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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 2,673 △11.1 10 △57.4 20 △14.8 △148 ―

21年3月期 3,005 8.9 24 ― 24 ― 16 ―

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 △962.54 ― △10.1 0.7 0.4
21年3月期 108.39 ― 1.1 0.9 0.8

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

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 2,893 1,411 48.4 9,099.29
21年3月期 2,858 1,553 53.9 10,023.72

（参考） 自己資本   22年3月期  1,399百万円 21年3月期  1,541百万円

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 △85 △144 171 910
21年3月期 312 △137 57 970

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
純資産配当

率第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 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 250.00 250.00 38.4

3.  23年3月期の業績予想（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）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

1,200 15.9 △90 ― △90 ― △90 ― △585.18

通期 3,300 23.4 100 875.4 100 386.0 100 ― 650.20



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、34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 無

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 156,800株 21年3月期 156,800株

② 期末自己株式数 22年3月期  3,000株 21年3月期  3,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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



(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当事業年度におけるわが国経済は、アジア諸国を中心とした海外市場経済の改善などを背景に、輸出や生産の回

復が続き、持ち直しの動きが見られるものの、景況の先行き不透明感から企業の投資意欲は低迷し、本格的な景気

回復には至りませんでした。しかしながら一方では、大手製造業を中心に、中長期的な事業展開、企業成長に向け

たコストの削減対策や競争力強化等、戦略的なIT設備投資が比較的堅調に推移しました。 

 このような経営環境の下、当社では、当期は新３ヵ年中期経営計画の２年目「飛躍への準備」にあたり、社員全

員による現場主義で顧客第一を着実に実行し、顧客の視点に立ち、顧客へ新たな価値創造を提供するビジネスによ

り一層フォーカスした営業活動の推進に努め、コアビジネスとしてのサービスビジネスを確立し、独自のサービス

で差別化を図ることで、サービスの拡大と収益力の強化およびグローバル展開を含めた更なる成長を実現する事業

構造の改革に取り組んでまいりました。 

 当事業年度の事業部門別の概要は以下の通りです。 

（プロダクトセールス事業（通信事業者/サービスプロバイダ部門）） 

 当事業の通信事業者/サービスプロバイダ部門では、東京証券取引所の次世代株式売買システムの稼動に伴う、国

内および外資系証券会社のネットワークサービスマネジメント構築案件や、移動体通信事業者の次世代移動体高速

通信サービス構築案件に、アプリケーションパフォーマンスマネジメント商品が採用されたことで好調に推移しま

した。しかし、新規商品の仮想化環境での障害分析ツールは、大手製造メーカの基幹業務システム向けや、日本ユ

ニシスのICT次世代データセンタ向けへ納入が開始されたものの、市場での仮想化環境の本格稼働が来期以降のた

め、本格導入は来期となりました。また、ブロードバンドサービス加入者向けクライアントソフトウェア商品は、

大手通信事業者では市場の一巡化による販売の減少に加え、電力系ブロードバンドサービスプロバイダ各社からの

受注が予想を下回ったことから、当部門の売上は大幅に減少しました。その結果、売上高は562百万円（前年同期

1,025百万円、前年同期比45.2％減）となりました。 

（プロダクトセールス事業（エンタープライズネットワーク部門）） 

 当事業のエンタープライズネットワーク部門では、製造業を中心に一般企業のIT投資抑制の影響は依然として続

いていますが、企業経営におけるコスト削減対策や、戦略的なIT投資により、ビデオ会議システム構築案件の受注

は予想を上回りました。また、IPアドレスマネジメント商品や、不正侵入防御セキュリティ商品を採用したネット

ワーク構築案件の受注が堅調に推移したことから、当部門の売上は増加しました。その結果、売上高は705百万円

（前年同期436百万円、前年同期比61.5％増）となりました。 

（インテグレーションサービス事業） 

 当事業では、大手通信事業者による次世代移動体通信サービス（WiMAX,Femtocell）構築プロジェクトの前期から

の継続案件や、地域WiMAX構築案件、仮想移動体通信事業者サービス構築案件のAAA認証サーバ商品およびカスタマ

イズド・ネットワーク・サービスの受注は概ね堅調に推移しました。 

 しかし、ビデオ会議システムを採用した大手製造メーカの大規模ネットワーク構築案件の受注を獲得したもの

の、製造業を中心に一般企業のIT投資抑制の影響を受け、その他プロジェクト案件が減少したことから、当事業の

売上は減少しました。その結果、売上高は368百万円（前年同期494百万円、前年同期比25.5％減）となりました。 

（サポート&サービス事業） 

 当事業では、保守事業の改善として、保守メニューの見直し、業務の一部内製化による業務委託の削減により、

顧客満足度の向上と業務の効率化を図ってきました。しかし、既存顧客の保守契約更新率の向上を図るものの、市

場での価格競争の激化、IT投資抑制の影響による受注案件の小型化、新規受注の減少により、新規保守契約は低調

に推移したことから、当事業の売上は若干減少しました。その結果、売上高は1,037百万円（前年同期1,048百万

円、前年同期比1.1％減）となりました。 

 以上の結果、当事業年度の売上高は2,673百万円（前年同期3,005百万円、前年同期比11.1％減）となりました。

利益面におきましては、営業利益は10百万円（前年同期は24百万円、前年同期比57.4％減）、経常利益20百万円

（前年同期は24百万円、前年同期比14.8％減）となりました。また、海外ITベンチャー企業の投資有価証券評価損

106百万円及びコンタクトセンタ向けSaaS商品の販売事業の中止に伴う商品廃棄損59百万円を特別損失に計上した結

果、当期純損失は148百万円（前年同期は当期純利益16百万円）となりました。 

  

②次期の見通し 

 今後の経営環境については、海外市場の景気回復の影響で国内景気の持ち直しが期待される中、未だ景気の先行

き不透明感があり、企業の投資意欲は低迷し、急激な景気の回復は厳しい状況にあると予想されます。しかしなが

ら一方では、大手製造業を中心に、中長期的な事業展開、企業成長に向けたコストの削減対策や競争力強化等、戦

略的なIT設備投資が比較的堅調に推移しております。 

 このような経営環境の中、当社では、サービスの拡大と収益力の強化およびグローバル展開を含めた更なる成長

１．経営成績



を実現する新３ヵ年中期経営計画として、事業構造の改革に取り組んでまいりました。 

 １年目は、赤字経営からの脱却を目指し、黒字化を達成しました。２年目は、コアビジネスとしてのサービスビ

ジネスを確立し、独自のサービスで差別化を図ってきました。次期は新３ヵ年中期経営計画の３年目「ブレイクス

ルー」にあたり、当社の重点ターゲット分野である「仮想化」「グリーンIT」「ワークスタイル」「モバイル＆ワ

イヤレス」の４分野に注力することで、経営リソースを集中するとともに、２年目に確立をしたサービスビジネス

モデルの販売強化に努めてまいります。 

  

・仮想化（クラウド・コンピューティング） 

既存商品：eGInnovations社仮想環境での障害分析ツール商品 

Infoblox社IPアドレスマネジメント商品 

TippingPoint Technologies社不正侵入防御セキュリティ商品 

  

・グリーンIT（データセンタ） 

新規商品：Visual Network Design社Rackwise商品 

  

・ワークスタイル（ビジュアルコミュニケーション） 

既存商品：Tandberg社ビデオ会議システム 

新規商品：Vidyo社テレビ会議システム 

  

・モバイル＆ワイヤレス（ポリシーマネジメント／パフォーマンスマネジメント） 

既存商品：Anagran社フローコントロール商品 

Sagemcom社PPPoEクライアント・マネージャ商品 

Juniper Networks社AAA認証サーバ商品 

NetScout社アプリケーションパフォーマンスマネジメント商品 

新規商品：RAZOOM社フロー帯域制御ソフトウェア商品 

  

 また、具体的な取り組みとしては、①マーケティングとセールスの連携による効果的な販売活動の強化、②販売

チャネルパートナとのビジネスモデルの強化、③注力する事業セグメントへの経営リソースの投入（移動体通信事

業者：ポリシーマネジメント、外資系金融機関：パフォーマンスマネジメント、大手エンタープライズ：ビジュア

ルコミュニケーション）を実行することにより、顧客の視点に立ち、より一層顧客への価値提案にフォーカスした

営業活動を推進することで、第２の成長に向けた経営基盤の強化を目指し、事業構造の改革を更に加速してまいり

ます。 

 以上により、平成23年3月期の当社の業績見通しにつきましては、売上高3,300百万円、営業利益100百万円、経常

利益100百万円、当期純利益100百万円を見込んでおります。 



  

  (2) 財政状態 

①当事業年度末の資産、負債、純資産の状況 

（流動資産） 

 当事業年度末における流動資産の残高は、2,531百万円（前事業年度末は2,324百万円）となり206百万円増加いた

しました。 

 現金及び預金の増加（1,305百万円から1,464百万円へ158百万円増加）、売上債権の増加（565百万円から785百万

円へ220百万円増加）、商品、仕掛品の減少（177百万円から25百万円へ152百万円減少）等が主な要因であります。

（固定資産） 

 当事業年度末における固定資産の残高は、361百万円（前事業年度末は533百万円）となり171百万円減少いたしま

した。 

 投資有価証券の減少（142百万円から57百万円へ84百万円減少）、長期性預金の振替による減少100百万円等が主

な要因であります。 

（流動負債） 

 当事業年度末における流動負債の残高は、1,455百万円（前事業年度末は1,271百万円）となり183百万円増加いた

しました。 

 買掛金の増加（263百万円から340百万円へ77百万円増加）、短期借入金の増加（500百万円から680百万円へ180百

万円増加）、前受金の減少（382百万円から350百万円へ32百万円減少）等が主な要因であります。 

（固定負債） 

 当事業年度末における固定負債の残高は、26百万円（前事業年度末は32百万円）となり６百万円減少いたしまし

た。 

 リース債務の減少（28百万円から23百万円へ５百万円減少）が主な要因であります。  

（純資産） 

 当事業年度末における純資産の残高は、1,411百万円（前事業年度末は1,553百万円）となり142百万円減少いたし

ました。 

 当期純損失148百万円を計上したことが主な要因であります。 

②当事業年度のキャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ59百万円減少し、910

百万円となっております。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果支出した資金は85百万円（前事業年度は312百万円の収入）となりました。これは税引前当期純損

失144百万円を計上し、売上債権が大型案件の計上等により220百万円増加、仕入債務が前述の大型案件の計上等に

より77百万円増加等、たな卸資産が廃棄等により132百万円減少、投資有価証券の評価損106百万円等があったため

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は144百万円（前事業年度は137百万円）となりました。これは、定期預金の預入

（純額）118百万円、有形固定資産の取得12百万円等があったためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は171百万円（前事業年度は57百万円）となりました。これは短期借入金の純増加額

180百万円等があったためであります。 



 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

※各指標は、いずれも財務数値により算出しております。 

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

※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

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

※平成18年３月期、平成19年３月期、平成20年３月期および平成22年３月期は、営業活動によるキャッシュ・フロー

がマイナスであるため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載してお

りません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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

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

 当期の配当につきましては、未だ回復途上でありますので今期は無配とさせていただきます。なお、次期の配当に

つきましては、一層の経営効率化により業績の更なる回復を図り、上記の基本方針に基づき１株当たり250円の配当

を予定しております。 

(4）事業等のリスク 

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

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

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

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

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

れる必要があると考えております。なお、本文における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断

したものであります。 

① 特定の取引先等について 

ⅰ 販売先への依存度 

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

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

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

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

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

ⅱ 仕入先への依存度 

 当社では、多岐にわたるユーザのニーズに応えるべく、特定メーカーに依存しないマルチベンダ環境を提供する

方針をとっております。現在、当社の販売においては、米国Juniper Networks社商品への依存度が高く、過去２事

業年度の売上高に占める割合は次の通りであります。当社は同社との間でパートナーとして取引契約を締結してお

りますが、将来において何らかの事情により取引が継続できなくなった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％）  65.7  41.8  56.3  53.9  48.4

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 528.0  137.5  56.9  34.7  44.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
 －  －  －  1.6  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 －  －  －  46.5  －

  平成21年３月期 平成22年３月期 

 同社商品の売上高     百万円（ ％）  512 26.2        百万円（ ％）  303 18.6



ⅲ 海外仕入先の経営内容 

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

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

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

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

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

す可能性があります。 

  ② 技術革新および商品供給について 

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

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

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

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

い等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ③ 売上高の季節変動について 

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

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

ります。 

  ④ 競合について 

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

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

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

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

ります。 

  ⑤ 技術者の確保について 

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

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

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

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

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

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

場合、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

  ⑥ 為替変動の影響について 

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

して購入しており、仕入総額に対する輸入仕入の割合は、平成21年３月期においては57.8％、平成22年３月期にお

いては56.6％となっております。為替変動に備える方策等を講ずることにより、リスクの軽減に努めております

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

ります。 

  



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

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

す。 

  

２．企業集団の状況

事業名 事業の内容 

プロダクトセールス事業 

通信事業者/サービスプロ

バイダ部門  

サービスプロバイダのブロードバンド、WiMaxなど

の要求に対し、サブスクライバー管理、ポリシー

コントロール、ネットワークマネジメントなど高

度なソリューションを提供する事業。 

エンタープライズ部門 

主として企業や官公庁に対し、DHCP/DNS/RADIUS

などのネットワークサービスを中心としたソリュ

ーションを提供する事業。 

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

の構築サービスを提供する事業。 

サポート＆サービス事業 

当社が納入したネットワークおよび付帯機器の保

守を行うと共に、ネットワークの増強・機能拡

張・更新等についてプロフェッショナルサービス

を提供する事業。 



(1）会社の経営の基本方針 

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

国内大手企業向けに当該製品をコアとしたソリューションを提供してきました。 

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

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

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

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

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

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

別化製品＆ソリューションの提供を行ってきました。 

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

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

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

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

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

す。 

  

(2）目標とする経営指標 

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

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 企業および主要通信事業会社のグローバル化に伴い、ネットワークの高速化とサービスの高度化が進展する中で、

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

し、サービスビジネスモデルを確立することで、サービスの拡大と収益力の強化および、グローバル展開を含めた更

なる成長を実現する新３ヵ年中期経営計画として、事業構造の改革に取り組んでおります。具体的には、 

①サービスビジネスモデルを確立する。 

②チャネルビジネスを確立する。 

③セールスプロセスの一部アウトソース化と、事務処理の電子化を図る。 

④先進的なワークスタイルを活用する。 

⑤グローバルなビジネス展開を視野に入れた成長戦略を確立します。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社は、平成22年度方針として、社員一人ひとりが自覚と責任を明確にすることで、更なるサービスの拡大と収益

力の強化を徹底するために、以下を取り組みます。 

①マーケティングとセールスの連携による効果的な販売活動の強化。 

②販売チャネルを活用するビジネスモデルへの移行。 

③注力する事業セグメントへの人材リソースの投入。 

＊移動体通信事業者：ポリシーマネジメント 

＊外資系金融機関：パフォーマンスマネジメント 

＊大手エンタープライズ：ビジュアルコミュニケーション 

 また、当社の重点ターゲット分野である「仮想化」「グリーンIT」「ワークスタイル」「モバイル＆ワイヤレス」

の４分野に注力することで、経営リソースを集中するとともに、新３ヵ年中期経営計画の２年目に確立をしたサービ

スビジネスモデルの販売活動を強化してまいります。 

 当社は、顧客の視点に立ち、より一層顧客への価値提案にフォーカスした営業活動を推進することで、第２の成長

に向けた経営基盤の強化を目指し、事業構造の改革を更に加速してまいります。 

  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

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

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

す。 

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

役会を開催し、機動的かつ迅速な意思決定を行っております。 

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

３．経営方針



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

行を十分監視できる体制をとっております。 

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

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

の改善、内部統制の強化に寄与しております。 

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

ンス体制についても確認を行い、処理の適正化に努めております。 

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

おります。 

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

はありません。 

コーポレート・ガバナンスと内部管理体制 

 

  



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成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 1,305,321 1,464,061

受取手形 5,791 19,529

売掛金 559,844 766,465

有価証券 13,579 －

商品 176,664 22,625

仕掛品 899 2,578

前渡金 211,730 224,512

前払費用 21,835 19,650

未収入金 29,419 －

その他 1,526 14,356

貸倒引当金 △1,826 △2,257

流動資産合計 2,324,786 2,531,521

固定資産   

有形固定資産   

建物 27,183 27,183

減価償却累計額 △12,689 △14,776

建物（純額） 14,493 12,406

車両運搬具 － 4,458

減価償却累計額 － △3,713

車両運搬具（純額） － 744

工具、器具及び備品 97,346 123,909

減価償却累計額 △49,643 △70,326

工具、器具及び備品（純額） 47,702 53,583

リース資産 27,302 27,302

減価償却累計額 △3,871 △9,337

リース資産（純額） 23,430 17,965

有形固定資産合計 85,627 84,699

無形固定資産   

ソフトウエア 5,839 10,115

電話加入権 1,282 1,282

リース資産 13,661 14,399

無形固定資産合計 20,783 25,796

投資その他の資産   

投資有価証券 142,473 57,600

従業員に対する長期貸付金 100 －

長期預金 100,000 －

敷金及び保証金 50,907 56,952

会員権 95,709 95,709

保険積立金 38,207 41,191

投資その他の資産合計 427,397 251,453

固定資産合計 533,808 361,949

資産合計 2,858,595 2,893,471



（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 263,090 340,918

短期借入金 500,000 680,200

リース債務 8,747 10,547

未払金 30,249 34,667

未払費用 11,687 10,757

未払法人税等 7,203 6,862

未払消費税等 30,611 －

前受金 382,161 350,153

預り金 2,559 2,624

賞与引当金 35,641 19,107

流動負債合計 1,271,953 1,455,837

固定負債   

リース債務 28,928 23,078

繰延税金負債 3,900 3,321

固定負債合計 32,829 26,399

負債合計 1,304,782 1,482,237

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,182,604 1,182,604

資本剰余金   

その他資本剰余金 630,370 630,370

資本剰余金合計 630,370 630,370

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 16,670 △131,367

利益剰余金合計 16,670 △131,367

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 1,549,008 1,400,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,359 △1,499

評価・換算差額等合計 △7,359 △1,499

新株予約権 12,164 11,763

純資産合計 1,553,812 1,411,233

負債純資産合計 2,858,595 2,893,471



（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   

商品及び製品売上高 1,957,199 1,636,175

保守売上高 1,048,268 1,037,151

売上高合計 3,005,468 2,673,326

売上原価   

商品及び製品売上原価 1,285,724 ※1  1,045,058

保守売上原価 721,665 674,607

売上原価合計 2,007,389 1,719,665

売上総利益 998,078 953,661

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 10,332 3,449

役員報酬 67,203 82,421

給料及び手当 334,101 335,896

賞与 37,950 29,374

賞与引当金繰入額 24,397 12,642

法定福利費 52,689 52,630

福利厚生費 18,666 22,983

交際費 14,151 11,949

地代家賃 50,587 52,442

運賃 3,783 7,195

賃借料 56,132 38,992

消耗品費 7,628 4,851

通信費 12,465 13,896

旅費及び交通費 36,220 34,725

水道光熱費 6,877 8,063

支払手数料 138,226 145,890

研修費 8,748 7,550

減価償却費 24,869 27,448

租税公課 12,110 11,227

貸倒引当金繰入額 － 431

その他 56,860 39,345

販売費及び一般管理費合計 974,003 943,409

営業利益 24,074 10,251



（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) 

営業外収益   

受取利息 1,810 1,633

有価証券利息 75 －

受取配当金 730 1,932

為替差益 14,322 13,039

受取保険金 － 2,360

その他 1,629 1,462

営業外収益合計 18,568 20,427

営業外費用   

支払利息 6,898 9,493

デリバティブ評価損 11,608 －

その他 0 609

営業外費用合計 18,506 10,103

経常利益 24,137 20,576

特別利益   

固定資産売却益 ※2  1,073 ※2  1,122

貸倒引当金戻入額 257 －

新株予約権戻入益 1,220 400

受取和解金 4,870 －

特別利益合計 7,421 1,522

特別損失   

投資有価証券評価損 9,063 106,640

商品廃棄損 － ※4  59,716

固定資産除却損 ※3  2,044 －

特別損失合計 11,108 166,356

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 20,450 △144,258

法人税、住民税及び事業税 3,780 3,780

法人税等合計 3,780 3,780

当期純利益又は当期純損失（△） 16,670 △148,038



商品及び製品売上原価 

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

（原価計算の方法） 

 当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。 

売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成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 労務費    139,189  45.4  95,433  46.0

Ⅱ 経費 ※１  167,660  54.6  112,008  54.0

当期総製造費用    306,849  100.0  207,441  100.0

期首仕掛品たな卸高    5,071        899      

計    311,920        208,341      

期末仕掛品たな卸高    899        2,578      

差引計    311,021        205,762      

期首商品たな卸高    281,518        176,664      

当期商品仕入高    875,308        764,445      

ソフトウェア償却費    229        －      

計    1,468,078        1,146,872      

期末商品たな卸高    176,664        22,625      

他勘定振替高 ※２  5,689        79,188      

商品及び製品売上原価    1,285,724        1,045,058      

項目 前事業年度 当事業年度 

外注費（千円）  120,978  79,750

賃借料（千円）  15,253  8,058

旅費交通費（千円）  5,500  4,120

リース料（千円）  6,233  6,155

項目 前事業年度 当事業年度 

商品廃棄損（千円) －  59,716

工具器具備品（千円)  5,689  19,472



保守売上原価 

※ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

（原価計算の方法） 

 当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。 

    
前事業年度

（自 平成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 労務費    72,765  10.1  74,462  11.0

Ⅱ 経費 ※  648,900  89.9  600,145  89.0

保守売上原価    721,665  100.0  674,607  100.0

項目 前事業年度 当事業年度 

保守外注費（千円）  550,825  538,781

リース料（千円）  53,773  34,967



（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 1,182,604 1,182,604

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,182,604 1,182,604

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 929,039 －

当期変動額   

資本準備金の取崩 △929,039 －

当期変動額合計 △929,039 －

当期末残高 － －

その他資本剰余金   

前期末残高 300,000 630,370

当期変動額   

欠損填補 △598,669 －

資本準備金の取崩 929,039 －

当期変動額合計 330,370 －

当期末残高 630,370 630,370

資本剰余金合計   

前期末残高 1,229,039 630,370

当期変動額   

欠損填補 △598,669 －

当期変動額合計 △598,669 －

当期末残高 630,370 630,370

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 10,000 －

当期変動額   

利益準備金の取崩 △10,000 －

当期変動額合計 △10,000 －

当期末残高 － －

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 130,000 －

当期変動額   

別途積立金の取崩 △130,000 －

当期変動額合計 △130,000 －

当期末残高 － －



（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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △738,669 16,670

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 16,670 △148,038

欠損填補 738,669 －

当期変動額合計 755,339 △148,038

当期末残高 16,670 △131,367

利益剰余金合計   

前期末残高 △598,669 16,670

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 16,670 △148,038

欠損填補 598,669 －

当期変動額合計 615,339 △148,038

当期末残高 16,670 △131,367

自己株式   

前期末残高 △280,637 △280,637

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △280,637 △280,637

株主資本合計   

前期末残高 1,532,337 1,549,008

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 16,670 △148,038

当期変動額合計 16,670 △148,038

当期末残高 1,549,008 1,400,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △3,754 △7,359

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,605 5,859

当期変動額合計 △3,605 5,859

当期末残高 △7,359 △1,499

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △3,754 △7,359

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,605 5,859

当期変動額合計 △3,605 5,859

当期末残高 △7,359 △1,499



（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) 

新株予約権   

前期末残高 10,996 12,164

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,168 △400

当期変動額合計 1,168 △400

当期末残高 12,164 11,763

純資産合計   

前期末残高 1,539,579 1,553,812

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 16,670 △148,038

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,437 5,459

当期変動額合計 14,233 △142,579

当期末残高 1,553,812 1,411,233



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 20,450 △144,258

減価償却費 37,206 41,343

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,105 △16,534

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,586 431

受取利息及び受取配当金 △2,616 △3,565

支払利息 6,898 9,493

投資有価証券評価損益（△は益） 9,063 106,640

デリバティブ評価損益（△は益） 11,608 －

売上債権の増減額（△は増加） 130,511 △220,359

たな卸資産の増減額（△は増加） 103,336 132,887

仕入債務の増減額（△は減少） △31,555 77,827

その他 85,371 △59,159

小計 320,582 △75,253

利息及び配当金の受取額 2,415 3,903

利息の支払額 △6,737 △9,742

法人税等の支払額 △4,168 △4,308

法人税等の還付額 895 388

営業活動によるキャッシュ・フロー 312,988 △85,013

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 △354,423 △472,808

定期預金の払戻による収入 247,089 354,432

有形固定資産の取得による支出 △30,598 △12,552

有形固定資産の売却による収入 － 5,924

無形固定資産の取得による支出 △1,030 △7,929

投資有価証券の取得による支出 △14,695 △2,907

敷金及び保証金の差入による支出 － △7,676

敷金及び保証金の回収による収入 19,262 1,631

その他 △3,323 △2,643

投資活動によるキャッシュ・フロー △137,718 △144,529

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） 64,900 180,200

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △6,793 △8,813

配当金の支払額 △527 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 57,579 171,386

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △1,481

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 232,849 △59,636

現金及び現金同等物の期首残高 737,605 970,454

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  970,454 ※1  910,817



 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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

同左 

  時価のないもの  

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

  

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）を採用して

おります。 

(1）商品 

同左 

  (2）仕掛品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しており

ます。 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日公表分）を適用しておりま

す。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響はありませ

ん。  

(2）仕掛品 

同左 

  

  

  

―― 

４．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。 

建物      15年 

工具器具備品  ４～10年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

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。 

 なお、市場販売目的のソフトウェアに

ついては、販売可能な有効期間（３年以

内）に基づく定額法、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 



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） 

  (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 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。 

―― 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理によってお

ります。ただし、特例処理の要件を満た

す金利スワップについては特例処理を、

振当処理の要件を満たす為替予約につい

ては振当処理を採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

 為替予約が付されている外貨建金銭債

権債務等については、振当処理を行って

おります。なお、当期末における為替予

約の残高はありません。  

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・為替予約取引 

金利スワップ取引 

ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務 

借入金利息 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・為替予約取引 

  

ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務  

  (3）ヘッジ方針 

 当社の内部規定に基づき、営業活動及

び財務活動における為替変動リスク及び

金利変動リスクをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針 

 当社の内部規定に基づき、営業活動及

び財務活動における為替変動リスクをヘ

ッジしております。 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。

ただし、金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているので決算日に

おける有効性の評価を省略しておりま

す。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較し、両者の変

動額等を基礎にして判断しております。



  

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） 

７．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 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

同左 



  

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成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） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

―― 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成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） 

（貸借対照表） 

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「未収入金」は、当期において、資産の総額の100

分の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「未収入金」は3,250千円であります。 

（貸借対照表） 

 前期まで区分掲記しておりました「未収入金」（当期

末残高13,060千円）は資産の総額の100分の１以下となっ

たため、流動資産の「その他」に含めて表示することに

しました。  



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）上記の新株予約権は権利行使可能なものであります。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

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） 

該当事項はありません。 同左 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成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 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性低下

による簿価切下額 

売上原価 千円 20,503

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

工具器具備品 1,073千円 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

工具器具備品 千円 1,122

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 2,044千円 

―― 

       

―― ※４ 商品廃棄損は、コンタクトセンタ向け製品の販売事

業の中止に伴う廃棄損であります。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  156,800  ―  ―  156,800

合計  156,800  ―  ―  156,800

自己株式         

普通株式  3,000  ―  ―  3,000

合計  3,000  ―  ―  3,000

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当事業年度末

残高 
（千円） 前事業年度末

当事業年度
増加  

当事業年度 
減少  当事業年度末 

 提出会社 
 ストック・オプションとしての 

新株予約権 
― ― ― ― ―  12,164

 合計 ― ― ― ― ―  12,164



当事業年度（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．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）上記の新株予約権は権利行使可能なものであります。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  156,800  ―  ―  156,800

合計  156,800  ―  ―  156,800

自己株式         

普通株式  3,000  ―  ―  3,000

合計  3,000  ―  ―  3,000

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当事業年度末

残高 
（千円） 前事業年度末

当事業年度
増加  

当事業年度 
減少  当事業年度末 

 提出会社 
 ストック・オプションとしての 

新株予約権 
―  ―  ―  ―  ―  11,763

 合計 ―  ―  ―  ―  ―  11,763

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定  1,305,321

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △334,867

現金及び現金同等物  970,454

  （千円）

現金及び預金勘定  1,464,061

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △553,243

現金及び現金同等物  910,817

※２ 重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取

引に係る資産及び債務の額は、それぞれ44,469千円であ

ります。 

※２ 重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取

引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 千円であ

ります。 

4,761



（リース取引関係）

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．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

(ア）有形固定資産 

 保守機材等（工具器具備品）であります。 

(イ）無形固定資産 

 ソフトウェアであります。 

② リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

  

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

であります。 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置  34,377  28,047  6,329

工具器具備品  144,612  90,822  53,789

ソフトウェア  57,712  29,572  28,140

合計  236,702  148,442  88,259

１年内 52,145千円

１年超 39,504千円

合計 91,650千円

支払リース料 73,630千円

減価償却費相当額 68,863千円

支払利息相当額 4,472千円

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

(ア）有形固定資産 

 保守機材等（工具器具備品）であります。 

(イ）無形固定資産 

 ソフトウェアであります。 

② リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

  

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

であります。 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置  5,345  3,860  1,484

工具器具備品  82,303  63,289  19,014

ソフトウェア  57,712  41,114  16,597

合計  145,360  108,264  37,096

１年内 千円28,381

１年超 千円10,560

合計 千円38,941

支払リース料 千円53,671

減価償却費相当額 千円50,098

支払利息相当額 千円2,129



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）  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）表中の「取得価額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお9,063千円の減損処理を行っております。 

  

２．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

  

３．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 

（金融商品関係）

（有価証券関係）

  種類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(1）株式 19,974  29,557 9,582

(2）債券                

① 国債・地方債等 ―  ― ―

② 社債 ―  ― ―

③ その他 ―  ― ―

(3）その他 ―  ― ―

小計 19,974  29,557 9,582

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(1）株式 35,804  27,645 △8,158

(2）債券                

① 国債・地方債等 ―  ― ―

② 社債 ―  ― ―

③ その他 ―  ― ―

(3）その他 ―  ― ―

小計 35,804  27,645 △8,158

合計 55,779  57,203 1,424

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  85,270

社債  13,579

種類 
１年以内 

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

５年超10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

１．債券                     

(1）国債・地方債等 ― ―  ― ―

(2）社債 13,579 ―  ― ―

(3）その他 ― ―  ― ―

２．その他 ― ―  ― ―

合計 13,579 ―  ― ―



当事業年度（平成22年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．減損処理を行った有価証券  

 当事業年度において、時価のない有価証券について106,640千円の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50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行ってお

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。 

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。 

  種類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(1）株式 27,948  37,620 9,672

(2）債券                

① 国債・地方債等 ―  ― ―

② 社債 ―  ― ―

③ その他 ―  ― ―

(3）その他 ―  ― ―

小計 27,948  37,620 9,672

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(1）株式 27,831  19,980 △7,851

(2）債券                

① 国債・地方債等 ―  ― ―

② 社債 ―  ― ―

③ その他 ―  ― ―

(3）その他 ―  ― ―

小計 27,831  19,980 △7,851

合計 55,779  57,600 1,821

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

２．ストックオプションの権利不行使による失効により利益として計上した金額 

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

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

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

（ストック・オプション等関係）

売上原価 529千円 

販売費及び一般管理費 1,859千円  

新株予約権戻入益 1,220千円 

  
平成18年

ストック・オプション 
平成19年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役 ３名 

当社監査役 １名 

当社従業員 109名 

当社従業員 133名   

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

付与日 平成18年４月24日 平成19年６月６日   

権利確定条件 

付与日（平成18年４月24

日）から権利確定日（平成

19年６月30日）まで継続し

て勤務していること 

付与日（平成19年６月６

日）から権利確定日（平成

20年６月30日）まで継続し

て勤務していること 

  

対象勤務期間 
平成18年４月24日 

～平成19年６月30日 

平成19年６月６日 

～平成20年６月30日 
  

権利行使期間 
平成19年７月１日 

～平成22年６月30日 

平成20年７月１日 

～平成23年６月30日 
  

  
平成18年

ストック・オプション 
平成19年  

ストック・オプション  

権利確定前      （株）            

前事業年度末  ―  785

付与  ―  ―

失効  ―  50

権利確定  ―  735

未確定残  ―  ―

権利確定後      （株）            

前事業年度末  2,960  ―

権利確定  ―  735

権利行使  ―  ―

失効  460  67

未行使残  2,500  668



② 単価情報 

４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

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

ております。 

当事業年度（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事業年度における費用計上額及び科目名 

該当事項はありません。 

２．ストックオプションの権利不行使による失効により利益として計上した金額 

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

  
平成18年

ストック・オプション 
平成19年  

ストック・オプション  

権利行使価格      （円）  168,347  45,600

行使時平均株価     （円）  ―  ―

公正な評価単価（付与日）（円）  ―  18,210

新株予約権戻入益 400千円 

  
平成18年

ストック・オプション 
平成19年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役 ３名 

当社監査役 １名 

当社従業員 109名 

当社従業員 133名   

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

付与日 平成18年４月24日 平成19年６月６日   

権利確定条件 

付与日（平成18年４月24

日）から権利確定日（平成

19年６月30日）まで継続し

て勤務していること 

付与日（平成19年６月６

日）から権利確定日（平成

20年６月30日）まで継続し

て勤務していること 

  

対象勤務期間 
平成18年４月24日 

～平成19年６月30日 

平成19年６月６日 

～平成20年６月30日 
  

権利行使期間 
平成19年７月１日 

～平成22年６月30日 

平成20年７月１日 

～平成23年６月30日 
  



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

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

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

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

ております。 

前事業年度（自 平成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。 

当事業年度（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。 

  
平成18年

ストック・オプション 
平成19年  

ストック・オプション  

権利確定前      （株）            

前事業年度末  ―  ―

付与  ―  ―

失効  ―  ―

権利確定  ―  ―

未確定残  ―  ―

権利確定後      （株）            

前事業年度末  2,500  668

権利確定  ―  ―

権利行使  ―  ―

失効  80  22

未行使残  2,420  646

  
平成18年

ストック・オプション 
平成19年  

ストック・オプション  

権利行使価格      （円）  168,347  45,600

行使時平均株価     （円）  ―  ―

公正な評価単価（付与日）（円）  ―  18,210

（企業結合等）



当事業年度（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。 

  

（追加情報） 

 当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価等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23号 平成20年

11月28日）を適用しております。 

  

  

（賃貸等不動産関係）

（税効果会計関係）

 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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

繰延税金資産 （千円)

未払事業税否認  1,536

貸倒引当金繰入額否認  7,760

賞与引当金繰入額否認  16,104

減価償却限度超過額  2,648

投資有価証券評価損否認  61,078

商品評価損否認  48,061

その他有価証券評価差額金  5,308

繰越欠損金  309,587

その他  1,062

繰延税金資産小計  453,147

評価性引当額  △453,147

繰延税金資産計  －

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金  3,900

繰延税金負債計  3,900

繰延税金資産の純額  △3,900

繰延税金資産 （千円)

未払事業税否認  1,254

貸倒引当金繰入額否認  5,508

賞与引当金繰入額否認  8,633

減価償却限度超過額  1,867

投資有価証券評価損否認  104,481

商品評価損否認  57,383

その他有価証券評価差額金  3,195

繰越欠損金  316,417

その他  965

繰延税金資産小計  499,707

評価性引当額  △499,707

繰延税金資産計  －

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金  3,321

繰延税金負債計  3,321

繰延税金資産の純額  △3,321

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

  （％)

法定実効税率  40.7

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目  28.5

住民税均等割  18.5

税務上の繰越欠損金の利用  △28.3

評価性引当金の増減  △42.3

その他  1.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率  18.5

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

税引前当期純損失を計上しているため記載を省略してお

ります。 



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（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。 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（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。 

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

  

前事業年度（自 平成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。 

当事業年度（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。 

（持分法損益等）

（関連当事者情報）

（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 10,023.72円

１株当たり当期純利益金額 108.39円

１株当たり純資産額 円9,099.29

１株当たり当期純損失金額 円△962.54

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 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） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  16,670  △148,038

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 16,670  △148,038

期中平均株式数（株）  153,800  153,800

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 

平成17年６月23日定時株主総会決

議による自己株式取得方法のスト

ックオプション（株式の数2,500

株）、平成18年６月23日定時株主

総会決議による自己株式取得方法

のストックオプション（665株） 

平成17年６月23日定時株主総会決

議による自己株式取得方法のスト

ックオプション（株式の数

株）、平成18年６月23日定時株主

総会決議による自己株式取得方法

のストックオプション（ 株） 

2,420

646

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 

５．その他
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