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1.  22年9月期の業績（平成21年10月1日～平成22年9月30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9月期 1,849 12.1 299 74.6 310 131.9 137 ―

21年9月期 1,650 △31.2 171 △80.1 133 △84.6 △22 ―

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9月期 3,403.25 ― 6.3 10.5 16.2
21年9月期 △565.01 ― △1.0 4.4 10.4

（参考） 持分法投資損益 22年9月期  ―百万円 21年9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9月期 3,050 2,202 72.2 54,377.71
21年9月期 2,862 2,147 75.0 53,016.72

（参考） 自己資本   22年9月期  2,202百万円 21年9月期  2,147百万円

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9月期 360 8 △81 1,812
21年9月期 406 126 △141 1,524

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9月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 81 ― 3.6
22年9月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 81 58.8 3.7

23年9月期 
（予想）

― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 40.5

3.  23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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

900 △11.5 100 △31.1 100 △34.5 40 △52.4 987.65

通期 2,000 8.1 450 50.5 450 45.0 200 45.1 4,938.27
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

詳細は16ページ「重要な会計方針」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、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9月期 40,900株 21年9月期 40,900株

② 期末自己株式数 22年9月期  400株 21年9月期  400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） 
 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。 
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(1）経営成績に関する分析 

 ①当期の概況 

  当事業年度におけるわが国経済については、政府の緊急経済対策の効果もあり景気悪化状況から持ち直し、自立

的回復への基盤が整いつつある状況でしたが、ギリシャの財政危機の発覚から５月以降世界的な株価下落が生じま

した。わが国でも急激な株価下落から金融市場は不安定な状況が続き、雇用情勢も依然厳しく、さらには円高に拍

車がかかったこともあり、経済環境は厳しい状況が続いています。 

 金融業界におきましては、景気持ち直しによる企業倒産の減少などから、中間決算時点で約７割の銀行が経常増

益または黒字を達成するなど著しい回復は見られますが、貸出金は11ヶ月連続で前年同月比減少しており、本格的

な回復には至っておりません。当社の主要販売先である金融機関につきましても業績は改善しているものの、設備

投資には慎重な姿勢を維持している状況です。 

 当事業年度の売上高につきましては、主力の「自己査定支援システム」、バージョンアップした「決算書リーデ

ィングシステム」の他「貸倒実績率算定システム」、「債権償却・引当金管理システム」は前年同期を上回る売上

高をあげました。損益につきましては、研究開発費の増加があったものの、増収と特別損失の減少により前事業年

度より増益となりました。  

 以上の結果、当事業年度の売上高は1,849,546千円（前年同期比12.1％増）、営業利益は299,073千円（同74.6％

増）、経常利益は310,282千円（同131.9％増）、当期純利益は137,831千円(前期は当期純損失22,883千円)となり

ました。 

 ②事業部門別の概況 

 「システムインテグレーション事業」 

 昨年よりバージョンアップして導入した「契約書作成支援システム」は前期好調に推移した反動から当期は伸び

ず、また、主力の「担保不動産評価管理システム」は前年同期比減となりました。しかしながら主力の「法人格付

システム」や「自己査定支援システム」は全国の信用組合が加盟する共同センターを通じて順調に売上高を伸ばし

たほか、バージョンアップした「決算書リーディングシステム」の他「貸倒実績率算定システム」、「債権償却・

引当金管理システム」は地銀向け主体にそれぞれ前年同期を上回る売上高をあげました。この結果、システムイン

テグレーション事業の売上高は1,149,860千円（前年同期比16.1％増）、売上高構成比は62.2％となりました。  

 「システムサポート事業」 

 「担保不動産評価管理システム」の減収による担保代行入力の減少、「決算書リーディングシステム」の浸透に

よる決算書代行入力の減少があったものの、これまで伸び続けてきたシステム販売から発生するメンテナンス売上

高は前年同期比増収となり、システムサポート事業の売上高は699,686千円（前年同期比6.0％増）、売上高構成比

は37.8％となりました。 

 ③次期の業績の見通し 

 世界経済は回復傾向が見られるものの、わが国では急激な円高と株価低迷から金融市場は厳しく、実体経済でも

雇用状況の悪化もあり回復中の生産や個人消費の先行きは厳しいと考えられます。金融機関につきましては、株式

市場の低迷と円高から設備投資意欲の本格回復にはまだ時間がかかると考えられます。 

 このような状況の中、当社といたしましては、国際財務報告基準（IFRS）対応の「リアルタイム連結システム」

の導入により、主要顧客である金融機関のみならず一般事業法人向けにも注力してまいりたいと考えております。

以上により、平成23年９月期におきましては、売上高2,000,000千円（前年同期比8.1％増）、営業利益450,000

千円（同50.5％増）、経常利益450,000千円（同45.0％増）、当期純利益200,000千円(同45.1％増)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 

当事業年度末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ176,784千円増加し、2,349,869千円となり

ました。これは主に現金及び預金が前期末の売上債権の回収等により増加した一方で、未収消費税等、未収還付法

人税等が減少したことによるものです。固定資産は前事業年度末に比べ11,166千円増加し、700,386千円となりま

した。これは主に繰延税金資産の増加によるものです。この結果、資産合計は前事業年度末に比べ187,951千円増

加し、3,050,256千円となりました。 

負債につきましては、前事業年度末に比べ132,831千円増加し、847,959千円となりました。これは主に未払法人

税等の増加によるものであります。 

純資産につきましては、前事業年度末に比べ55,119千円増加し、2,202,297千円となりました。これは主に当期

純利益の計上によるその他利益剰余金の増加によるものであります。  

１．経営成績
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 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、前事業年度末に比べ287,902千円増加

（前年同期比18.9％増）し、当事業年度末には1,812,825千円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  営業活動の結果得られた資金は360,718千円（前年同期比11.3％減）となりました。これは主に税引前当期純利

益273,523千円の計上、前受収益の増加27,279千円、法人税等の還付額68,207千円により資金が増加した一方で、

仕入債務の減少123,436千円等による資金の減少があったことによります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

  投資活動の結果得られた資金は8,261千円（前年同期比93.5％減）となりました。これは主に投資有価証券の償

還による収入11,038千円により資金が増加した一方で、無形固定資産の取得による支出3,188千円があったことに

よります。   

   

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

  財務活動の結果使用した資金は81,077千円（前年同期比42.7％減）となりました。これは配当金の支払によるも

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 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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：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。 

２．キャッシュ・フロー対有利子負債比率については、上記いずれの期においても有利子負債が存在しない

ため、記載しておりません。 

３．インタレスト・カバレッジ・レシオについては、上記いずれの期においても有利子負債が存在せず利払

いがないため、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、これまで利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保し

つつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としてまいりました。当社の内部留保はこれまでで既に十分な

水準にまで達してきたことを鑑み、株主への利益還元を 優先課題として配当性向40％を目標といたしておりま

す。 

 当事業年度につきましては、業績が前期比増収増益と改善しましたので、株主の皆様のご支援に還元したいと考

え、配当性向の目標を上回って通期の配当を１株当たり2,000円とさせて頂いております。次期につきましても当

期と同水準の１株当たり2,000円を予定しております。  

  平成20年９月期 平成21年９月期 平成22年９月期 

 自己資本比率（％）  74.4   75.0 72.2

 時価ベースの自己資本比率（％）  139.7   85.6 68.6

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  －  －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －  －
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(4）事業等のリスク 

 以下において、当社の事業展開上の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、必ずしも事業上のリスクに該当し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、情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を確認し

た上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、以下の特別

記載事項及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られます。 

①業績の季節変動について 

当社のシステムインテグレーション事業につきましては、第４四半期及び第２四半期に売上高が集中する傾向に

あります。これは、エンドユーザーである金融機関の本決算における自己査定作業を開始する直前の中間決算期末

（９月）と、新年度が始まる前（３月）にシステムの納品が多くなるためであります。 

一方、システムサポート事業の売上高につきましては、路線価（７月公表）及び基準地価（９月公表）のデータ

ベースを基本的に毎年11月までに納品する契約となっているため、第１四半期に売上高が集中する傾向にありま

す。 

②特定の取引先への依存について（エンドユーザーの特定の業界への依存について） 

 当社は、主に金融業界、その中でも特に地方銀行、第二地方銀行、信用金庫及び信用組合等を主要エンドユーザ

ーとして選択し経営資源を集中してまいりました。このため、各期ともに売上高の９割以上が金融機関となってお

ります。 

 近の傾向として、金融機関の合併・統合や倒産・清算等により金融機関数が大幅に減少しておりますが、今後

もこの傾向が続いた場合、金融業界全体のシステムの総投資需要が減少する可能性もあります。しかしながらその

一方で、存続する金融機関は財務体質が強化され、これらの金融機関における新規のシステム投資需要が喚起され

る可能性があります。 

当社といたしましては、信用リスク管理に係るシステム投資は金融機関にとって法的、制度的な観点、及び同業

他社との差別化ツールとしての観点からも重要かつ必要なものであると考えており、今後も金融機関のシステム投

資需要を絶えず喚起していく方針ではありますが、金融機関のシステムに対する投資動向、導入方針等により、当

社の事業展開及び業績に影響が生じる可能性があります。 

③競合について 

当社の信用リスク管理に係るシステムには、競合する開発会社が複数存在しております。平成22年10月より信用

金庫の事務処理を一元管理するしんきん共同システム運営機構が融資統合システムを各信用金庫向けに本格提供し

ます。多くの信用金庫がこの機構に加盟しており、不動産担保評価、自己査定、信用格付などに関するシステムで

当社と競合することが予想されます。当社といたしましては、社内に有する公認会計士等の会計、税務、金融業界

に精通した専門家の業務知識、経験、ノウハウを活かし、信用リスク管理の分野における一連のパッケージの提供

を図ることにより、競合他社との差別化を図っていく方針でありますが、今後、競合他社及び新規参入会社との競

合の激化により、販売価格が低下した場合等には、当社の事業展開及び業績に影響が生じる可能性があります。 

④知的財産権について 

当社が開発したパッケージシステムに係る著作権は基本的に当社が保有していると認識しておりますが、当社の

認識の範囲外で、第三者の知的財産権を侵害する可能性があります。また、今後新たに開発を行うパッケージシス

テム等の著作物に関しましても、著作権を当社が保有し、経営資源として活用する方針でありますが、取引先から

のシステム開発受託の際の条件として将来にわたり維持できるという保証はありません。 

特許権、特にビジネスモデル特許に関してはどのように適用されるか（特に金融技術分野において）が困難なた

め、当社といたしましては顧問弁護士事務所等と協力し法的対応を進めておりますが、当該対応が思うように進展

しない場合や、当社の認識していない第三者の特許やビジネスモデル特許等が成立している場合には、当該第三者

より損害賠償請求及び使用差止の訴え等を起こされる可能性があり、このような場合には当社の事業展開及び業績

に影響が生じる可能性があります。 

なお、現在までに当社に対する訴訟、係争事件等は発生しておりません。 

⑤共同利用型システムについて 

近の中小金融機関においては、信用リスク管理の分野におけるシステムの利用形態は初期投資負担の軽減及び

業界内での標準化を図るため、個別の金融機関が単独でシステム投資を行うのではなく、システム本体は系統のシ

ステム会社等が購入し、各金融機関は回線を通じて従量課金体系にて利用する共同利用型のシステムが増加する傾

向になっております。 

㈱情報企画（3712）　平成22年９月期決算短信
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当社につきましては、平成22年９月末までに関東・甲信越の信用金庫が出資する株式会社しんきん情報サービ

ス、東北の信用金庫が出資する株式会社しんきん総合サービス、及び九州の信用金庫が出資する株式会社九州しん

きん情報サービスに対しては共同利用型の「法人格付システム」を、全国の信用組合及び信用組合連合会が出資す

る信組情報サービス株式会社に対しては共同利用型の「決算書登録システム」「法人格付システム」「個人事業主

格付システム」「担保不動産評価管理システム」「自己査定支援システム」「貸倒実績率算定システム」「経営計

画策定支援システム」「債権償却・引当金管理システム」を販売いたしました。 

 平成21年より全国の信用組合にこれらのシステムを提供しており、当社では機器提供、データ移行サービス、研

修、コンサルティングを行っております。これにより、全国のユーザーの初期投資負担を軽減し、共同利用型シス

テムの特徴を 大限提供できる仕組みといたしました。 

今後も個別金融機関への販売と並行してこれら共同利用型システムの系統システム会社等へのシステム提供を行

う方針であります。 

しかしながら、金融機関に関する法制度や通達等の内容、解釈、運用等に見直しや改正等が生じた場合には、共

同利用型のシステムの投資、利用動向に影響が生じる可能性があり、このような場合には当社の事業展開及び業績

に影響が生じる可能性があります。 

⑥人材の確保について 

当社が今後の安定的な成長を実現していくためには、公認会計士等の会計・税務・金融業界に精通した専門家に

加え、営業、技術、管理及びシステムサポートの各部門において優秀な人材を確保していくことが重要な課題であ

ります。当社は、新卒採用による人員補充、育成を中心とし、中途採用とあわせてバランスの取れた組織を構築す

ることを人事方針とし、優秀な人材を獲得するための努力を行っております。 

現在までのところ、新卒採用計画は順調に推移しておりますが、当社の求める要件を満たす人材の確保・育成が

計画どおりに進まない場合には、当社の事業展開及び業績に影響が生じる可能性があります。 

⑦情報管理について 

当社は、システムの開発、販売、コンサルティング等において、顧客企業の情報に接する機会を有しておりま

す。これら情報の取り扱いにつきましては、個人情報保護法に準拠して社内規程の制定、従業員教育、内部監査等

を実施しております。 

しかし、このような対策にも関わらず、不測の事態により漏洩する事件、事故等が発生した場合には、当社の信

頼低下や損害賠償請求等が発生することが想定され、業績及び財政状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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近の有価証券報告書（平成21年12月22日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「私たちは常に前向きです」を企業の理念とし、企業の経営理念として、 

１．お客様に役立つ企業、社会に役立つ企業をめざします。 

２．専門性の高い精鋭企業として常にトップを走り続けます。 

３．常に挑戦し、学び、革新していく企業をめざします。 

４．独自の価値を生み出すＯＮＬＹ ＯＮＥ企業をめざします。 

５．個人の夢を実現できる自由闊達な企業風土をめざします。 

６．個性ある、優秀な人々が集う広場としての役割も担います。 

を掲げ、経営における行動指針としております。  

(2）目標とする経営指標 

当社は、安定的でかつ成長途上の企業であるとの認識に立ち、①売上高営業利益率35％以上、②一人当たり売

上高２千万円以上の二点を目標とすべき経営指標として掲げ、企業価値の 大化を目指しております。  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

①信用リスク関連システムの拡販 

当社は、会計・税務・金融に特化した専門家集団として、「金融機関の信用リスク管理分野のリーディングカ

ンパニー」を標榜しております。主要販売先は金融機関でこれは今後も変わるものではありません。地域金融機

関、中でも信用金庫が主要な販売先ですが、今後は「信用リスク管理の高度化」対応に沿って大手銀行から中小

金融機関まで幅広く、かつ信用リスク管理全般を網羅して拡販につとめてまいりたいと考えております。  

②信用リスク管理の根幹業務への拡充 

 当社は信用リスク管理業務全般の品揃えを充実させてきました。特に、「担保不動産評価管理システム」、

「法人格付システム」、「自己査定支援システム」等、金融機関の主要な業務に係わるシステムを提供してきた

ことで当社内での業務知識、開発ノウハウが蓄積されてきました。これら信用リスク管理業務に関連するシステ

ムの充実により、金融機関にとって根幹の業務である融資稟議へもシステムを提供してきました。今後、複数の

システムをご利用頂いている金融機関に対して根幹業務、すなわち「融資稟議支援システム」等を提供すること

で、金融機関と一層深く取引をしていけるものと確信しております。金融機関にとって、「なくてはならない存

在」になりたいと考えております。  

③一般事業法人向けシステムの開発・販売 

当社は、金融機関向けシステムを開発・販売しておりますが、ここで培った業務知識や会計・税務などの専門

性の知識を基に、「リアルタイム連結システム」など、先行き一般事業法人にもご利用頂けるシステムを構築し

たいと考えております。これらのシステムを活用することで、当社の事業領域を金融機関に限らず他の領域にも

拡大を図って行くことが可能と考えております。  

④国際会計基準への対応 

 国際会計基準（いわゆるInternational Financial Reporting Standards：IFRS 国際財務報告基準）が、2010

年３月期から任意適用され、2015年には全ての連結上場企業に強制適用される方向で進んでおります。 

 これに向けて国内の会計基準も改正されていく（コンバージェンス：国際会計基準に沿った国内基準の修正）

予定となっています。当社は、国際会計基準への動向を踏まえて、当社の主要販売先である金融機関が必要なシ

ステムを提供できるよう対応してまいりたいと考えております。  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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(4）会社の対処すべき課題 

①優秀な人材の確保 

当社の優位性がシステムの質に依存しているのはもちろんですが、顧客である金融機関や一般事業法人のニー

ズに即座に対応していくためには営業、コンサルティング及び開発の各局面においても業務に精通した優秀な人

材が必要不可欠であります。 

当社の業容が拡大している現状ではその重要性はより一層高まっており、システムエンジニア、営業及びコンサ

ルタントの各分野での優秀な人材の確保に努めてまいります。  

②第二の柱 

当社の売上高の大半は金融機関向けですが、今後の成長を考えた場合、第二の柱を育成していく必要があり、一

般事業法人向けにも売上高を伸ばしていく必要があると考えております。そのために一般事業法人からのニーズに

応じた商品として、「リアルタイム連結システム」を投入し、更なる商品開発の必要があると考えております。 

③情報管理 

 昨今の個人情報保護強化の動きから、当社としても顧客データ管理を強化していこうと考えております。情報管

理については、個人情報のみならず法人情報等ユーザーが保有する情報の管理についても、厳重を期し漏洩などの

問題が生じないよう対処してまいりたいと考えております。  
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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９月30日) 

当事業年度 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,524,922 1,812,825

売掛金 423,575 430,932

仕掛品 68,198 56,554

前払費用 10,115 10,115

繰延税金資産 － 30,447

未収収益 11,776 8,149

未収消費税等 23,637 －

未収還付法人税等 109,787 －

その他 1,583 1,363

貸倒引当金 △511 △518

流動資産合計 2,173,084 2,349,869

固定資産   

有形固定資産   

建物 75,629 73,389

減価償却累計額 △33,780 △37,488

建物（純額） 41,848 35,901

工具、器具及び備品 50,755 52,232

減価償却累計額 △45,563 △47,444

工具、器具及び備品（純額） 5,191 4,787

土地 47,526 45,576

有形固定資産合計 94,566 86,264

無形固定資産   

電話加入権 1,116 1,116

ソフトウエア 20,830 12,134

無形固定資産合計 21,946 13,250

投資その他の資産   

投資有価証券 430,600 399,928

差入保証金 67,066 67,066

繰延税金資産 36,600 112,962

会員権 38,440 20,914

投資その他の資産合計 572,707 600,871

固定資産合計 689,220 700,386

資産合計 2,862,305 3,050,256
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年９月30日) 

当事業年度 
(平成22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 164,888 41,452

未払金 94,701 79,040

未払消費税等 － 20,939

未払法人税等 － 210,055

繰延税金負債 7,369 －

預り金 6,751 6,622

前受収益 241,119 268,399

賞与引当金 42,184 49,681

製品保証引当金 6,239 3,332

その他 1,248 2,337

流動負債合計 564,504 681,860

固定負債   

役員退職慰労引当金 150,623 166,098

固定負債合計 150,623 166,098

負債合計 715,128 847,959

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,625 326,625

資本剰余金   

資本準備金 365,175 365,175

資本剰余金合計 365,175 365,175

利益剰余金   

利益準備金 1,816 1,816

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 43,007 12,515

繰越利益剰余金 1,556,062 1,643,386

利益剰余金合計 1,600,886 1,657,717

自己株式 △55,491 △55,491

株主資本合計 2,237,195 2,294,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △90,017 △91,729

評価・換算差額等合計 △90,017 △91,729

純資産合計 2,147,177 2,202,297

負債純資産合計 2,862,305 3,050,256
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,650,174 1,849,546

売上原価 919,438 888,183

売上総利益 730,735 961,363

販売費及び一般管理費   

役員報酬 123,548 118,664

給料及び手当 127,196 121,239

賞与引当金繰入額 27,285 28,775

福利厚生費 27,334 27,123

退職給付費用 3,064 2,953

役員退職慰労引当金繰入額 16,133 15,474

広告宣伝費 9,756 5,983

旅費及び交通費 46,213 37,900

消耗品費 6,504 5,083

支払手数料 33,264 35,362

研究開発費 ※1  50,854 ※1  175,463

賃借料 43,325 43,287

減価償却費 5,054 3,542

租税公課 10,047 12,045

貸倒引当金繰入額 － 7

その他 29,847 29,382

販売費及び一般管理費合計 559,430 662,289

営業利益 171,304 299,073

営業外収益   

受取利息 2,195 1,518

有価証券利息 8,501 5,609

受取配当金 198 198

法人税等還付加算金 － 3,207

その他 134 674

営業外収益合計 11,030 11,208

営業外費用   

複合金融商品評価損 48,525 －

営業外費用合計 48,525 －

経常利益 133,810 310,282

特別利益   

貸倒引当金戻入額 511 －

特別利益合計 511 －

特別損失   

固定資産除売却損 ※2  122 ※2  1,139

投資有価証券評価損 52,086 18,093

ゴルフ会員権評価損 － 17,526

特別損失合計 52,208 36,758

税引前当期純利益 82,112 273,523

法人税、住民税及び事業税 78,954 250,041

法人税等調整額 26,041 △114,350

法人税等合計 104,996 135,691

当期純利益又は当期純損失（△） △22,883 137,831
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  ※１．主な内訳は次のとおりであります。 

  

  ※２．主な内訳は次のとおりであります。 

なお、前事業年度に表示しておりました「減価償却費」（当事業年度5,313千円）は、重要性が乏しくなっ

たことにより表示しておりません。  

  ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    205,121  21.4  231,822  22.4

Ⅱ 労務費 ※１  602,920  62.8  628,948  60.9

Ⅲ 経費 ※２  151,356  15.8  172,529  16.7

当期総製造費用    959,398  100.0  1,033,300  100.0

期首仕掛品たな卸高    61,781  68,198

合計    1,021,179  1,101,498

期末仕掛品たな卸高    68,198  56,554

他勘定振替高 ※３  47,938  166,540

  差引計    905,043  878,403

販売用ソフトウェア償却額    14,395  9,779

売上原価    919,438  888,183

     

  前事業年度 当事業年度 

原価計算の方法 個別原価計算によっております。  同 左 

項目 前事業年度 当事業年度 

賃金手当（千円）  338,300  351,813

雑給（千円）  104,960  89,162

法定福利費（千円）     50,533  55,712

賞与引当金繰入額（千円）  73,452  96,716

項目 前事業年度 当事業年度 

外注加工費（千円）  10,644  44,698

賃借料（千円）  64,988  64,931

減価償却費（千円）  7,581 －

旅費交通費(千円)  48,374  39,702

受注損失引当金繰入額(千円)  1,584  26,805

受注損失引当金戻入益(千円) △1,584 △26,805

項目 前事業年度 当事業年度 

ソフトウェア（千円）  6,632  1,583

研究開発費（千円）  41,306  164,957
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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10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 326,625 326,625

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 326,625 326,625

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 365,175 365,175

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 365,175 365,175

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,816 1,816

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,816 1,816

その他利益剰余金   

プログラム等準備金   

前期末残高 85,510 43,007

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 △42,503 △30,491

当期変動額合計 △42,503 △30,491

当期末残高 43,007 12,515

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,678,192 1,556,062

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 42,503 30,491

剰余金の配当 △141,750 △81,000

当期純利益又は当期純損失（△） △22,883 137,831

当期変動額合計 △122,129 87,323

当期末残高 1,556,062 1,643,386

自己株式   

前期末残高 △55,491 △55,491

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △55,491 △55,491

株主資本合計   

前期末残高 2,401,828 2,237,195

当期変動額   

剰余金の配当 △141,750 △81,000

当期純利益又は当期純損失（△） △22,883 137,831

当期変動額合計 △164,633 56,831

当期末残高 2,237,195 2,294,026
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30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 △55,071 △90,017

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,946 △1,711

当期変動額合計 △34,946 △1,711

当期末残高 △90,017 △91,729

純資産合計   

前期末残高 2,346,757 2,147,177

当期変動額   

剰余金の配当 △141,750 △81,000

当期純利益又は当期純損失（△） △22,883 137,831

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34,946 △1,711

当期変動額合計 △199,579 55,119

当期末残高 2,147,177 2,202,297
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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10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 82,112 273,523

減価償却費 27,031 18,635

貸倒引当金の増減額（△は減少） △511 7

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,999 7,496

製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,465 △2,907

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,133 15,474

受取利息及び受取配当金 △10,895 △7,326

複合金融商品評価損 48,525 －

投資有価証券評価損益（△は益） 52,086 18,093

有形固定資産除売却損益（△は益） 122 1,139

ゴルフ会員権評価損 － 17,526

売上債権の増減額（△は増加） 511,523 △7,357

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,416 11,643

未収消費税等の増減額（△は増加） △23,637 23,637

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,161 3,657

仕入債務の増減額（△は減少） 114,834 △123,436

未払金の増減額（△は減少） △2,979 △15,583

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,278 20,939

前受収益の増減額（△は減少） 12,161 27,279

その他の流動負債の増減額（△は減少） △794 2,552

小計 782,714 284,994

利息及び配当金の受取額 13,446 7,516

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △389,346 68,207

営業活動によるキャッシュ・フロー 406,814 360,718

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 28,754 －

有形固定資産の取得による支出 △2,252 △2,083

有形固定資産の売却による収入 － 2,528

無形固定資産の取得による支出 △10,773 △3,188

投資有価証券の売却及び償還による収入 110,956 11,038

その他 △78 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー 126,606 8,261

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △141,457 △81,077

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,457 △81,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 391,963 287,902

現金及び現金同等物の期首残高 1,132,959 1,524,922

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,524,922 ※  1,812,825
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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10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30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）。なお、組込デリバティブを区別し

て測定することができない複合金融商品

については、複合金融商品全体を時価評

価し、評価差額を当事業年度の営業外損

益に計上しております。 

  

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）。 

  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 

仕掛品 

 個別法による原価法(貸借対照表価額は

収益性の低下による簿価切下げの方法) 

  

 (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。

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

仕掛品 

 個別法による原価法(貸借対照表価額は

収益性の低下による簿価切下げの方法) 

  

  

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（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物          15～39年 

器具及び備品      ３～８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  

 なお、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)、販売目的のソフトウェアについて

は販売見込数量に基づく償却額と残存有

効期間（36ヶ月）を限度とする均等配分

額とを比較しいずれか大きい額を償却す

る方法によっております。 

  

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

同 左 

  (3）リース資産  

 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。

(3）リース資産  

同 左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 売上債権等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

を勘案して、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 

 従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額基準により計上しており

ます。  

  

(2）賞与引当金 

同 左 

  (3）製品保証引当金 

 製品の無償補修費用の支出に備えるた

め、過去の実績率を基準とした補修見積

額を引当計上しております。 

  

（会計方針の変更）  

 従来、個別案件に対する補修見込額を

引当計上しておりましたが、当事業年度

より過去の実績率を基準とした補修見積

額を引当計上しております。この見直し

は当事業年度から、過去一定期間の製品

販売後の無償補修についての実績分析が

可能になったことから財務の健全性を高

め、期間損益計算の適正化を図ることを

目的として行ったものであります。 

 これによる損益に与える影響は軽微で

あります。  

  

(3）製品保証引当金 

 製品の無償補修費用の支出に備えるた

め、過去の実績率を基準とした補修見積

額を引当計上しております。  

  

  

   (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。   

  

 (4）役員退職慰労引当金 

同 左 

   (5）受注損失引当金 

 受注契約に係る将来の損失に備えるた

め、当事業年度末における受注契約に係

る損失見込額を計上しております。  

 (5）受注損失引当金 

同 左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

５．収益及び費用の計上基準 ──── 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

イ 当事業年度末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる案件 

  工事進行基準（工事の進捗率の見積り

は原価比例法） 

ロ その他の案件  

  工事完成基準    

  

（会計方針の変更） 

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計

上方法については、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）を当事業年

度より適用し、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案件につ

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、当事業年度の売上高は

23,353千円増加し、営業利益、経常利益、

税引前当期純利益はそれぞれ16,254千円増

加しております。  

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同 左 

７．その他財務諸表作成のた

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。 

  消費税等の会計処理 

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10月１日 
 至 平成21年９月30日） 

当事業年度     
 （自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30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、「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））が平成20年４

月１日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用す

ることができるようになったことに伴い、当事業年度か

らこれらの会計基準等を適用し、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。また、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の減

価償却の方法については、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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

──── 
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表示方法の変更

前事業年度     
 （自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日） 

当事業年度     
 （自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました営業活動によ

るキャッシュ・フローの「有形固定資産売却益」「有形

固定資産除売却損」は、ＥＤＩＮＥＴのＸＢＲＬ導入に

伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当事業年度

より「有形固定資産除売却損益(△は益)」として掲記し

ております。 

 なお、当事業年度の「有形固定資産除売却損益(△は

益)」に含まれる「有形固定資産除売却損」は122千円で

あります。 

──── 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年９月30日） 

当事業年度 
（平成22年９月30日） 

当座借越契約 

 当社は運転資金の効率的な調達を行うため２金融機

関と当座借越契約を締結しております。これら契約に

基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。  

当座借越契約 

 当社は運転資金の効率的な調達を行うため２金融機

関と当座借越契約を締結しております。これら契約に

基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。  

当座借越極度額の総額 千円110,000

借入実行残高 千円－

差引額 千円110,000

当座借越極度額の総額 千円110,000

借入実行残高 千円－

差引額 千円110,000

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

※１．研究開発費の総額                

  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

     50,854千円

※１．研究開発費の総額                

  一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

       千円175,463

※２．固定資産除売却損は、器具及び備品122千円であり

ます。 

※２．固定資産除売却損は、建物 千円、器具及び備

品 千円であります。 

1,107

32
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前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30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．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

  

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 次のとおり決議しております。 

  

（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  40,900  －  －  40,900

合計  40,900  －  －  40,900

 自己株式 

普通株式  400  －  －  400

合計  400  －  －  400

（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12月18日 
 定時株主総会 

普通株式  101,250  2,500 平成20年９月30日 平成20年12月19日

 平成21年５月11日 
 取締役会 

普通株式  40,500  1,000 平成21年３月31日 平成21年６月５日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日

 平成21年12月21日 
 定時株主総会 

普通株式  40,500 利益剰余金  1,000 平成21年９月30日 平成21年12月22日
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当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30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．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

  

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 次のとおり決議を予定しております。 

  

   

  
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  40,900  －  －  40,900

合計  40,900  －  －  40,900

 自己株式 

普通株式  400  －  －  400

合計  400  －  －  400

（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12月21日 
 定時株主総会 

普通株式  40,500  1,000 平成21年９月30日 平成21年12月22日

 平成22年５月７日 
 取締役会 

普通株式  40,500  1,000 平成22年３月31日 平成22年６月11日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日

 平成22年12月21日 
 定時株主総会 

普通株式  40,500 利益剰余金  1,000 平成22年９月30日 平成22年12月22日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

※ 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 

※ 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９月30日現在） （平成22年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 1,524,922千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円

現金及び現金同等物 1,524,922千円
  

現金及び預金勘定 1,812,825千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円

現金及び現金同等物 1,812,825千円

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

１．借主側 

 重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なた

め、記載を省略しております。 

１．借主側 

同 左 

  

 ２．貸主側 

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のも

のに係る未経過リース料 

 ２．貸主側 

オペレーティング・リース取引のうち、解約不能のも

のに係る未経過リース料 

１年以内  1,260千円

１年超    630千円

合  計 1,890千円

１年以内  630千円

１年超    －千円

合  計 630千円
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当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30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、資金運用については安全性の高い金融商品を基本としております。また、借入金等による資金調達は

行っておりません。デリバティブ取引は、余資運用目的で行うこととし、リスクの高い投機的な取引は行わない

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、主に債券及び投資信託であり、市場価格または外国為替レートの変動リスクに晒されており

ます。 

 差入保証金は、主に事務所の賃貸契約における保証金であります。 

 営業債務である買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。  

（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 

 営業債権については、販売管理規程に従い、期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況の悪化等によ

る回収懸念の有無を随時把握する体制としております。   

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し取締役会に報告することにより、保

有状況の見直しを継続的に行っております。 

③ 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 

 営業債務については、当社の経理部門において適時に資金繰計画を作成するなどにより、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ことがあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年９月30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。 

（金融商品関係）

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  1,812,825  1,812,825  －

(2) 売掛金  430,932     

  貸倒引当金  △518     

   430,414  430,414  －

(3) 投資有価証券 

   その他有価証券  

  

 399,928

  

 399,928

  

 －

(4) 差入保証金  67,066  66,195  △871

 資産計  2,710,234  2,709,363  △871

(1) 買掛金  41,452  41,452  －

(2）未払金  79,040  79,040  －

(3）未払法人税等  210,055  210,055  －

(4) 前受収益  268,399  268,399  －

 負債計  598,947  598,947  －
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  （注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

     資 産 

（1）現金及び預金、（2）売掛金 

 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。 

（3）投資有価証券 

 これらの時価については、取引金融機関から提示された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」をご参照ください。  

（4）差入保証金  

 これらの時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割

り引いた現在価値により算定しております。 

     負 債 

（1）買掛金、（2）未払金、（3）未払法人税等、(4) 前受収益 

 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。 

 （注）２．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。 

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） 

 預金  1,812,640  －  －  －

 売掛金  430,932  －  －  －

 投資有価証券 

  その他有価証券のうち満期があるもの 

     債券  

    社債  

   その他 

  

  

  

 

 

－

－

  

  

  

 

 

33,450

99,477

  

  

  

 

 

－

－

  

  

  

 

 

－

－

 差入保証金  －  67,066  －  －

 合計  2,243,572  199,994  －  －
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前事業年度（平成21年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のある有価証券 

(注)当事業年度において、その他有価証券で時価のある有価証券について減損処理(52,086千円)を行っております。 

 減損処理にあたっては、四半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原則減損処理を行い、

30％～50％程度下落した場合には、時価の推移及び発行体の財政状態等を勘案した上で、回復可能性を検討し、回復

可能性のないものについては減損処理を行っております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  該当事項はありません。 

３．当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

  該当事項はありません。 

  

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額  

  

（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  －  －  －

(2) 債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3) その他  47,888  52,952  5,063

小計  47,888  52,952  5,063

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(1) 株式  －  －  －

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  152,250  124,350  △27,899

③その他  －  －  －

(3) その他  328,885  253,297  △75,587

小計  481,135  377,648  △103,487

合計  529,024  430,600  △98,423

  １年以内（千円） １年超５年以内 (千円) 10年超 (千円)

 債券   

社債  －  33,350  －

その他   －  99,477  －
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当事業年度（平成22年９月30日現在） 

１．その他有価証券 

２．減損処理を行った有価証券 

 当事業年度において、有価証券について18,093千円減損処理を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、四半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原則減損処理

を行い、30％～50％程度下落した場合には、時価の推移及び発行体の財政状態等を勘案した上で、回復可能性を検

討し、回復可能性のないものについては減損処理を行っております。  

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 

取得原価を超えるもの 

(1) 株式  －  －  －

(2) 債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3) その他  51,310  47,888  3,422

小計  51,310  47,888  3,422

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(1) 株式  －  －  －

(2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  113,459  152,250  △38,790

③その他  －  －  －

(3) その他  235,157  299,754  △64,596

小計  348,617  452,004  △103,386

合計  399,928  499,892  △99,964
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  前事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日）  

  １．取引の状況に関する事項  

           

  ２．取引の時価等に関する事項 

   期末残高がないため、該当事項はありません。 

  当事業年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日）  

 該当事項はありません。 

１．採用している退職給付制度の概要 

   当社は、平成17年10月より、確定拠出型の制度として企業型確定拠出年金制度を採用しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

  退職給付債務は、企業型確定拠出年金制度であるため、残高はありません。 

 そのため、退職給付引当金は計上しておりません。 

３．退職給付費用に関する事項                              

 （注）確定拠出年金掛金は退職給付費用に計上しております。 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

（1）取引の内容 

当社は、余剰資金の運用目的でデリバティブを組み

込んだ複合金融商品を利用しております。 

  

（2）取引に対する取組方針 

デリバティブを組み込んだ複合金融商品は、余資運

用目的で行うこととし、リスクの高い投機的な取引

は行わない方針であります。 

  

（3）取引に係るリスクの内容 

デリバティブを組み込んだ複合金融商品は、日経平

均株価の変動によるリスクを有しております。また

当社が行っているデリバティブ取引の相手先は、信

用力の高い金融機関であるため、相手先の契約不履

行による信用リスクはほとんど無いものと認識して

おります。 

  

（4）取引に係るリスク管理体制 

当社のデリバティブ取引は、定められた運用資金の

範囲内でのみ行うものであり、取締役会における承

認を受けたうえで管理部が実行及び管理をしており

ます。 

（退職給付関係）

  
前事業年度

（平成21年９月30日） 
当事業年度

（平成22年９月30日） 

 確定拠出年金掛金 （千円）  14,128  13,773
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該当事項はありません。  

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年９月30日） 

当事業年度 
（平成22年９月30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）    

未払事業所税 914千円

賞与引当金 17,139  

貸倒引当金 172  

製品保証引当金 2,535  

役員退職慰労引当金 61,198  

ソフトウェア 15,596  

投資有価証券評価損 28,273  

その他有価証券評価差額金 39,989  

繰延税金資産小計 165,819  

評価性引当額 △99,892  

繰延税金資産合計 65,927  

（繰延税金負債）   

未収還付事業税 7,264  

プログラム等準備金 29,431  

繰延税金負債合計 36,696  

繰延税金資産の純額 29,230  

（繰延税金資産）    

未払事業税 16,394千円

未払事業所税 902  

賞与引当金 20,185  

貸倒引当金 175  

製品保証引当金 1,353  

役員退職慰労引当金 67,485  

ソフトウェア 83,564  

投資有価証券評価損 35,624  

その他有価証券評価差額金 40,615  

ゴルフ会員券評価損 7,120  

繰延税金資産小計 273,423  

評価性引当額 △121,448  

繰延税金資産合計 151,974  

（繰延税金負債）   

プログラム等準備金 8,564  

繰延税金負債合計 8,564  

繰延税金資産の純額 143,409  

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 40.6％

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.2  

住民税均等割 1.7  

評価性引当額 83.2 

所得税額控除 △2.4 

その他  0.6  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 127.9 

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 40.6％

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4  

住民税均等割 0.5  

評価性引当額 7.6 

所得税額控除 △0.4 

研究開発減税 △0.8 

その他  0.7  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.6 
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該当事項はありません。 

  該当事項はありません。 

該当事項はありません。  

    

（注）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。  

  

（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。 

  該当事項はありません。 

（持分法損益等）

（賃貸等不動産関係）

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり純資産額 円53,016.72

１株当たり当期純損失金額 円565.01

１株当たり純資産額 円54,377.71

１株当たり当期純利益金額 円3,403.25

 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、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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度末

（平成21年９月30日） 
当事業年度末

（平成22年９月30日） 

純資産の部の合計額（千円）  2,147,177  2,202,297

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  2,147,177  2,202,297

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式数（株） 
 40,500  40,500

  
前事業年度

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △22,883  137,831

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） 
 △22,883  137,831

期中平均株式数（株）  40,500  40,500

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

(2）生産、受注及び販売の状況 

 ①生産実績 

  当事業年度の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 ②受注状況 

  当事業年度の受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

 ③販売実績 

  当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１． 近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下のとお

りであります。 

     当事業年度の㈱しんきん情報サービスにつきましては、当該割合が100分の10未満であるため、記載を省

略しております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．その他

事業部門別 
当事業年度

（自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日  

   前年同期比（％）

 システムインテグレーション（千円）    1,149,860    116.1

 システムサポート（千円）   699,686   106.0

合計（千円）  1,849,546  112.1

事業部門別 受注高（千円) 前年同期比（％) 受注残高（千円) 前年同期比（％)

 システムインテグレーション  1,061,733  96.9   134,102   60.3

 システムサポート   703,272   106.3   5,760   264.9

合計   1,765,005   100.4   139,862   62.3

事業部門別 
当事業年度

（自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日  

前年同期比（％）

 システムインテグレーション（千円）    1,149,860    116.1

 システムサポート（千円）   699,686   106.0

合計（千円）  1,849,546  112.1

相手先 

前事業年度
（自 平成20年10月１日 

  至 平成21年９月30日）  

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 

  至 平成22年９月30日）  

 販売高（千円）  割合（％）  販売高（千円）  割合（％） 

 日本電気㈱   292,110   17.7   256,033   13.8

 ㈱しんきん情報サービス   190,046   11.5   －   －
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