

引き続きグローバル SCM ソリューションの提供などに取り組みました。当連結会計年度の受

注高は 401,813 千円（前期比 11.5％減）、売上高は 386,036 千円（前期比 16.6％減）となりまし

た。 

 

今後のわが国経済につきましては、景気は持ち直しの傾向が続くものと予想されておりますが、

設備投資の動向は当面低水準で推移することが見込まれており、情報化投資につきましても横ば

い圏内で推移するものと思われます。このような厳しい受注環境が続くことが想定されるなかで、

当社グループの平成23年3月期の連結業績の見通しにつきましては、以下を見込んでおります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連 結】  第２四半期 

連結累計期間
（前期比％） 通 期 （前期比％）

売 上 高  5,000 百万円 （ 2.9 %減） 10,800 百万円 （ 3.3 %増）

営 業 利 益  △50 百万円 ― 200 百万円 （ 19.4 %減）

経 常 利 益  △80 百万円 ― 150 百万円 （ 30.6 %減）

当期純利益  △40 百万円 ― 70 百万円 （ 93.3 %増）
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産の部 

流動資産につきましては、現金及び預金の減少、受取手形及び売掛金の減少等により、前

連結会計年度末と比較して 250,668 千円減少し、4,586,192 千円となりました。なお、当連結

会計年度末の総資産に占める流動資産の比率は 67.5％であります。 

固定資産につきましては、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却並びに無形固定資産

の取得（自社開発 ERP パッケージ「MCFrame」の開発投資等）、等により、前連結会計年度

末と比較して 432,883 千円増加し、2,212,807 千円となりました。 

これらの結果、資産の部の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末と比較して 182,215

千円増加し、6,798,999 千円となりました。 

② 負債の部 

負債の部の当連結会計年度末残高は、支払手形及び買掛金、賞与引当金、受注損失引当金

の増加等により、前連結会計年度末と比較して 225,294 千円増加し、4,117,338 千円となりま

した。 

③ 純資産の部 

純資産の部の当連結会計年度末残高は、当期純利益を計上したものの、剰余金の配当によ

る減少等により、前連結会計年度末と比較して 43,079 千円減少し、2,681,661 千円となりま

した。以上の結果、当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末と比較して 1.8

ポイント減少し 39.4％となりました。 

④ キャッシュ・フローの分析 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より 125,766

千円減少し、625,833 千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 186,858 千円、減価償却

費 590,432 千円、売上債権の減少 182,879 千円、仕入債務の増加 133,989 千円等が、たな卸

資産の増加 112,124 千円、法人税等の支払額 156,185 千円等を上回ったことにより、全体と

して 1,010,233 千円の収入（前年同期 1,279,468 千円収入減）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フローの状況） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得（自社開発 ERP パッケージ

「MCFrame」の開発投資等）による支出及び中国に設立した現地法人に対する関係会社出資

金の払込による支出等により、全体として 1,050,494 千円の支出（前年同期 404,250 千円支

出増）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フローの状況） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出等により、全体として

84,211 千円の支出（前年同期 1,292,745 千円支出減）となりました。 
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なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

 平成 20 年 
３月期 

平成 21 年 
３月期 

平成 22 年 
３月期 

自己資本比率（％） 33.6 41.2 39.4

時価ベースの自己資本比率（％） 27.9 17.3 24.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） ― 0.7 1.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― 65.5 42.3

  （注）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（年）：有利子負債／キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）：キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標はいずれも連結ベースの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。 

※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ

ローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利

子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結

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。  

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の配当政策は、当社を取り巻く事業環境の見通し、業績見込み、当社の財務体質等を総

合的に勘案して、株主各位への利益還元に努め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、技術開発や競争力強化のための投資等に充当して、事業基盤の

安定と業績の向上に活用しております。 

前期は事業開始 10 周年を迎え、１株あたり 5 円の記念配当を加えた 1 株あたり 40 円の期末

配当を実施いたしましたが、当期の期末配当金につきましては、上記の方針に基づき、1 株に

つき 35 円を予定しております。また中間配当を行っていないため、当期の年間配当金も 1 株

につき 35 円となります。 

平成 23 年 3 月期の期末配当金につきましては、1 株あたり 35 円を予定しております。また、

中間配当を実施せず、平成 23 年３月期の年間配当金も１株につき 35 円を予定しております。 
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(4) 事業等のリスク 

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあります。 

①財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動について 

財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動はありません。当社グル

ープの経営成績は、経済情勢の変動等による顧客企業の情報化投資動向、同業他社との競合状

況、大型案件の採算性等により変動する可能性があります。 

②特定の取引先との関係について 

当社は、SAP ジャパン株式会社との間に「“SAP パートナーサービス（サービスアライアン

スパートナー）”に関する協力契約」を締結し、同社と安定した取引関係を継続しております。

平成 22 年 3 月期の「SAP 製品」を取り扱う他社製品 ERP の売上構成比は 50.0％であります。

よって同社の市場訴求力に大きな変動が生じた場合には、当社グループの経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。 

③親会社との関係について 

当社グループは、東洋エンジニアリング株式会社グループにおける情報サービス事業の中核

会社であります。東洋エンジニアリング株式会社は当社議決権の 51.0％を所有しており、また、

当社と同社との平成 22 年 3 月期の取引は次のとおりであります。 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
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)

システムイン
テグレーショ
ンの受託 

57,632 売掛金 17,102

システムイン
テグレーショ
ンの委託 

13,312 ― ― 親会社 
東洋エン
ジニアリ
ング㈱ 

東京都 
千代田 
区 

18,198,978 
総合エン
ジニアリ
ング業 

直接 
51.0 

システムインテグ
レーションの提供
役員の兼任 

建物の賃借 86,868 ― ― 

 (注)１．記載金額のうち、取引金額は消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針 

(1)市場価格、総原価等を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、一般取引先と同様に決定してお

ります。 

(2)建物の賃借料は、他テナントと同等の価格となっております。 

親会社からの役員の受入状況としては、本資料提出日現在で、当社監査役 3 名のうち同社取

締役・専務執行役員および従業員の 2 名が当社監査役を兼任しております。 

④その他 

当社グループは、情報システム分野における急速な技術革新に対応するため、提供サービ

ス・製品の機能強化を進めるとともに、新規事業のための商材調査・研究開発活動に注力して

おりますが、当社グループの想定外の技術革新が進んだ場合、当社グループの経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。また、当社グループが顧客に納入するシステムの多くが顧客の重

要な基幹システムであり、万が一重大なシステム・トラブルや、顧客より受領した情報の流出

等が発生した場合には、信用の低下や賠償金の支払等により当社グループの経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 
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2. 企業集団の状況 

当社グループは、当社、連結子会社 1 社、非連結子会社 4 社および関連会社 2 社（うち持分法

適用関連会社 1 社）で構成され、情報サービス事業を展開しております。連結子会社の東洋ビジ

ネスシステムサービス株式会社は運用・保守サービス等の提供を行っており、関連会社の上海華和

得易信息技術発展有限公司（DealEasy 社）はシステム構築サービス等の提供を行っております。

当企業集団の事業の種類別セグメントは情報サービスの単一事業であります。 

当社の親会社は、総合エンジニアリングサービスを提供する東洋エンジニアリング株式会社で

あり、情報サービスの一部業務において委託および受託の関係等があります。 

当企業集団の平成 22 年 3 月期の売上高における親会社への販売比率は 0.6％であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※非連結子会社 Toyo Business Engineering(Thailand)Co.,Ltd.他 3 社 

(親会社）

東洋エンジニアリング(株）

当　　　　　　社

情報サービス

　
　
　
 
 
 
　

顧
　
　
　
　
客

情報サービス

（連結子会社）

東洋ビジネスシステムサービス（株）

（持分法適用関連会社）

上海華和得易信息技術発展有限公司（中国）

（DealEasy社）

運用・保守サービス等

システム構築サービス等

システム構築サービス等

総合エンジニアリングサービス

運用・保守サービス等
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3. 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、製造業を中心に流通・エネルギー・サービス業等幅広い業種にわたる顧客に、各種

システムの導入コンサルティングからシステム構築、運用・保守まで一貫したサービスを提供

し、顧客のビジネス革新を支援しております。 

変革の時代にあって、顧客のニーズに応えるべく、新しいビジネスモデルの構築に努めると

ともに、先端技術の評価・導入を通して、提供するサービス内容の向上に努めて参ります。 

【経営理念】 

顧客満足を第一としたプロフェッショナル集団として、新たな価値創造を通じて社会に貢献する。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、継続的な業容の拡大を通じた企業価値の向上を経営目標としております。

経営指標といたしましては、収益力を示す経常利益と当期純利益を重視し、これらの拡大に努

めて参ります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

日本の製造業を取り巻く市場環境が国内外ともに大きく変化しており、IT に対する顧客ニー

ズの高度化・多様化・グローバル化が進んでおります。このような状況において、顧客の経営

課題に対するコンサルティングから複合的なソリューションやサービスの提供を行うグローバ

ル IT パートナーが求められております。 

そのため、当社グループは顧客の課題把握とその解決策の提供を推進すべく、顧客ニーズに

応える多様なソリューションとその提供体制の強化、日系企業の海外展開や外資系企業の日本

展開など顧客のグローバリゼーションへの対応および製造業の物流連携までを含めた総合的な

企業間 SCM 構築への対応に取り組み、顧客への継続的な価値提供に努めて参ります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

今後のわが国経済につきましては、景気の持ち直し傾向が続くものと予想されますが、依然

としてデフレの影響などの懸念材料が散見され、設備投資も当面低水準で推移することが見込

まれております。 

情報サービス産業におきましても、情報化投資が横ばい圏内で推移することが見込まれると

ともに、多様化・高度化する顧客ニーズへの対応力や生産性向上の要請はますます高まり、厳

しい経営環境が続くものと推測されます。 

このような状況のもと、当社グループは、次の取り組みにより、顧客の課題把握とその解決

を通じた顧客満足の更なる向上を追求するとともに、強靭な企業体質の構築を図って参ります。 

企業内・企業間・グローバルでの業務連携と情報の可視化を目指した業務システム連携ソリ

ューションの提供を引き続き促進するとともに、生産性向上によるスピード化や差別化による

競争力強化に努めて参ります。これにあたり、短納期・低コストのソリューションや柔軟性・
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拡張性あるソリューションの提供を一層推進して参ります。さらに、グループ内の密な連携と

海外拠点の活用を促進し、今後更なるニーズが見込まれる顧客のグローバル展開への支援に注

力して参ります。また、有力パートナーとの連携・協業推進、新商品の開発と新規商材の調査・

研究に精力的に取り組むほか、人材育成を通じたシステム構築力の強化を図って参ります。 

自社開発 ERP パッケージ｢MCFrame｣および｢A.S.I.A.｣のライセンス販売につきましては、

顧客サポートの充実と保守サービス品質の向上、ビジネスパートナーとの連携強化、商品ライ

ンアップの拡充や海外導入実績の積み上げに注力し、ブランド力の更なる強化に努めて参りま

す。 

プロジェクトマネジメント力の強化につきましては、プロセス毎の確実なリスク管理とプロ

ジェクト遂行の透明性確保に努め、引き続き採算性の向上とコスト削減に取り組んで参ります。 

以上の取り組みを通じて高付加価値サービスの提供を推進し、顧客の信頼獲得による受注の

確保と生産性・収益性の向上による持続的な成長を目指して参ります。 
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成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 751,600 625,833

受取手形及び売掛金 3,041,163 2,855,265

仕掛品 441,226 ※２ 553,351

繰延税金資産 245,328 251,964

その他 357,735 299,934

貸倒引当金 △194 △156

流動資産合計 4,836,860 4,586,192

固定資産

有形固定資産

建物 167,894 169,954

減価償却累計額 △79,917 △94,647

建物（純額） 87,977 75,307

工具、器具及び備品 327,275 313,279

減価償却累計額 △214,601 △226,676

工具、器具及び備品（純額） 112,673 86,602

リース資産 23,706 23,706

減価償却累計額 △17,288 △21,375

リース資産（純額） 6,418 2,331

有形固定資産合計 207,069 164,241

無形固定資産

ソフトウエア 1,163,672 1,636,284

のれん 17,991 1,291

その他 26,005 3,750

無形固定資産合計 1,207,669 1,641,327

投資その他の資産

投資有価証券 1,754 11,754

繰延税金資産 17,702 29,542

その他 ※１ 345,728 ※１ 371,441

貸倒引当金 － △5,499

投資その他の資産合計 365,185 407,238

固定資産合計 1,779,923 2,212,807

資産合計 6,616,784 6,798,999
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(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

支払手形及び買掛金 491,658 696,586

短期借入金 1,700,000 1,700,000

リース債務 4,086 1,481

未払費用 470,806 378,021

未払法人税等 101,630 118,926

前受金 379,900 348,899

賞与引当金 443,637 525,510

品質保証引当金 55,344 36,195

受注損失引当金 40,934 ※２ 126,983

その他 201,713 183,882

流動負債合計 3,889,712 4,116,488

固定負債

リース債務 2,331 850

固定負債合計 2,331 850

負債合計 3,892,044 4,117,338

純資産の部

株主資本

資本金 697,600 697,600

資本剰余金 426,200 426,200

利益剰余金 1,602,382 1,558,593

自己株式 △101 △101

株主資本合計 2,726,080 2,682,291

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △1,339 △629

評価・換算差額等合計 △1,339 △629

純資産合計 2,724,740 2,681,661

負債純資産合計 6,616,784 6,798,999
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成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 14,176,778 10,455,248

売上原価 11,118,977 7,585,679

売上総利益 3,057,800 2,869,569

販売費及び一般管理費 ※１, ※２ 2,714,679 ※１, ※２ 2,621,516

営業利益 343,121 248,052

営業外収益

受取配当金 240 －

貸倒引当金戻入額 293 37

債務勘定整理益 251 313

持分法による投資利益 7,883 4,756

受取ロイヤリティー 184 －

法人税等還付加算金 1,768 －

その他 2,067 219

営業外収益合計 12,688 5,327

営業外費用

支払利息 35,532 24,778

為替差損 12,819 4,406

支払補償費 － 4,000

その他 19 4,101

営業外費用合計 48,370 37,286

経常利益 307,438 216,093

特別利益

投資有価証券売却益 921 －

特別利益合計 921 －

特別損失

固定資産除却損 ※３ 21,810 ※３ 13,263

たな卸資産除却損 2,000 －

会員権評価損 － ※４ 15,971

特別損失合計 23,810 29,234

税金等調整前当期純利益 284,549 186,858

法人税、住民税及び事業税 131,923 169,127

法人税等調整額 672 △18,475

法人税等合計 132,596 150,651

当期純利益 151,953 36,207
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成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 697,600 697,600

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 697,600 697,600

資本剰余金

前期末残高 426,200 426,200

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 426,200 426,200

利益剰余金

前期末残高 1,520,426 1,602,382

当期変動額

剰余金の配当 △69,997 △79,996

当期純利益 151,953 36,207

当期変動額合計 81,956 △43,789

当期末残高 1,602,382 1,558,593

自己株式

前期末残高 △101 △101

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △101 △101

株主資本合計

前期末残高 2,644,124 2,726,080

当期変動額

剰余金の配当 △69,997 △79,996

当期純利益 151,953 36,207

当期変動額合計 81,956 △43,789

当期末残高 2,726,080 2,682,291
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(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 △1,427 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,427 －

当期変動額合計 1,427 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定

前期末残高 5,354 △1,339

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△6,694 710

当期変動額合計 △6,694 710

当期末残高 △1,339 △629

評価・換算差額等合計

前期末残高 3,926 △1,339

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△5,266 710

当期変動額合計 △5,266 710

当期末残高 △1,339 △629

純資産合計

前期末残高 2,648,051 2,724,740

当期変動額

剰余金の配当 △69,997 △79,996

当期純利益 151,953 36,207

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,266 710

当期変動額合計 76,689 △43,079

当期末残高 2,724,740 2,681,661
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成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 284,549 186,858

減価償却費 552,965 590,432

のれん償却額 16,700 16,700

貸倒引当金の増減額（△は減少） △461 5,462

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,065 81,872

品質保証引当金の増減額（△は減少） 14,575 △19,148

受注損失引当金の増減額（△は減少） △59,439 86,049

受取利息及び受取配当金 △400 △60

支払利息 35,532 24,778

為替差損益（△は益） 12,819 4,406

持分法による投資損益（△は益） △7,883 △4,756

固定資産除却損 21,810 13,263

投資有価証券売却損益（△は益） △921 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,195,966 182,879

たな卸資産の増減額（△は増加） 299,598 △112,124

前渡金の増減額（△は増加） 18,152 54,644

仕入債務の増減額（△は減少） △51,015 133,989

未払消費税等の増減額（△は減少） 35,032 △38,491

前受金の増減額（△は減少） △87,706 △31,001

その他 863 14,474

小計 2,314,802 1,190,229

利息及び配当金の受取額 400 60

利息の支払額 △34,978 △23,869

法人税等の還付額 68,165 －

法人税等の支払額 △58,687 △156,185

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,289,702 1,010,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △38,453 △22,525

無形固定資産の取得による支出 △618,325 △1,008,189

投資有価証券の取得による支出 － △10,000

投資有価証券の売却による収入 12,600 －

関係会社株式の取得による支出 － △3,261

関係会社出資金の払込による支出 － △30,000

その他 △2,065 23,481

投資活動によるキャッシュ・フロー △646,244 △1,050,494

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） △1,300,000 －

リース債務の返済による支出 △7,259 △4,086

配当金の支払額 △69,696 △80,124

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,376,956 △84,211

現金及び現金同等物に係る換算差額 △974 △1,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 265,526 △125,766

現金及び現金同等物の期首残高 486,073 751,600

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 751,600 ※ 625,833
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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) 連結子会社数     １社
  連結子会社の名称
   東洋ビジネスシステムサービス

㈱
(2) 非連結子会社の名称等
  非連結子会社の名称
  Toyo Business Engineering  

(Thailand)Co., Ltd. 
Toyo Business Engineering  
Holding (Thailand)Co., Ltd.

   
  
 
 

  連結の範囲から除いた理由
 非連結子会社２社は、いずれも
小規模会社であり、合計の総資
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
財務諸表に重要な影響を及ぼして
いないためであります。

(1) 連結子会社数     １社
  連結子会社の名称

同  左
   
(2) 非連結子会社の名称等
  非連結子会社の名称
  Toyo Business Engineering  

(Thailand)Co., Ltd. 
Toyo Business Engineering  
Holding (Thailand)Co., Ltd.

  Toyo Business Engineering  
Singapore Pte. Ltd. 
畢恩吉商務信息系統工程（上
海）有限公司

  連結の範囲から除いた理由
 非連結子会社４社は、いずれも
小規模会社であり、合計の総資
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
財務諸表に重要な影響を及ぼして
いないためであります。
 

２ 持分法の適用に関する事
項

(1) 持分法適用の関連会社数 １社
  関連会社の名称
  上海華和得易信息技術発展有限

公司（DealEasy社）
(2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社の名称等
  会社の名称
   (非連結子会社)
  Toyo Business Engineering  

(Thailand)Co., Ltd. 
Toyo Business Engineering  
Holding (Thailand)Co., Ltd.

   
  
 
 

   (関連会社)
  鄭州華和得易信息技術発展有限

公司（鄭州DealEasy社）
  持分法を適用しない理由
     持分法非適用会社３社は、それ

ぞれ当期純損益（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、持分
法の適用範囲から除外しておりま
す。

(1) 持分法適用の関連会社数 １社
  関連会社の名称

同  左
  

(2) 持分法を適用しない非連結子会社
及び関連会社の名称等

  会社の名称
   (非連結子会社)
  Toyo Business Engineering  

(Thailand)Co., Ltd. 
Toyo Business Engineering  
Holding (Thailand)Co., Ltd.

  Toyo Business Engineering  
Singapore Pte. Ltd. 
畢恩吉商務信息系統工程（上
海）有限公司

   (関連会社)
同  左

  
  持分法を適用しない理由
     持分法非適用会社５社は、それ

ぞれ当期純損益（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、持分
法の適用範囲から除外しておりま
す。

     

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項

 連結子会社の決算日は、連結決算日
と一致しております。

同  左
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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
    連結会計年度末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額
は、全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法に
より算定）によっております。

   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。

(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

同  左
     

  
  
  

   時価のないもの
同  左

 ②たな卸資産
   仕掛品は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）によっております。

（会計方針の変更） 
 当連結会計年度より、「棚卸資
産の評価に関する会計基準」（企
業会計基準第９号 平成18年７月
５日公表分）を適用しておりま
す。  
 これによる損益に与える影響は
ありません。

 ②たな卸資産
   仕掛品は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）によっております。

(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）

   定率法によっております。 
 なお、主な耐用年数は以下のと
おりであります。

  建物         ３～18年 
工具、器具及び備品  ３～20年

(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）

同  左

②無形固定資産（リース資産を除
く）

   定額法によっております。
   なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利
用可能期間(主に５年)に基づく定
額法によっております。

   販売目的のソフトウェアについ
ては、見込有効期間(３年)におけ
る見込販売数量に基づく償却額と
販売可能な残存有効期間に基づく
均等配分額を比較し、いずれか大
きい金額を計上しております。

   また、のれんについては、３年
間の定額法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除
く）

同  左
   

 ③リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産

   リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法によって
おります。

 ③リース資産

同  左
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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) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

   債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上することとしております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

同  左

 ②賞与引当金

   従業員に支給すべき賞与の支払

に備えるため、支給見込額に基づ

き計上することとしております。

 ②賞与引当金

同  左

 ③役員賞与引当金

   役員に支給すべき賞与の支払に

備えるため、支給見込額に基づき

計上することとしております。

 ③役員賞与引当金

同  左

   

 ④品質保証引当金

   客先納入後の瑕疵担保等の費用

の支出に備えるため、実績率に基

づき算出した発生見込額を計上す

ることとしております。

   また、品質確保に際し、個別に

見積可能な費用については発生見

込額を見積計上することとしてお

ります。

 ④品質保証引当金

同  左

 ⑤受注損失引当金

   受注案件に係る将来の損失に備

えるため、進行中の案件のうち当

連結会計年度において損失が発生

すると見込まれ、かつ、その金額

を合理的に見積可能なものについ

ては、翌連結会計年度以降の損失

見積額を計上することとしており

ます。

 ⑤受注損失引当金

同  左
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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) 重要な収益及び費用の計上基準

  受注案件に係る収益の計上基準

   当連結会計年度に着手した受注
案件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
認められる案件については工事進
行基準（受注案件の進捗率の見積
りは原価比例法）を、その他の案
件については工事完成基準を適用
しております。

（会計方針の変更） 
 受注案件に係る収益の計上基準
については、従来、工事完成基準
を適用しておりましたが、「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）を当連結会計年度から適用
し、当連結会計年度に着手した受
注案件から、当連結会計年度末ま
での進捗部分について成果の確実
性が認められる案件については工
事進行基準（受注案件の進捗率の
見積りは原価比例法）を、その他
の案件については工事完成基準を
適用しております。

  これにより、売上高は63,455千
円、営業利益、経常利益及び税金
等調整前当期純利益は、それぞれ
14,410千円増加しております。

(4) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

  消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

  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 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

同  左
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(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】

【表示方法の変更】

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)

(連結貸借対照表）

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「仕掛品」に

区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「た

な卸資産」に含まれる「仕掛品」は、740,825千円で

あります。

(連結損益計算書）

前連結会計年度において、「未払配当金戻入益」と

して掲記されていたものは、EDINETへのXBRL導入に伴

い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結

会計年度より「債務勘定整理益」として表示しており

ます。

前連結会計年度において、「印税収入」として掲記

されていたものは、EDINETへのXBRL導入に伴い連結財

務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度

より「受取ロイヤリティー」として表示しておりま

す。

前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めておりました「為替差損」（前連結会計年度

3,218千円）は、金額的重要性が高まったため、当連

結会計年度においては独立掲記しております。

 

    ――――――――――――――――
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資その他の資産 その他
（関係会社株式）

49,560千円

投資その他の資産 その他
（関係会社出資金）

40,802千円

 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

投資その他の資産 その他
（関係会社株式）

52,821千円

投資その他の資産 その他
（関係会社出資金）

76,269千円

※２ 損失が見込まれる受注案件に係るたな卸資産と受

注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示してお

ります。

損失の発生が見込まれる受注案件に係るたな卸

資産のうち、受注損失引当金に対応する金額は、

126,983千円です。

(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 販売費及び一般管理費のうち主要なもの

従業員給料手当 1,043,815千円

賞与引当金繰入額 113,635千円

研究開発費 126,577千円

業務外注費 242,694千円

のれん償却額 16,700千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの

従業員給料手当 1,076,072千円

賞与引当金繰入額 142,231千円

研究開発費 106,699千円

業務外注費 189,987千円

のれん償却額 16,700千円

※２ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる 
研究開発費

126,577千円

※２ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる
研究開発費

106,699千円

 

※３ 固定資産除却損のうち主要なもの

ソフトウェア 21,462千円
 

※３ 固定資産除却損のうち主要なもの

ソフトウェア 11,042千円

 

※４ 会員権評価損に含まれる貸倒引当金繰入額

5,499千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

  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)

  １ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,000,000 ― ― 2,000,000

  ２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 80 ― ― 80
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  該当事項はありません。 
  

 
  

 
（注）１株当たり配当額40円には、記念配当５円を含んでおります。 

  

   

  

 
  

  該当事項はありません。 
  

 
  

  ３ 新株予約権等に関する事項

  ４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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20日 
定時株主総会

普通株式 69,997 35 平成20年３月31日 平成20年６月23日

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

決議 株式の種類 配当の原資
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29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 79,996 40 平成21年３月31日 平成21年６月30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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,000,000 ― ― 2,000,000

  ２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 80 ― ― 80

  ３ 新株予約権等に関する事項

  ４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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29日 
定時株主総会

普通株式 79,996 40 平成21年３月31日 平成21年６月30日

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

決議 株式の種類 配当の原資
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22年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 69,997 35 平成22年３月31日 平成22年６月29日
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(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)

 

※ 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）

現金及び預金勘定 751,600千円

現金及び現金同等物 751,600千円
 

※ 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 625,833千円

現金及び現金同等物 625,833千円
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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、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内容と

しており、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は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、情報システムの企画、開発、運用・保守等、総合的なサービス提供を事業内容と

しており、情報サービス事業単一のため、事業の種類別セグメント情報は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) 

本邦以外の国及び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。 

  

本邦以外の国及び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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

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 海外売上高

25

東洋ビジネスエンジニアリング㈱（4828）　平成22年３月期決算短信



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」（企業会計基準委員会 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

計基準委員会 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影響はありません。 

  

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

  

 
(注) １ 記載金額のうち、取引金額は消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)市場価格、総原価等を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、一般取引先と同様に決定しており
ます。 

(2)建物の賃借料は、他テナントと同等の価格となっております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

東洋エンジニアリング株式会社（東京証券取引所第１部に上場） 

  

(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 
(千円)

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)

親会社
東洋エン
ジニアリ
ング㈱

東京都
千代田
区

18,198,978
総合エン
ジニアリ
ング業

（被所有）
直接 

51.0

システムインテグ
レーションの提供 
役員の兼任

システムイ
ンテグレー
ションの受
託

79,272 売掛金 7,688

システムイ
ンテグレー
ションの委
託

112,504 買掛金 18,493

建物の賃借 86,868 ― ―
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１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

  

 
(注) １ 記載金額のうち、取引金額は消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)市場価格、総原価等を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、一般取引先と同様に決定しており
ます。 

(2)建物の賃借料は、他テナントと同等の価格となっております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

東洋エンジニアリング株式会社（東京証券取引所第１部に上場） 

  

  

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)

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

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)

親会社
東洋エン
ジニアリ
ング㈱

東京都
千代田
区

18,198,978
総合エン
ジニアリ
ング業

（被所有）
直接 

51.0

システムインテグ
レーションの提供 
役員の兼任

システムイ
ンテグレー
ションの受
託

57,632 売掛金 17,102

システムイ
ンテグレー
ションの委
託

13,312 ― ―

建物の賃借 86,868 ― ―
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(税効果会計関係)

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 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(流動)

 賞与引当金 179,648千円

 品質保証引当金 22,411千円

 受注損失引当金 16,576千円

 未払事業税・事業所税 13,686千円

 その他 13,006千円

 繰延税金資産合計(流動) 245,328千円

繰延税金資産(固定)

 固定資産償却限度超過額 8,848千円

 その他 8,853千円

 繰延税金資産合計(固定) 17,702千円

 繰延税金資産合計 263,031千円

 (注) 繰延税金資産の算定に当たり平成21年３月31日

現在の繰延税金資産から控除された金額は、

8,040千円であります。 

 

 

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(流動)

 賞与引当金 212,802千円

 未払事業税・事業所税 14,918千円

 品質保証引当金 14,657千円

 その他 9,585千円

 繰延税金資産合計(流動) 251,964千円

繰延税金資産(固定)

 固定資産償却限度超過額 24,124千円

 その他 5,417千円

 繰延税金資産合計(固定) 29,542千円

 繰延税金資産合計 281,507千円

 (注) 繰延税金資産の算定に当たり平成22年３月31日

現在の繰延税金資産から控除された金額は、

66,231千円であります。 

 

 

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な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.9％

住民税均等割 2.5％

持分法投資利益 △1.1％

その他 △1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.6％

 

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な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 7.0％

住民税均等割 3.8％

受注損失引当金 27.5％

会員権評価損 3.5％

持分法投資利益 △1.0％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 80.6％
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(注) １.１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

   ２.１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。 

 
  

    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） 

該当事項はありません。 

  

  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） 

該当事項はありません。 

  

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業

結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略いたします。 

  

(１株当たり情報)

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株当たり純資産額 1,362円42銭 1,340円88銭

１株当たり当期純利益 75円98銭 18円10銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

潜在株式が存在しないため記載して

おりません。
同  左

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)

純資産の部の合計額 (千円) 2,724,740 2,681,661

普通株式に係る純資産額 (千円) 2,724,740 2,681,661

普通株式の発行済株式数 (株) 2,000,000 2,000,000

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数

(株) 1,999,920 1,999,920

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)

当期純利益 (千円) 151,953 36,207

普通株式に係る当期純利益 (千円) 151,953 36,207

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数 (株) 1,999,920 1,999,920

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、

商品分野別に記載しております。 

  

 
(注) １.金額は売上原価によっております。 

２.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、

商品分野別に記載しております。 

  

5.【生産、受注及び販売の状況】

(1)【生産実績】

商品分野名

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)

金額（千円）
前期比
(％)

金額（千円）
前期比
(％)

他社製品ERP 4,986,127 21.2 3,837,657 △23.0

自社製品ERP 2,652,444 △15.9 1,908,465 △28.0

eビジネス 3,076,227 13.9 1,486,004 △51.7

その他 404,178 △41.1 353,551 △12.5

合計 11,118,977 4.4 7,585,679 △31.8

(2)【受注実績】

商品分野名

前連結会計年度

受注高
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

受注残高 
平成21年３月31日

金額（千円）
前期比
(％)

金額（千円）
前期比
(％)

他社製品ERP 5,529,175 △10.3 1,286,512 △46.9

自社製品ERP 3,788,356 △16.3 1,120,109 4.5

eビジネス 3,454,084 16.8 719,722 25.5

その他 453,929 △33.5 77,532 △10.2

合計 13,225,545 △7.7 3,203,877 △22.9
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(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当社グループの事業は情報サービス事業単一でありますので、事業の種類別セグメント情報に代え、

商品分野別に記載しております。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

商品分野名

当連結会計年度

受注高
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

受注残高 
平成22年３月31日

金額（千円）
前期比
(％)

金額（千円）
前期比
(％)

他社製品ERP 5,332,670 △3.6 1,391,639 8.2

自社製品ERP 3,169,354 △16.3 1,230,698 9.9

eビジネス 1,748,755 △49.4 685,574 △4.7

その他 401,813 △11.5 93,309 20.3

合計 10,652,593 △19.5 3,401,222 6.2

(3)【販売実績】

商品分野名

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)

金額（千円）
前期比
(％)

金額（千円）
前期比
(％)

他社製品ERP 6,666,089 20.7 5,227,544 △21.6

自社製品ERP 3,739,912 △9.0 3,058,764 △18.2

eビジネス 3,308,037 7.6 1,782,902 △46.1

その他 462,738 △39.0 386,036 △16.6

合計 14,176,778 5.2 10,455,248 △26.3
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6.【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 720,263 588,588

受取手形 159,880 25,151

売掛金 2,853,492 2,807,835

仕掛品 440,465 545,123

前渡金 187,092 132,447

前払費用 136,580 125,197

繰延税金資産 221,823 224,324

その他 27,383 39,929

流動資産合計 4,746,982 4,488,598

固定資産

有形固定資産

建物 163,925 165,985

減価償却累計額 △77,535 △92,017

建物（純額） 86,390 73,968

工具、器具及び備品 327,391 313,394

減価償却累計額 △214,678 △226,767

工具、器具及び備品（純額） 112,712 86,627

リース資産 23,706 23,706

減価償却累計額 △17,288 △21,375

リース資産（純額） 6,418 2,331

有形固定資産合計 205,521 162,926

無形固定資産

商標権 5,130 3,750

ソフトウエア 1,184,853 1,657,105

のれん 17,991 1,291

その他 20,874 0

無形固定資産合計 1,228,850 1,662,148

投資その他の資産

投資有価証券 1,754 11,754

関係会社株式 99,560 102,821

関係会社出資金 25,000 55,000

長期前払費用 62 127

繰延税金資産 10,061 21,063

敷金 255,303 231,819

その他 － 10,403

貸倒引当金 － △5,499

投資その他の資産合計 391,741 427,489

固定資産合計 1,826,112 2,252,564

資産合計 6,573,095 6,741,162
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(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)

負債の部

流動負債

買掛金 724,346 873,397

短期借入金 1,700,000 1,700,000

リース債務 4,086 1,481

未払金 170,054 164,934

未払費用 365,736 330,941

未払法人税等 91,278 115,671

前受金 379,900 348,899

預り金 25,161 23,165

賞与引当金 392,270 465,773

品質保証引当金 55,344 36,195

受注損失引当金 40,934 126,983

その他 85 85

流動負債合計 3,949,199 4,187,529

固定負債

リース債務 2,331 850

固定負債合計 2,331 850

負債合計 3,951,531 4,188,379

純資産の部

株主資本

資本金 697,600 697,600

資本剰余金

資本準備金 426,200 426,200

資本剰余金合計 426,200 426,200

利益剰余金

利益準備金 8,100 8,100

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,489,766 1,420,984

利益剰余金合計 1,497,866 1,429,084

自己株式 △101 △101

株主資本合計 2,621,564 2,552,782

純資産合計 2,621,564 2,552,782

負債純資産合計 6,573,095 6,741,162
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(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 13,963,734 10,231,704

売上原価 11,210,961 7,606,382

売上総利益 2,752,773 2,625,322

販売費及び一般管理費 2,480,543 2,409,438

営業利益 272,229 215,884

営業外収益

受取利息 723 52

受取配当金 2,152 －

債務勘定整理益 251 313

受取ロイヤリティー 184 －

法人税等還付加算金 1,768 －

固定資産受贈益 878 －

その他 1,010 138

営業外収益合計 6,968 505

営業外費用

支払利息 35,532 24,778

為替差損 12,819 4,406

支払補償費 － 4,000

その他 19 4,101

営業外費用合計 48,370 37,286

経常利益 230,827 179,103

特別利益

投資有価証券売却益 921 －

特別利益合計 921 －

特別損失

固定資産除却損 21,810 13,263

会員権評価損 － 15,971

特別損失合計 21,810 29,234

税引前当期純利益 209,938 149,869

法人税、住民税及び事業税 104,426 152,156

法人税等調整額 5,462 △13,502

法人税等合計 109,888 138,653

当期純利益 100,049 11,215

34

東洋ビジネスエンジニアリング㈱（4828）　平成22年３月期決算短信



(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 697,600 697,600

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 697,600 697,600

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 426,200 426,200

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 426,200 426,200

資本剰余金合計

前期末残高 426,200 426,200

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 426,200 426,200

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 8,100 8,100

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,100 8,100

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 1,459,713 1,489,766

当期変動額

剰余金の配当 △69,997 △79,996

当期純利益 100,049 11,215

当期変動額合計 30,052 △68,781

当期末残高 1,489,766 1,420,984

利益剰余金合計

前期末残高 1,467,813 1,497,866

当期変動額

剰余金の配当 △69,997 △79,996

当期純利益 100,049 11,215

当期変動額合計 30,052 △68,781

当期末残高 1,497,866 1,429,084

自己株式

前期末残高 △101 △101

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △101 △101
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(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)

株主資本合計

前期末残高 2,591,511 2,621,564

当期変動額

剰余金の配当 △69,997 △79,996

当期純利益 100,049 11,215

当期変動額合計 30,052 △68,781

当期末残高 2,621,564 2,552,782

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △1,427 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,427 －

当期変動額合計 1,427 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △1,427 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

1,427 －

当期変動額合計 1,427 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 2,590,084 2,621,564

当期変動額

剰余金の配当 △69,997 △79,996

当期純利益 100,049 11,215

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,427 －

当期変動額合計 31,479 △68,781

当期末残高 2,621,564 2,552,782
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該当事項はありません。 

  

個別財務諸表の重要な会計方針、重要な会計方針の変更、個別財務諸表に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(開示の省略)
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7. その他 
１．取締役の異動 
 
(1)新任取締役候補 

取締役 羽田 雅一 ［現 プロダクト事業本部長］ 
 

(2)退任予定取締役 

千田 峰雄 ［現 取締役会長］ 

なお、千田峰雄氏は当社顧問に就任予定であります。 

 

２．監査役の異動 
 
(1)新任監査役候補 

社外監査役（非常勤）井上 洋 ［現 東洋エンジニアリング株式会社  

経理・財務本部 財務部長］ 

(2)辞任予定監査役 

佐竹 徹也 ［現 社外監査役（非常勤）］ 

 
３．異動予定日 

平成 22 年 6 月 28 日 
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