
平成22年3月期 決算短信（非連結） 
平成22年5月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アイサンテクノロジー株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 4667 URL http://www.aisantec.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 柳澤 哲二
問合せ先責任者 （役職名） 取締役業務統括部管掌 （氏名） 加藤 淳 TEL 052-950-7500
定時株主総会開催予定日 平成22年6月23日 配当支払開始予定日 平成22年6月24日
有価証券報告書提出予定日 平成22年6月24日

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 1,302 △5.5 31 ― 46 ― 29 ―
21年3月期 1,378 △19.7 1 △98.9 △1 ― △168 ―

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 6.36 ― 2.0 2.1 2.4
21年3月期 △35.93 ― △10.8 △0.1 0.1

（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 2,217 1,431 64.5 319.68
21年3月期 2,249 1,445 64.3 310.37

（参考） 自己資本   22年3月期  1,431百万円 21年3月期  1,445百万円

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 178 60 △143 728
21年3月期 64 118 △235 632

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 ― 4.00 4.00 18 ― 1.3
22年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 17 62.9 1.3
23年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 4.00 4.00 36.6

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

653 19.1 △98 ― △92 ― △95 ― △21.22

通期 1,571 20.6 81 155.4 94 101.7 49 67.2 10.94
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(注) 詳細は、18ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、28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 4,699,600株 21年3月期 4,699,600株
② 期末自己株式数 22年3月期  222,556株 21年3月期  42,556株

※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） 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

－　2　－



(1）経営成績に関する分析     

 当事業年度における我が国経済は、米国金融システムの混乱を契機に生じた世界経済の低迷状況から脱しつつある 

ものの、民間需要の自律的回復は弱く、海外経済の改善にともなう輸出の回復ならびに金融・経済対策の効果など 

から、景気の持ち直し傾向は見られますが、依然として残る雇用環境の低迷やデフレ懸念等、持続的な回復に 

向けては、なお不安と課題を抱えた状況で推移いたしました。当社の主たる販売市場である測量・土木・建設市場に 

おいても、各種経済対策として実施された公共事業による景気の底支え効果は見られたものの、新規設備投資意欲には

乏しく、ＩＴ投資に対する見送り傾向が如実に現われ、厳しい経営環境が続きました。 

こうした状況の中で当社は、会社創立40年となる平成21年度を「会社創立50年に向けた新たな年」として位置づけ、 

既存事業部門のさらなる深化を進めるとともに、当社が長年にわたって培ってまいりました各種位置情報を「高精度に

解析し表示する」プログラム技術を、次世代測量技術とともに測量市場に提案していくことで売上拡大を目指すと 

ともに、将来一層の需要拡大が予想される位置情報の民間利用に向けた基盤技術獲得の為の研究開発体制の充実、 

間接業務全般にわたる業務の効率化に向けた取り組みを進め、経営体質の改善ならびに経営基盤の強化に取り組んで 

まいりました。 

ＡＴＭＳ事業部門においては、当社が主力製品として位置づける「ＷｉｎｇＮｅｏ」シリーズのさらなる拡販を進める

ともに、当社が開発したソフトウエアの機能をを如何なく発揮するための各種測量機器、情報端末の普及を積極的に 

進めてまいりました。 

 また、当社が長年にわたって測量市場に提案してまいりましたプログラム技術がに対する高い評価が公的業務にも 

積極的に導入され、測量業務全てにわたる信頼性の確保を目指した業務展開を進めてまいりました。新規事業部門に 

おいては、当社が培った「高精度な位置情報解析・表示技術」を新たなる位置情報活用業務に普及すべく、次世代 

測位機器を活用した業務提案を進め、当社技術に加え、新たな表示技術も活用したプログラム製品を開発し、近く 

予定される国産ＧＰＳ衛星の運用開始に向けた業務展開を進めるとともに営業基盤の整備を進めてまいりました。 

 以上の結果、当事業年度の売上高は、1,302百万円（対前年同期比75百万円減）となり、開発工程の見直し、 

間接業務全般のさらなる効率化を進めた結果、営業利益は31百万円（対前年同期比30百万円増）となりました。 

当社は、従来からの経営方針である財務基盤の健全化を当事業年度においても積極的に進めたこと等により、 

当期純利益は29百万円（前年は168百万円の純損失）となりました。 

（次期の見通し） 

 今後の見通しは、軟調な国内経済が好転に向かう材料が少なく、かつ、公共事業関係の予算18％減による影響から厳

しい経営環境が続くと想定しております。当社の強みであります測量の観測作業の更なる効率化を目指したトータル 

ソリューションを展開することにより、販売活動を強化してまいります。また、当社製品を対象とするサポート 

サービスのメニューの一層の充実を図り、安定した収益基盤の確立に努めてまいります。更には、今後の事業拡大が 

見込まれる高精度３次元位置情報ビジネスにおいて、高精度ＧＰＳ移動計測装置「モービルマッピングシステム」の 

利活用シーンの創造と当社製品を活用した高精度３次元ソリューションを展開し、新たなる収益の柱にするべく 

積極的な業務提案を進めてまいります。 

 以上から、次期(平成23年３月期)の業績の見通しにつきましては、売上高1,571百万円、営業利益81百万円、 

経常利益94百万円、当期純利益49百万円を見込んでおります。    

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 流動資産は、前事業年度末に比べ21百万円増加し、1,319百万円（前年同期比1.7％増）となりました。 

主なものは、現金及び預金95百万円の増加と、事業年度末の売上高の増加から、受取手形が14百万円増加、 

税効果会計により繰延税金資産の回収可能性の見直しにより71百万円を取崩しました。 

固定資産は、前事業年度末に比べ53百万円減少し、897百万円（前年同期比5.6％減）となりました。主なものは、

リゾート会員権の時価評価による評価損12百万円を計上、投資有価証券の売却により18百万円減少、長期性預金の

預け替えにより50百万円減少したことによるものであります。 

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ31百万円減少し、2,217百万円（前年同期比1.4％減）となりました。 

（負債の部） 

 流動負債は、前事業年度末に比べ74百万円増加し、308百万円（前年同期比31.6％増）となりました。 

主なものは、仕入高の増加に伴い支払手形８百万円、買掛金12百万円が増加、無形固定資産を割賦で購入したこと

による割賦未払金が16百万円増加、賞与引当金が18百万円増加したものであります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べ91百万円減少し、478百万円（前年同期比16.1％減）となりました。主なもの

は、社債の償還により80百万円減少、リース資産の支払が進んだことによりリース債務が７百万円減少、 

繰延税金負債が42百万円減少したものであります。 

 この結果、負債合計は前事業年度末に比べ17百万円減少し、786百万円（前年同期比2.2％減）となりました。 

１．経営成績
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（純資産の部） 

純資産合計は、前事業年度末と比べ14百万円減少し、1,431百万円（前年同期比1.0％減）となりました。主なもの

は、剰余金の配当による減少18百万円及び当期純利益の計上29百万円、自己株式取得により22百万円減少したもの

であります。 

この結果、１株当たり純資産額は319円68銭となり、前事業年度末に比べ９円31銭増加いたしました。 

  

②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、前事業年度に比べ95百万円増加し、 

当事業年度末には728百万円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における営業活動の結果、獲得した資金は178百万円（前年同期は64百万円の獲得）となりました。 

これは主に、税引前当期純利益33百万円、無形固定資産償却費45百万円、仕入債務の増加額20百万円等による 

ものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における投資活動の結果、獲得した資金は60百万円（前年同期は118百万円の獲得）となりました。 

これは主に定期預金の払戻による収入150百万円、定期預金の預入による支出100百万円、投資有価証券の売却に 

よる収入23百万円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） 

当事業年度における財務活動の結果、使用した資金は143百万円（前年同期は235百万円の使用）となりました。 

これは主に社債の償還による支出100百万円、自己株式の取得による支出22百万円、配当金の支払額18百万円等に 

よるものであります。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 

債務償還年数：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 

（注1）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。  

 (注2）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注3）有利子負債は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。 

  

(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、株主の皆様に対する利益還元を経営における 重要課題として位置付けており、ROE並びにROAを重視した 

経営に努め、業績に裏付けられた成果配分を行うことを利益配分の基本方針としております。 

当期における配当につきましては、上記の基本方針及び当期の業績見通しを総合的に勘案した結果、期末配当を、 

普通配当について１株当たり4円とすることといたしました。 

 次期の配当につきましては、引き続き上記方針に基づき実施する予定であり、１株当たり期末配当4円を 

予定しております。 

 なお、内部留保金につきましては、今後一層の事業の発展及び事業基盤の強化のために有効投資してまいりたいと 

考えております。 

  
 平成18年 

3月期 

平成19年 

3月期  

平成20年 

3月期  

平成21年 

3月期  

平成22年 

3月期  

 自己資本比率（％）  53.6  62.3  61.2  64.3 64.5  

 時価ベースの自己資本比率（％）  61.1  46.7  35.2  36.5 32.9  

 債務償還年数（年）  1.7  3.2  9.4  7.3 2.8 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 63.0  35.1  14.6  8.4 20.7  
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(4）事業等のリスク 

 当社の事業展開に係るリスク要因として、可能性があると考えられる主な事項は次のとおりであります。 

①測量設計ＣＡＤシステム及び不動産登記測量ＣＡＤシステムへの依存について 

当社は、測量設計業・建設コンサルタント業及び土地家屋調査士業向けのＣＡＤシステムの開発及び販売を 

中心に、それらに付帯するサポートサービスの提案・販売を行っております。これらの業種は公共事業に係る予算

及び執行状況に需要が比例し、加えて関連する法改正の影響を受けるものであり、それらによって当社の業績に 

影響を与える場合があります。 

②急速に進む技術革新について 

ＩＴ関連の技術革新に係る速度は、一層の加速が進む今日では、インターネットを介したフリーウェア並びに 

使用時間に比例した従量課金制のシステムが台頭してきております。また、基本ソフトウェア（OS）の 

バージョンアップ及びアップグレード毎への当社製品の対応に遅延が発生した場合、当社の業績に影響を与える 

可能性があります。 

③知的財産について 

ソフトウェアに係る知的財産については、様々な特許等が存在し、かつ、申請される今日においては、当社が 

保有する知的財産への侵害と当社製品の抵触の双方が存在します。これらについて当社は、顧問弁理士・弁護士と

の協議から当社の知的財産の保全に努めるとともに、製品開発では知的財産に係る事前調査の徹底を図って 

おりますが、場合によっては、それらに対応する費用の発生によって当社の業績に影響を与える可能性が 

あります。 
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 当社の事業は、測量設計並びに不動産登記測量に係るＣＡＤシステム「ＷｉｎｇＮｅｏ（ウィングネオ）」を中心と

したソフトウェアの開発・販売、それらに付帯するサポートサービスの提供を、当社営業所及びビジネスパートナーを

通じた提供することにより形成しております。また、測量現場の作業の効率化を進めるモバイルシステム 

「ＰｏｃｋｅｔＮｅｏ（ポケットネオ）」の提案及び営業の強化を図り、お客様の業務の効率化に貢献してまいり 

ます。 

 当事業年度において新たにアイサン南部販売株式会社が設立され子会社となりましたが、資産、売上高、当期純利益

及び利益剰余金等からみて、連結の範囲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、連結の範囲から除外しております 

  事業の系統図は、次のとおりです。  

  

  

  

   

(1）会社の経営の基本方針 

当社は次に示す経営理念を社是に定めております。 

                   社 是 

               知恵 それは無限の資産 

               実行 知恵は実行して実を結ぶ 

               貢献 実を結んで社会に貢献 

  

 当社は、創業以来一貫して追求して来た「位置情報解析」と「高精度数値演算」のコア技術を製品開発の 

基本ベースとし、測量・土木建設・不動産登記市場において人的資源に依存した従来業務から、インターネット環境を

大限活用したコンピュータシステムを利用するソフトウェアを提供し、多岐にわたるお客様業務の改善を提案して 

まいりました。こうした中で当社は、無限の資産である人的資源の持つ英知が当社における 大の財産とした理念の 

もと、創業以来一貫してソフトウェアの開発・販売の体制を構築してまいりました。その結果、あらゆる業種・業務に

対応するソフトウェアの開発が可能となり、特に測量市場において常に時代の先端を目指す開発体制がお客様からの 

信頼を得ることとなり、当社が目標とする「ソフトウェアの提供を通して社会に貢献する」経営理念と合致し、 

将来にわたって「アイサンブランド」がお客様から支持を頂けるよう今後とも創性豊かなソフトウェア開発に努めて 

まいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は本業における収益確保を 大の経営目標としており、収益性の指標として売上高経常利益率を重視した 

経営諸施策を進め通期における売上高経常利益率６％以上の確保を目標としております。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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 (3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、測量・土木建設・不動産登記市場向けのソフトウェアメーカーとして、長年にわたって培ってまいりました

「位置情報解析」と「高精度数値演算」のコア技術と 新のWeb 環境を融合させたソフトウェアを提供することに 

より、お客様業務の効率化を支援することが当社に課せられた使命との認識のもと、測位データ解析技術を必要とする

業界のみならず、広く一般社会に普及すると予想される汎地球測位システムGPSの 新技術である高精度位置情報配信

サービスの本格運用に向けて同配信サービスを利用した様々な製品開発を推進することが重要な課題であると認識する

とともに、平成19年５月に成立いたしました「地理空間情報活用推進基本法」の目指す高精度位置情報の様々な 

場面による利活用を具体的に実現する製品開発に向けた積極的な先行研究を進めてまいります。また、これまで 

国土交通省が積極的に推進する「建設ＣＡＬＳ－ＥＣ」に対応した行政手続電子化対応ソフトウェアの 

バージョンアップを今後も進め、さらなるお客様業務の効率化を提案し、普及を図っていくことが課題であると認識 

しております。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

 今後の見通しといたしましては、軟調な国内経済が好転に向かう材料が少なく、かつ、公共事業関係の予算18％減に

よる影響から厳しい経営環境が続くと想定しております中、当社の主力製品の販売市場も例外ではなく景況感に比例 

した購買意欲に従うものと判断しております。 

 こうした状況の中において当社は、コア技術を 大に利活用したソフトウェア開発に努め、国内唯一の「測量市場を

ソリューションする」メーカーとしてのブランド力の向上に努めてまいります。特に平成19年５月に成立しました 

「地理空間情報活用推進基本」を受けた高精度位置情報のインフラを整備する「Ｇ空間プロジェクト」に向けた様々な

提案を関係機関へ実施し、３次元地図整備計測事業等へ事業展開を図ることで、より測量市場に深く関わる 

「深！測量」を中期的な経営方針として掲げた事業展開を進めてまいります。営業部門においては、主力製品の 

新バージョンである「ＷｉｎｇＮｅｏ７」の積極的なバージョンアップ推進を図り、更なるお客様の業務の 

効率化に向けた具体的なソリューションを展開してまいります。開発部門においては、３次元地図整備計測事業並びに

ＧＰＳ測位による位置情報解析に係る研究を深め、他に類を見ない「オンリーワン」のソフトウェア開発に拘りながら

「深！測量」を担う製品開発に努めます。間接部門におきましては、更なる業務効率を進めることで、コスト削減を 

進めコンプライアンスのもとあらゆる業務の「見える化」を推進し、経営の透明化の促進を図り当社に 

関わるステークホルダーに貢献してまいります。 

   

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレートガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方 

及びその整備状況」に記載しております。 

  

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  
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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 712,797 808,203

受取手形 134,462 148,462

売掛金 304,145 308,357

商品及び製品 28,837 20,148

前渡金 9,555 －

前払費用 13,144 13,463

繰延税金資産 89,287 17,780

未収入金 987 2,776

その他 9,906 3,686

貸倒引当金 △4,863 △3,068

流動資産合計 1,298,260 1,319,811

固定資産   

有形固定資産   

建物 282,317 282,317

減価償却累計額 △78,367 △84,747

建物（純額） 203,950 ※1  197,570

工具、器具及び備品 64,938 37,023

減価償却累計額 △54,726 △31,269

工具、器具及び備品（純額） 10,211 5,753

土地 341,789 ※1  341,789

リース資産 72,100 72,100

減価償却累計額 △1,201 △15,621

リース資産（純額） 70,898 56,478

有形固定資産合計 626,850 601,592

無形固定資産   

電話加入権 4,718 4,718

ソフトウェア製品 24,349 44,268

ソフトウエア 7,274 2,724

特許権 34,830 27,090

実用新案権 1,428 476

リース資産 － 8,407

無形固定資産合計 72,602 87,686

投資その他の資産   

投資有価証券 36,364 18,639

関係会社株式 － 2,100

従業員長期貸付金 960 232

長期前払費用 64 60

差入保証金 45,305 44,323

保険積立金 247 326

会員権 18,613 5,800

長期預金 150,000 100,000

破産更生債権等 442 442

繰延税金資産 － 37,051

貸倒引当金 △442 △442

投資その他の資産合計 251,555 208,533

固定資産合計 951,008 897,811

資産合計 2,249,269 2,217,623
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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   

支払手形 14,961 23,099

買掛金 30,059 42,336

1年内償還予定の社債 100,000 80,000

短期借入金 － ※1  7,500

リース債務 14,090 16,506

未払金 20,152 33,568

割賦未払金 － 16,217

未払法人税等 7,854 14,870

未払消費税等 － 6,983

未払費用 18,610 20,205

前受金 5,138 5,023

預り金 7,008 6,723

賞与引当金 15,520 34,359

その他 690 768

流動負債合計 234,087 308,162

固定負債   

社債 370,000 290,000

リース債務 60,900 53,321

長期割賦未払金 － 32,900

繰延税金負債 42,267 －

退職給付引当金 91,606 96,583

預り保証金 5,022 5,022

その他 － 410

固定負債合計 569,796 478,238

負債合計 803,884 786,400

純資産の部   

株主資本   

資本金 520,840 520,840

資本剰余金   

資本準備金 558,490 558,490

資本剰余金合計 558,490 558,490

利益剰余金   

利益準備金 25,200 25,200

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 115,386 30,041

別途積立金 150,000 150,000

繰越利益剰余金 86,568 182,593

利益剰余金合計 377,154 387,834

自己株式 △7,375 △29,695

株主資本合計 1,449,109 1,437,468

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,724 △6,246

評価・換算差額等合計 △3,724 △6,246

純資産合計 1,445,384 1,431,222

負債純資産合計 2,249,269 2,217,623
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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   

製品売上高 725,619 621,198

商品売上高 214,580 290,000

その他の売上高 437,943 391,255

売上高合計 1,378,143 1,302,454

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 3,717 2,407

当期製品製造原価 84,752 99,816

合計 88,469 102,223

製品期末たな卸高 2,407 1,901

ソフトウエア製品償却費 52,886 31,302

製品売上原価 138,949 131,624

商品売上原価   

商品期首たな卸高 39,985 26,430

当期商品仕入高 177,545 205,799

合計 217,530 232,230

商品期末たな卸高 26,430 ※4  18,247

商品売上原価 191,099 213,983

その他売上原価 40,421 41,570

売上原価合計 370,471 387,177

売上総利益 1,007,671 915,276

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 － 383,434

その他 － 500,121

販売費及び一般管理費合計 ※1  1,006,230 ※1  883,556

営業利益 1,441 31,720

営業外収益   

受取利息 2,405 1,615

受取配当金 1,068 471

預金口座受入益 2,111 －

助成金収入 － 22,737

雑収入 2,170 2,219

営業外収益合計 7,755 27,043

営業外費用   

支払利息 1,284 3,539

社債利息 6,393 4,891

社債保証料 3,161 1,243

自己株式取得費用 － 2,484

その他 － 0

営業外費用合計 10,839 12,159

経常利益又は経常損失（△） △1,642 46,605
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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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,608 1,795

関係会社株式売却益 1,800 －

投資有価証券売却益 5,855 5,404

特別利益合計 9,263 7,200

特別損失   

固定資産除却損 ※2  1,223 ※2  866

会員権評価損 － 12,813

会員権売却損 3,832 －

過年度損益修正損 － ※5  7,092

商品除却損 423 －

減損損失 ※3  207,659 －

特別損失合計 213,138 20,771

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △205,517 33,034

法人税、住民税及び事業税 12,670 11,614

法人税等調整額 △49,721 △7,887

法人税等合計 △37,051 3,726

当期純利益又は当期純損失（△） △168,465 29,307
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（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 520,840 520,840

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 520,840 520,840

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 558,490 558,490

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 558,490 558,490

資本剰余金合計   

前期末残高 558,490 558,490

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 558,490 558,490

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 25,200 25,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 25,200 25,200

その他利益剰余金   

プログラム等準備金   

前期末残高 200,512 115,386

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 △85,125 △85,345

当期変動額合計 △85,125 △85,345

当期末残高 115,386 30,041

別途積立金   

前期末残高 100,000 150,000

当期変動額   

別途積立金の積立 50,000 －

当期変動額合計 50,000 －

当期末残高 150,000 150,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 248,106 86,568

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 85,125 85,345

別途積立金の積立 △50,000 －

剰余金の配当 △28,197 △18,628

当期純利益又は当期純損失（△） △168,465 29,307

当期変動額合計 △161,538 96,025

当期末残高 86,568 182,593
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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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 573,818 377,154

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △28,197 △18,628

当期純利益又は当期純損失（△） △168,465 29,307

当期変動額合計 △196,663 10,679

当期末残高 377,154 387,834

自己株式   

前期末残高 － △7,375

当期変動額   

当期変動額合計 △7,375 △22,320

当期末残高 △7,375 △29,695

株主資本合計   

前期末残高 1,653,148 1,449,109

当期変動額   

剰余金の配当 △28,197 △18,628

当期純利益又は当期純損失（△） △168,465 29,307

自己株式の取得 △7,375 △22,320

当期変動額合計 △204,039 △11,640

当期末残高 1,449,109 1,437,468

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 15,382 △3,724

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,106 △2,522

当期変動額合計 △19,106 △2,522

当期末残高 △3,724 △6,246

評価・換算差額等合計   

前期末残高 15,382 △3,724

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,106 △2,522

当期変動額合計 △19,106 △2,522

当期末残高 △3,724 △6,246

純資産合計   

前期末残高 1,668,530 1,445,384

当期変動額   

剰余金の配当 △28,197 △18,628

当期純利益又は当期純損失（△） △168,465 29,307

自己株式の取得 △7,375 △22,320

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,106 △2,522

当期変動額合計 △223,145 △14,162

当期末残高 1,445,384 1,431,222
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（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（△） △205,517 33,034

減価償却費 15,347 24,537

過年度損益修正損 － 7,092

無形固定資産償却費 68,994 45,555

長期前払費用償却額 136 －

減損損失 207,659 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,960 △1,795

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,480 18,839

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,040 1,539

受取利息及び受取配当金 △3,473 △2,087

支払利息 7,677 8,431

有形固定資産除却損益（△は益） 1,223 866

関係会社株式売却損益（△は益） △1,800 －

投資有価証券売却損益（△は益） △5,855 △5,404

会員権評価損 － 12,813

会員権売却損益（△は益） 3,832 －

売上債権の増減額（△は増加） 116,487 △18,211

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,864 8,689

その他の資産の増減額（△は増加） △925 11,964

仕入債務の増減額（△は減少） △6,573 20,415

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,933 11,772

その他の負債の増減額（△は減少） △16,321 13,544

小計 141,342 191,595

利息及び配当金の受取額 3,370 2,093

利息の支払額 △7,664 △8,615

法人税等の支払額 △72,959 △6,409

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,089 178,664

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 － △100,000

定期預金の払戻による収入 － 150,000

有形固定資産の取得による支出 △596 △145

有形固定資産の売却による収入 103,500 －

無形固定資産の取得による支出 △2,762 △8,913

長期前払費用の取得による支出 △66 －

会員権の取得による支出 △4,600 －

会員権の売却による収入 14,000 －

投資有価証券の取得による支出 △121 △124

投資有価証券の売却による収入 7,920 23,608

関係会社株式の取得による支出 － △7,100

関係会社株式の売却による収入 － 2,200

貸付金の回収による収入 912 912

投資活動によるキャッシュ・フロー 118,185 60,436
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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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △200,000 △100,000

短期借入金の純増減額（△は減少） － 7,500

セール・アンド・リースバック取引による収入 － 6,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △14,880

割賦債務の返済による支出 － △1,322

自己株式の取得による支出 △7,375 △22,320

配当金の支払額 △28,197 △18,671

財務活動によるキャッシュ・フロー △235,573 △143,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,298 95,406

現金及び現金同等物の期首残高 686,095 632,797

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  632,797 ※1  728,203
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 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 

子会社株式及び関連会社株式 

────────── 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

その他有価証券 

時価のあるもの 

   決算日の市場価格等にもとづく時価法

(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) 

同左  

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

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 

商品・製品…総平均法による原価法（収益

性の低下による簿価切下げの

方法） 

なお製品はソフトウェア以外

のマニュアル等のみを計上し

ております。  

（会計方針の変更） 

「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）を当事業年度から適用

し、評価基準については、原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更し

ております。この結果、従来の方法による

場合と比べて売上総利益、営業利益が

3,294千円減少、経常損失、税引前当期純

損失がそれぞれ3,294千円増加しておりま

す。  

商品・製品… 

         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 

ただし、平成10年4月1日以降に取得した

建物(附属設備を除く)については、定額

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 38～50年 

工具器具備品  2～15年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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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） 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

（市場販売目的のソフトウェア） 

 見込販売数量に基づく償却額と、残存

見込販売有効期間に基づく均等償却額と

の、いずれか大きい金額を計上しており

ます。なお、当初における見込販売有効

期間は、３年としております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

（市場販売目的のソフトウェア） 

同左 

  （自社利用のソフトウェア） 

 社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

（自社利用のソフトウェア） 

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 

  (4）長期前払費用 

定額法 

(4）長期前払費用 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2)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、将来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

  (3)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及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

(3)退職給付引当金 

同左 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期的な投資からなっております。 

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

  (2）プログラム等準備金 

 租税特別措置法の規定による積立金を同

法の規定に基づき取崩すこととしておりま

す。 

(2）プログラム等準備金 

同左 
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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等） 

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。 

この変更による当事業年度の損益への影響は軽微であり

ます。 

                             

                             

 (完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更) 

受注制作のソフトウェア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、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工事契約か

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

認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の

見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完

成基準を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年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） 

「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

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）が適用になることに伴い、前事業年度において、

「商品」「製品」として掲記されていたものは、当事業

年度から「商品及び製品」と一括して掲記しておりま

す。なお、当事業年度に含まれる「商品」「製品」は、

それぞれ26,430千円、2,407千円であります。 
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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 担保提供資産及び担保付債務 

                             

※１ 担保提供資産及び担保付債務 

(担保に供している資産) 

    

建物 192,804千円

土地 341,789   

計     534,594 

   (上記に対する債務) 

短期借入金 7,500千円

（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） 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費は164,127千円で

あります。 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費は 千円で

あります。 

156,572

※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。 

工具、器具及び備品            277千円

建物 945 

計 1,223 

工具、器具及び備品 千円866

計  866

  

※３．減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上いた

しました。  

当社は、売却予定資産については、個別物件単位でグルー

ピングしております。当該資産については、従来、共用資

産としてグルーピングしておりましたが、売却予定となっ

たため、回収可能価額まで減損し、減損損失207,659千円

（固定資産除売却損相当額）を特別損失に計上いたしまし

た。回収可能価額は正味売却価額（契約額）により測定し

ております。なお、当該資産は平成20年12月10日に売却済

であります。 

  

用途  種類  場所  

 売却予定資産 建物及び土地、その他 愛知県尾張旭市

  売却価額 帳簿価額 減損損失  

 建物及びその他

（千円） 
 －  50,931  50,931

 土地（千円）  103,500  255,558  152,058

 取壊額（千円）  －  －  4,669

 合計（千円）  103,500  306,490  207,659

  

※３．減損損失 

                              

※４．商品評価損   

                               

※４．商品評価損 

商品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、次の商品評価損が売上原価に含まれてお

ります。 

                     千円3,452

※５．過年度損益修正損   

                               

  

※５．過年度損益修正損 

過年度における売上修正であります。 
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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 

 (注)自己株式の普通株式の増加42,500株は市場買付、56株は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期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 

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 

 (注)自己株式の普通株式の増加180,000株は立会外取引市場買付による増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末 

 株式数（千株）
当事業年度増加 
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末 
 株式数（千株）

発行済株式         

普通株式  4,699  －  －  4,699

合計  4,699  －  －  4,699

自己株式         

普通株式  －  42  －  42

合計  －  42  －  42

  
（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25日 

定時株主総会 
普通株式  28,197 6.0 平成20年3月31日 平成20年6月26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24日 

定時株主総会 
普通株式  18,628 利益剰余金  4.0 平成21年3月31日 平成21年6月25日

  
前事業年度末 

 株式数（千株）
当事業年度増加 
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末 
 株式数（千株）

発行済株式         

普通株式  4,699  －  －  4,699

合計  4,699  －  －  4,699

自己株式         

普通株式  42  180  －  222

合計  42  180  －  222

  
（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24日 

定時株主総会 
普通株式  18,628 4.0 平成21年3月31日 平成21年6月25日 
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(2）基準日が当期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 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に対する取組方針 

 当社は、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は主

に安全性の高い金融資産で運用し、また運転資金は銀行借入や社債発行により調達しております。デリバテ

ィブ取引は行わない方針であります。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

投資有価証券は、業務上関係する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であります。借入金及び社債

は、主に設備投資と運転資金に係る資金調達を目標としたものであり、またファイナンス・リース取引に係

るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、 長で５年後

であります。このうち大部分は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。長期預り保証

金は、賃貸契約の保証金として預かっており、契約満了時に一括返済するものであります。 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

当社は営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手毎に期日

及び残高を管理するとともに主な取引先の信用状況を１年毎に把握する体制としております。 

② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理 

投資有価証券については、上場株式は四半期毎に時価の把握を行い、非上場株式については発行体（取引先

企業）の財務状況等を把握しております。 

③ 管理資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社は各部署からの報告に基づき、業務統括部にて毎月資金繰計画を作成し・更新するとともに、手許流動

性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動する場合があります。 

  

  
（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  17,908 利益剰余金  4.0 平成22年3月31日 平成22年6月24日

（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記

載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記

載されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定    712,797千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等  △80,000

現金及び現金同等物  632,797

現金及び預金勘定     千円808,203

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等  △80,000

現金及び現金同等物  728,203

 ２．重要な非資金取引の内容 

当事業年度に貸借対照表に計上したリ

ース資産の取得額 
   72,100千円

 ２．重要な非資金取引の内容 

当事業年度に貸借対照表に計上したファイナンス・リ

ース及び割賦取引に係る資産及び債務の額はそれぞれ

57,110千円、60,158千円であります。  

（金融商品関係）

アイサンテクノロジー株式会社(4667)　平成22年3月期　決算短信(非連結)

－　21　－



２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。(「２．時価を

把握することが極めて困難と認められる金融商品」を参照ください。) 

(注) １．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項  

資 産 

(1）現金及び預金、(2）受取手形、(3)売掛金、(4）未収入金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって 

おります。 

(5）投資有価証券 

 これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に 

関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。 

(6）従業員長期貸付金 

 これらの時価について、一定期間毎に分類し、与信管理上の信用リスク区分毎にその将来キャッシュ 

フローを、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定して 

おります。 

(7）会員権 

 これらの時価について、会員権流通市場における売買価格によっております。 

(8）長期預金 

 これらの時価について、元金保証されていることから、当該帳簿価格によっております。  

  
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）現金及び預金 808,203 808,203 － 

(2）受取手形 148,462 148,462 － 

(3）売掛金 308,357 308,357 － 

(4）未収入金 2,776 2,776 － 

(5) 投資有価証券 

   その他投資有価証券  
12,139 12,139  － 

(6) 従業員長期貸付金(1年内返

済予定含む)  
960 964 4 

(7) 会員権 5,800 5,800 － 

(8) 長期預金  100,000 100,000 － 

 資産計 1,386,699 1,386,703 4 

(1）支払手形 23,099 23,099 － 

(2）買掛金 42,336 42,336 － 

(3）短期借入金 7,500 7,500 － 

(4) 未払金  33,568 33,568 － 

(5）未払法人税等 14,870 14,870 － 

(6) 社債(1年内返済予定含む)  370,000 359,465 △10,534 

(7) リース債務(1年内返済予定

含む)  
69,828 70,130 △301 

(8) 長期割賦未払金(1年内返済

予定含む)  
49,117 49,117 － 

 負債計 610,321 600,088 △10,232 
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負 債 

(1）支払手形、(2)買掛金、(3）短期借入金、(4）未払金、(5）未払法人税等 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって 

おります。 

(6）社債 

 これらの時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた 

現在価値により算定しております。 

(7）リース債務、(8）長期割賦未払金 

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた 

現在価値により算定しております。 

  

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

非上場株式、子会社株式は、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、資

産における「（5）投資有価証券」には含めておりません。 

差入保証金、長期預り保証金は、返還期日が合理的に算定できないことから時価評価を行っておりません。

  

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

  

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の時価

等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。  

  

区分  貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 6,500 

子会社株式 2,100 

差入保証金 44,323 

長期預り保証金 5,022 

  
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） 

現金及び預金 808,203 － － － 

受取手形 148,462 － － － 

売掛金 308,357 － － － 

未収入金 2,776 － － － 

従業員長期貸付金  728  232 －  － 

長期預金  －  －  － 100,000 

合計 1,268,527 232 － 100,000 
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前事業年度（平成21年３月31日現在） 

１．その他有価証券 

  

２．当事業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） 

当事業年度（平成22年３月31日現在） 

１．子会社株式及び関連会社株式 

 子会社株式(貸借対照表計上額 2,100百万円）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、記載しておりません。 

  

２．その他有価証券 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 6,500千円）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」には含めておりません。  

   

３．当事業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） 

  

（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

時価を超えるもの  
 株式    18,720     20,509     1,789

  

 貸借対照表計上額が

時価を超えないもの  
株式   17,668     12,154     △5,513

  

 合計      36,388    32,664    △3,724

 売却額（千円）  売却益の合計額（千円）  売却損の合計額（千円） 

 7,920    5,855  － 

   種類 
 貸借対照表計上額

（千円） 

取得原価 

（千円）  

差額 

（千円）  

 貸借対照表計上額が

時価を超えるもの  
 株式      706   517     189

  

 貸借対照表計上額が

時価を超えないもの  
株式     11,433   17,792     △6,359

  

 合計     12,139     18,310    △6,170

区分   売却額（千円）  売却益の合計額（千円）  売却損の合計額（千円）

株式  23,608    5,404    －

合計  23,608    5,404    －
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

(追加情報)  

当事業年度より、「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。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

(1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

該当事項はありません。 

(2）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 

(3）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関連会社の子会社等 

該当事項はありません。 

(4）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 （注）１．取引金額に消費税等は含まれておりません。 

２．外注加工費及び研究開発費については、当社との関係を有しない他の当事者と同様に提供サービスの質及び

価格等を総合的に勘案し、取引の是非及び価格を決定しております。 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（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 

 議決権の所

有(被所有)

割合(％) 

関連当事者

との関係  
取引内容  

取引金額 

(千円)  
 科目 

期末残高 

(千円) 

 役員  中村孝之  －  － 

 当社取締役 

 有限会社 

キーノスロジック

代表取締役社長 

 (被所有)

1.26 

有限会社 

キーノスロ

ジックの  

ソフト開発

 外注加工費及

び研究開発費 
   148,722

 前渡金  9,555

 未払金  7,112
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（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）   

賞与引当金      6,316千円

退職給付引当金  37,283

ソフトウェア償却超過額  65,914

減損損失否認  390

未払事業税   1,383

繰越欠損金   79,194

その他  10,304

繰延税金資産小計  200,787

評価性引当額   △74,572

繰延税金資産合計   126,215

（繰延税金負債）   

プログラム等準備金  △79,194千円

その他  －

繰延税金負債合計  △79,194

繰延税金資産の純額    47,020千円

（繰延税金資産）   

賞与引当金      千円13,778

退職給付引当金  38,730

ソフトウェア償却超過額  58,020

減損損失否認  310

未払事業税   1,348

リゾート会員権評価損否認   5,139

その他  10,098

繰延税金資産小計  127,424

評価性引当額   △51,623

繰延税金資産合計   75,800

（繰延税金負債）   

プログラム等準備金   千円△20,892

その他  △75

繰延税金負債合計  △20,968

繰延税金資産の純額    千円54,832

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 

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 

当期は税引前当期純損失となったため、記載しておりま

せん。 

法定実効税率 40.1％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.6 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.3 

住民税均等割等 32.1 

評価性引当額の増減額 △66.7 

その他 4.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 11.3 
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（退職給付会計関係）

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．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と適

格退職年金制度を併用しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳 

(1)退職給付債務 千円△164,512

(2)年金資産  72,906

(3)退職給付引当金((1)+(2))  △91,606

(1)退職給付債務 千円△179,516

(2)年金資産  82,933

(3)退職給付引当金((1)+(2))  △96,583

 当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。 

 当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。 

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳 

(1)勤務費用 千円31,733 (1)勤務費用 千円13,572

 当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用し

ております。 

 当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用し

ております。 

４．退職給付債務の計算基礎 

 当社は簡便法を採用しておりますので基礎率等につい

ては記載しておりません。 

４．退職給付債務の計算基礎 

同左 
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

  
当社では、愛知県において、オフィスビル（土地を含む。）を所有しております。平成22年３月期における当該

賃貸等不動産に関する賃貸損益は6,683千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）で 

あります。 

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。  

 (注) １．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

２．当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて

調整を行ったものを含む。）であります。 
  

（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。 

  

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

 該当事項はありません。 

 リース取引、デリバティブ取引、持分法損益等、ストック・オプション等、企業結合等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しております。 

(賃貸等不動産関係) 

貸借対照表計上額（千円） 当事業年度末の時価 

（千円）  前事業年度末残高  当事業年度増減額  当事業年度末残高 

 86,318  △837  85,480 84,674 

（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） 

１．１株当たり純資産額 

               310円37銭

２．１株当たり当期純損失 

        35円93銭

１．１株当たり純資産額 

                円 銭

２．１株当たり当期純利益 

         円 銭

319 68

6 36

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、1株当たり当期純損失であり、また、新株予約権付社

債等潜在株式が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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成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（千円）又は 

当期純損失(△)(千円)  
 △168,465  29,307

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）又は 

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） 
 △168,465  29,307

期中平均株式数（株）  4,688,986  4,607,729

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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(1）役員の異動 

該当事項はありません。 

  

(2）その他 

主要品目別売上高は、次のとおりであります。 

（注）1.各項目のその他には、以下のものが含まれております。 

    （1）商品（ハードウェア）・・・・ディスクユニット・サプライ品（ケーブル・プリンタリボン） 

    （2）その他・・・・・・・・・・・修理・図化処理・搬入設置料・賃借料など 

   2.消費税等は含まれておりません。  

  

５．その他

品目 
第40期 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

前年同期比（％） 

製品     

測量ソフト（千円）  618,715 90.9 

土木ソフト（千円）  2,482 5.5 

製品計（千円）  621,198 85.6 

商品（ハードウェア）     

コンピュータ一式（千円）  45,345 79.3 

製図機（千円）  10,932 110.9 

その他（千円）  156,952 208.7 

商品（ソフトウェア）     

土木ソフト（千円）  3,998 190.2 

その他（千円）  72,770 103.6 

商品計（千円）  290,000 135.2 

その他     

  保守契約  290,640 105.3 

  インスト・セットアップ  11,533 53.6 

  その他  89,081 63.4 

その他計（千円）  391,255 89.3 

合計（千円）  1,302,454 94.5 
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