
 

 

 

平成 23年１月28日 

各 位 

会 社 名 東京日産コンピュータシステム株式会社

代表者名 代表取締役社長 齊 藤  学

(コード番号 3316 大証) 

問合せ先 経 理 部 長 赤 木 正 人

電話番号 0 3－ 5 4 6 6－ 5 5 3 0 (代 表 )  

 

（訂正）「平成 21年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成 23 年１月 12 日付「第三者調査委員会調査報告書の調査報告と過年度決算の訂正概要のお

知らせ」において、過年度決算訂正につきまして、確定次第速やかに開示する旨、お知らせいたしました。 

このたび、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

なお、訂正前と訂正後をそれぞれ記載し、訂正箇所には下線  を付して表示しております。 

 

記 

 

1. 訂正の経緯 

平成22年 12月 10日付「第三者調査委員会の設置に関するお知らせ」及び平成23年１月12日付「第

三者調査委員会調査報告書の調査報告と過年度決算の訂正概要のお知らせ」をご参照ください。 

 

2. 訂正を行う決算短信の概要 

決算期 平成21年３月期 

公表日 平成21年５月14日 

 

 

以 上 
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1. 21年３月期の連結業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  
  

 
(訂正前) 

 

 
  

(訂正後) 

 

 
  

平成21年３月期 決算短信

(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績

(訂正前) (％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 ％

21年３月期 9,013  △1.2 233 △ 9.9 238 △ 9.6 33  ―  

20年３月期 9,121  △0.8 258 △17.8 263 △24.5 △580  ―  

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 ％ ％ ％

21年３月期  2,630.86 ― 2.2 7.3 2.6

20年３月期 △46,076.97 ― △31.8 6.6 2.8

(参考) 持分法投資損益 21年３月期 ―百万円 20年３月期 ―百万円

(訂正後) (％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 ％

21年３月期 9,013  △1.2 230 △ 8.0 235 △ 7.7 31  ―  

20年３月期 9,121  △0.8 250 △20.6 254 △27.0 △711  ―  

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 ％ ％ ％

21年３月期 2,489.67 ― 2.3 7.5 2.6

20年３月期 △56,435.17 ― △40.4 6.5 2.7

(参考) 持分法投資損益 21年３月期 ―百万円 20年３月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

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

21年３月期 3,035 1,485 48.9 117,925.18

20年３月期 3,482 1,513 43.5 120,149.00

(参考) 自己資本 21年３月期 1,485百万円 20年３月期 1,513百万円

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

21年３月期 2,903 1,353 46.6 107,425.78

20年３月期 3,351 1,383 41.3 109,790.79

(参考) 自己資本 21年３月期 1,353百万円 20年３月期 1,383百万円
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2. 配当の状況 

(訂正前) 

 
  

(訂正後) 

 
  

  

１株当たり配当金
配当金総額 
(年間)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)(基準日)

第１ 
四半期末

第２  
四半期末

第３
四半期末

期 末 年 間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年３月期 ― ― 0 00 ― ― 5,000 00 5,000 00 63 ― 3.4

21年３月期 ― ― 0 00 ― ― 2,500 00 2,500 00 31 95.0 2.1

22年３月期(予想) ― ― 0 00 ― ― 2,500 00 2,500 00 ― 63.0 ―

１株当たり配当金
配当金総額 
(年間)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)(基準日)

第１ 
四半期末

第２ 
四半期末

第３
四半期末

期 末 年 間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年３月期 ― ― 0 00 ― ― 5,000 00 5,000 00 63 ― 3.6

21年３月期 ― ― 0 00 ― ― 2,500 00 2,500 00 31 100.4 2.3

22年３月期(予想) ― ― 0 00 ― ― 2,500 00 2,500 00 ― 63.0 ―
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1. 21年３月期の個別業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 

 

 
  

 
  

 

 
  

 
  
  

(2) 個別財政状態 

(訂正前) 

 

 
  

(訂正後) 

 

 
  

  

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績

(訂正前) (％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 ％

21年３月期 7,276 △ 0.4 243 △13.7 248 △13.6  65  ―  

20年３月期 7,307 △ 2.1 282 △16.6 287 △22.9 △608  ―  

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円  銭 円 銭

21年３月期 5,196.68 ―

20年３月期 △48,290.11 ―

(訂正後) (％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 ％

21年３月期 7,276 △ 0.4 240 △12.0 245 △12.0  63  ―  

20年３月期 7,307 △ 2.1 273 △19.2 278 △25.3 △738  ―  

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円  銭 円 銭

21年３月期 5,055.49 ―

20年３月期 △58,648.31 ―

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

21年３月期 2,894 1,519 52.5 120,561.04

20年３月期 3,271 1,514 46.3 120,219.04

(参考) 自己資本 21年３月期 1,519百万円 20年３月期 1,514百万円

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

21年３月期 2,761 1,386 50.2 110,061.64

20年３月期 3,141 1,384 44.1 109,860.83

(参考) 自己資本 21年３月期 1,386百万円 20年３月期 1,384百万円
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(訂正前) 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した世界的な

金融市場の混乱により、急激な円高・株安が企業収益を著しく圧迫し、設備投資の減退、雇用環境の悪

化が加速化し、その影響が個人消費の低迷にまで及び、景気の後退はかつてない深刻な状況で推移いた

しました。特に、第３四半期後半からの急激な経済環境の悪化は、企業業績に計り知れない影響を及ぼ

してまいりました。  

 当社グループの属するＩＴ業界におきましては、設備投資の減退が続く中、ＩＴベンダー間の激しい

競争によるＩＴ商品の低価格化が一層進み、ビジネス環境は厳しい状況で推移いたしました。 また、

人材派遣業界におきましては、派遣契約の継続契約の取りやめ等により収益力は加速度的に減退してま

いりました。 

 このような状況のもと、当社グループは「情報化ライフサイクルサポーター」として、技術の優位

性、業務の卓越性、顧客対応力を強化し、顧客にとってのベストソリューションを提供することによ

り、より付加価値の高いビジネスを展開し、新規顧客の獲得と既存顧客との取引拡大を軸に、受注高の

確保とサービスビジネスの拡大を目指した営業活動を行ってまいりました。  

 この結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高9,013百万円(前年同期比108百万円減、

1.2％減)、営業利益233百万円(前年同期比25百万円減、9.9％減)、経常利益238百万円(前年同期比25百

万円減、9.6％減)となりました。当期純利益につきましては、投資有価証券評価損等の特別損失を110

百万円計上した結果、33百万円の利益(前年同期は580百万円の損失)となりました。  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 

① 情報システム関連事業 

情報システム関連事業は、ＩＴ投資の減退や競合先との激しい競争状態によるＩＴ商品の低価格

化が進む中、活動の中心をハードウェアビジネスから収益力のあるサービスビジネスへとシフトを

図ってまいりましたが、売上高は7,270百万円(前年同期比30百万円減、0.4％減)、営業利益につき

ましては246百万円(前年同期比38百万円減、13.4％減)となりました。 

② 人材派遣事業 

人材派遣事業は、新規登録者数の確保に重点を置き活動をしてまいりましたが、契約満了後の継

続契約の取りやめ等により、売上高は1,742百万円(前年同期比78百万円減、4.3％減)、営業利益に

つきましては13百万円の損失(前年同期は26百万円の損失)となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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(訂正後) 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した世界的な

金融市場の混乱により、急激な円高・株安が企業収益を著しく圧迫し、設備投資の減退、雇用環境の悪

化が加速化し、その影響が個人消費の低迷にまで及び、景気の後退はかつてない深刻な状況で推移いた

しました。特に、第３四半期後半からの急激な経済環境の悪化は、企業業績に計り知れない影響を及ぼ

してまいりました。  

 当社グループの属するＩＴ業界におきましては、設備投資の減退が続く中、ＩＴベンダー間の激しい

競争によるＩＴ商品の低価格化が一層進み、ビジネス環境は厳しい状況で推移いたしました。 また、

人材派遣業界におきましては、派遣契約の継続契約の取りやめ等により収益力は加速度的に減退してま

いりました。 

 このような状況のもと、当社グループは「情報化ライフサイクルサポーター」として、技術の優位

性、業務の卓越性、顧客対応力を強化し、顧客にとってのベストソリューションを提供することによ

り、より付加価値の高いビジネスを展開し、新規顧客の獲得と既存顧客との取引拡大を軸に、受注高の

確保とサービスビジネスの拡大を目指した営業活動を行ってまいりました。  

 この結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高9,013百万円(前年同期比108百万円減、

1.2％減)、営業利益230百万円(前年同期比19百万円減、8.0％減)、経常利益235百万円(前年同期比19百

万円減、7.7％減)となりました。当期純利益につきましては、投資有価証券評価損等の特別損失を110

百万円計上した結果、31百万円の利益(前年同期は711百万円の損失)となりました。  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 

① 情報システム関連事業 

情報システム関連事業は、ＩＴ投資の減退や競合先との激しい競争状態によるＩＴ商品の低価格

化が進む中、活動の中心をハードウェアビジネスから収益力のあるサービスビジネスへとシフトを

図ってまいりましたが、売上高は7,270百万円(前年同期比30百万円減、0.4％減)、営業利益につき

ましては243百万円(前年同期比32百万円減、11.8％減)となりました。 

② 人材派遣事業 

人材派遣事業は、新規登録者数の確保に重点を置き活動をしてまいりましたが、契約満了後の継

続契約の取りやめ等により、売上高は1,742百万円(前年同期比78百万円減、4.3％減)、営業利益に

つきましては13百万円の損失(前年同期は26百万円の損失)となりました。 
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(訂正前) 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は3,035百万円となり、前連結会計年度末に比べ446百万円減少してお

ります。これは、主に売掛金の減少によるものであります。負債については1,550百万円となり、

前連結会計年度末に比べ418百万円減少しております。これは、主に買掛金の減少によるものであ

ります。純資産については1,485百万円となり、前連結会計年度末に比べ28百万円減少しておりま

す。これは、主に配当金の支払いによる減少及び当期純利益の計上によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比

べ19百万円増加し、452百万円となりました。  

(営業活動によるキャッシュ・フロー)  

営業活動により得られた資金は357百万円(前年同期比26.3％増)となりました。これは、主に仕

入債務の減少が388百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が128百万円、売掛金の回収等に

よる売上債権の減少365百万円及びたな卸資産の減少116百万円があったことによるものでありま

す。  

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

投資活動により使用した資金は104百万円(前年同期比17.2％増)となりました。これは、主に有

形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が67百万円あったことによるものであります。  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により使用した資金は233百万円(前年同期比27.7％減)となりました。これは、短期借

入金の返済による支出が170百万円及び配当金の支払による支出が63百万円あったことによるもの

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．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

  ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。  

  ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。  

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

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

    利子を支払っている全ての負債を対象としております。  

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

    ４．平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率については、有利子負債が存在しない 

    ため記載しておりません。      

(2) 財政状態に関する分析

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 47.2％ 43.5％ 48.9％

時価ベースの自己資本比率 47.8％ 37.3％ 17.1％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 6.7年 0.6年 ―年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 12.3倍 58.9倍 252.5倍
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(訂正後) 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は2,903百万円となり、前連結会計年度末に比べ447百万円減少してお

ります。これは、主に売掛金の減少によるものであります。負債については1,550百万円となり、

前連結会計年度末に比べ418百万円減少しております。これは、主に買掛金の減少によるものであ

ります。純資産については1,353百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円減少しておりま

す。これは、主に配当金の支払いによる減少及び当期純利益の計上によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比

べ19百万円増加し、452百万円となりました。  

(営業活動によるキャッシュ・フロー)  

営業活動により得られた資金は357百万円(前年同期比26.3％増)となりました。これは、主に仕

入債務の減少が388百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が125百万円、売掛金の回収等に

よる売上債権の減少365百万円及びたな卸資産の減少116百万円があったことによるものでありま

す。  

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

投資活動により使用した資金は104百万円(前年同期比17.2％増)となりました。これは、主に有

形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が67百万円あったことによるものであります。  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により使用した資金は233百万円(前年同期比27.7％減)となりました。これは、短期借

入金の返済による支出が170百万円及び配当金の支払による支出が63百万円あったことによるもの

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．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

  ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。  

  ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。  

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

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

    利子を支払っている全ての負債を対象としております。  

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

    ４．平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率については、有利子負債が存在しない 

    ため記載しておりません。      

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 47.2％ 41.3％ 46.6％

時価ベースの自己資本比率 47.8％ 38.7％ 17.9％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 6.7年 0.6年 ―年

インタレスト・カバレッジ・レシオ 12.3倍 58.9倍 252.5倍
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(訂正前) 

4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部 

流動資産

現金及び預金 433,229 452,940

受取手形及び売掛金 1,980,967 1,625,609

たな卸資産 193,729 －

商品 － 67,267

仕掛品 － 9,748

貯蔵品 － 100

前渡金 154,260 178,587

繰延税金資産 41,026 51,218

その他 47,410 27,944

貸倒引当金 △2,279 △2,280

流動資産合計 2,848,345 2,411,136

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 96,736 84,980

減価償却累計額 △61,431 △62,532

建物及び構築物（純額） 35,305 22,447

その他 237,272 238,609

減価償却累計額 △166,853 △187,838

その他（純額） 70,418 50,770

有形固定資産合計 105,724 73,218

無形固定資産

ソフトウエア 277,721 329,157

その他 250 220

無形固定資産合計 277,971 329,377

投資その他の資産

投資有価証券 119,346 70,744

長期貸付金 － 37,000

繰延税金資産 38,174 59,090

その他 111,362 111,061

貸倒引当金 △18,860 △55,729

投資その他の資産合計 250,024 222,167

固定資産合計 633,719 624,762

資産合計 3,482,065 3,035,899
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部 

流動負債

買掛金 993,799 630,067

短期借入金 170,000 －

未払費用 197,903 210,123

未払法人税等 24,956 84,046

前受金 193,102 202,447

賞与引当金 106,691 104,210

その他 57,370 63,703

流動負債合計 1,743,824 1,294,598

固定負債

退職給付引当金 182,244 205,983

役員退職慰労引当金 42,120 49,460

固定負債合計 224,364 255,443

負債合計 1,968,188 1,550,042

純資産の部

株主資本

資本金 867,740 867,740

資本剰余金 447,240 447,240

利益剰余金 207,382 177,531

株主資本合計 1,522,362 1,492,511

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8,484 △6,653

評価・換算差額等合計 △8,484 △6,653

純資産合計 1,513,877 1,485,857

負債純資産合計 3,482,065 3,035,899
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(訂正後) 

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部 

流動資産

現金及び預金 433,229 452,940

受取手形及び売掛金 1,980,967 1,625,609

たな卸資産 193,729 －

商品 － 67,267

仕掛品 － 9,748

貯蔵品 － 100

前渡金 154,260 178,587

繰延税金資産 41,026 51,218

その他 58,727 39,261

貸倒引当金 △2,279 △2,280

流動資産合計 2,859,662 2,422,453

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 96,736 84,980

減価償却累計額 △61,431 △62,532

建物及び構築物（純額） 35,305 22,447

その他 237,272 238,609

減価償却累計額 △166,853 △187,838

その他（純額） 70,418 50,770

有形固定資産合計 105,724 73,218

無形固定資産

ソフトウエア 46,314 94,750

その他 250 220

無形固定資産合計 46,564 94,970

投資その他の資産

投資有価証券 119,346 70,744

長期貸付金 － 37,000

繰延税金資産 127,751 149,888

その他 111,362 111,061

貸倒引当金 △18,860 △55,729

投資その他の資産合計 339,601 312,964

固定資産合計 491,889 481,153

資産合計 3,351,552 2,903,607
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部 

流動負債

買掛金 993,799 630,067

短期借入金 170,000 －

未払費用 197,903 210,123

未払法人税等 24,956 84,046

前受金 193,102 202,447

賞与引当金 106,691 104,210

その他 57,370 63,703

流動負債合計 1,743,824 1,294,598

固定負債

退職給付引当金 182,244 205,983

役員退職慰労引当金 42,120 49,460

固定負債合計 224,364 255,443

負債合計 1,968,188 1,550,042

純資産の部

株主資本

資本金 867,740 867,740

資本剰余金 447,240 447,240

利益剰余金 76,868 45,238

株主資本合計 1,391,848 1,360,218

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8,484 △6,653

評価・換算差額等合計 △8,484 △6,653

純資産合計 1,383,363 1,353,564

負債純資産合計 3,351,552 2,903,607
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(訂正前) 

(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売上高 9,121,701 9,013,172

売上原価 7,799,781 7,732,509

売上総利益 1,321,919 1,280,662

販売費及び一般管理費 ※1 1,063,091 ※1 1,047,569

営業利益 258,828 233,093

営業外収益

受取利息 1,746 1,541

受取配当金 3,095 3,140

保険配当金 1,160 970

保険解約返戻金 3,134 －

その他 394 897

営業外収益合計 9,530 6,549

営業外費用

支払利息 4,998 1,627

その他 － 4

営業外費用合計 4,998 1,631

経常利益 263,360 238,011

特別利益

役員退職慰労引当金戻入額 814 －

貸倒引当金戻入額 － 1,525

特別利益合計 814 1,525

特別損失

減損損失 ※2 637,431 ※2 －

投資有価証券評価損 129,240 51,685

貸倒引当金繰入額 － 37,000

事務所移転費用 － 21,009

固定資産除却損 ※3 113 ※3 339

その他 － 840

特別損失合計 766,785 110,874

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△502,611 128,661

法人税、住民税及び事業税 94,501 127,877

過年度法人税等 2,462 －

法人税等調整額 △19,005 △32,364

法人税等合計 77,958 95,512

当期純利益又は当期純損失（△） △580,569 33,148
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(訂正後) 

 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売上高 9,121,701 9,013,172

売上原価 7,799,781 7,732,509

売上総利益 1,321,919 1,280,662

販売費及び一般管理費 ※1 1,071,841 ※1 1,050,569

営業利益 250,078 230,093

営業外収益

受取利息 1,746 1,541

受取配当金 3,095 3,140

保険配当金 1,160 970

保険解約返戻金 3,134 －

その他 394 897

営業外収益合計 9,530 6,549

営業外費用

支払利息 4,998 1,627

その他 － 4

営業外費用合計 4,998 1,631

経常利益 254,610 235,011

特別利益

役員退職慰労引当金戻入額 814 －

貸倒引当金戻入額 － 1,525

特別利益合計 814 1,525

特別損失

減損損失 ※2 637,431 ※2 －

投資有価証券評価損 129,240 51,685

貸倒引当金繰入額 － 37,000

事務所移転費用 － 21,009

固定資産除却損 ※3 211,453 ※3 339

その他 － 840

特別損失合計 978,125 110,874

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△722,701 125,661

法人税、住民税及び事業税 94,501 127,877

過年度法人税等 2,462 －

法人税等調整額 △108,582 △33,585

法人税等合計 △11,618 94,291

当期純利益又は当期純損失（△） △711,083 31,369
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(訂正前) 

(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本 

資本金

前期末残高 867,740 867,740

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 867,740 867,740

資本剰余金

前期末残高 447,240 447,240

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 447,240 447,240

利益剰余金

前期末残高 850,952 207,382

当期変動額

剰余金の配当 △63,000 △63,000

当期純利益又は当期純損失（△） △580,569 33,148

当期変動額合計 △643,569 △29,851

当期末残高 207,382 177,531

株主資本合計

前期末残高 2,165,932 1,522,362

当期変動額

剰余金の配当 △63,000 △63,000

当期純利益又は当期純損失（△） △580,569 33,148

当期変動額合計 △643,569 △29,851

当期末残高 1,522,362 1,492,511

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △26,824 △8,484

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18,339 1,831

当期変動額合計 18,339 1,831

当期末残高 △8,484 △6,653

評価・換算差額等合計

前期末残高 △26,824 △8,484

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18,339 1,831

当期変動額合計 18,339 1,831

当期末残高 △8,484 △6,653

純資産合計

前期末残高 2,139,107 1,513,877

当期変動額

剰余金の配当 △63,000 △63,000

当期純利益又は当期純損失（△） △580,569 33,148

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,339 1,831

当期変動額合計 △625,230 △28,020

当期末残高 1,513,877 1,485,857
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(訂正後) 

 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本 

資本金

前期末残高 867,740 867,740

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 867,740 867,740

資本剰余金

前期末残高 447,240 447,240

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 447,240 447,240

利益剰余金

前期末残高 850,952 76,868

当期変動額

剰余金の配当 △63,000 △63,000

当期純利益又は当期純損失（△） △711,083 31,369

当期変動額合計 △774,083 △31,630

当期末残高 76,868 45,238

株主資本合計

前期末残高 2,165,932 1,391,848

当期変動額

剰余金の配当 △63,000 △63,000

当期純利益又は当期純損失（△） △711,083 31,369

当期変動額合計 △774,083 △31,630

当期末残高 1,391,848 1,360,218

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △26,824 △8,484

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18,339 1,831

当期変動額合計 18,339 1,831

当期末残高 △8,484 △6,653

評価・換算差額等合計

前期末残高 △26,824 △8,484

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18,339 1,831

当期変動額合計 18,339 1,831

当期末残高 △8,484 △6,653

純資産合計

前期末残高 2,139,107 1,383,363

当期変動額

剰余金の配当 △63,000 △63,000

当期純利益又は当期純損失（△） △711,083 31,369

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,339 1,831

当期変動額合計 △755,743 △29,799

当期末残高 1,383,363 1,353,564
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(訂正前) 

(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△502,611 128,661

減価償却費 52,676 46,275

のれん償却額 35,412 －

減損損失 637,431 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 845 36,030

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,239 △2,480

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,002 23,739

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,646 7,340

有形固定資産除却損 113 339

投資有価証券評価損益（△は益） 129,240 51,685

受取利息及び受取配当金 △4,841 △4,681

支払利息 4,998 1,627

売上債権の増減額（△は増加） 220,177 365,673

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,057 116,613

仕入債務の増減額（△は減少） △194,961 △388,059

その他 34,333 41,528

小計 395,167 424,292

利息及び配当金の受取額 4,841 4,681

利息の支払額 △4,809 △1,417

法人税等の支払額 △111,810 △69,668

営業活動によるキャッシュ・フロー 283,388 357,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △24,452 △10,436

無形固定資産の取得による支出 △60,208 △56,626

長期貸付けによる支出 － △37,000

その他 △4,697 △668

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,358 △104,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △260,000 △170,000

配当金の支払額 △62,819 △63,445

財務活動によるキャッシュ・フロー △322,819 △233,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △128,790 19,710

現金及び現金同等物の期首残高 562,019 433,229

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 433,229 ※ 452,940
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(訂正後) 

 
  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△ 722,701 125,661

減価償却費 61,426 49,275

のれん償却額 35,412 －

減損損失 637,431 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 845 36,030

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,239 △2,480

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,002 23,739

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,646 7,340

有形固定資産除却損 113 339

無形固定資産除却損 211,340 －

投資有価証券評価損益（△は益） 129,240 51,685

受取利息及び受取配当金 △4,841 △4,681

支払利息 4,998 1,627

売上債権の増減額（△は増加） 220,177 365,673

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,057 116,613

仕入債務の増減額（△は減少） △194,961 △388,059

その他 34,333 41,528

小計 395,167 424,292

利息及び配当金の受取額 4,841 4,681

利息の支払額 △4,809 △1,417

法人税等の支払額 △111,810 △69,668

営業活動によるキャッシュ・フロー 283,388 357,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △24,452 △10,436

無形固定資産の取得による支出 △60,208 △56,626

長期貸付けによる支出 － △37,000

その他 △4,697 △668

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,358 △104,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △260,000 △170,000

配当金の支払額 △62,819 △63,445

財務活動によるキャッシュ・フロー △322,819 △233,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △128,790 19,710

現金及び現金同等物の期首残高 562,019 433,229

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 433,229 ※ 452,940
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(訂正前) 

  

 
  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 1,945千円

販売諸掛費 58,151千円

給与及び賞与 463,652千円

賞与引当金繰入額 50,568千円

退職給付費用 24,733千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,460千円

福利厚生費 71,843千円

減価償却費 19,662千円

のれん償却額 35,412千円

賃借料及び設備費 83,095千円

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 555千円

販売諸掛費 74,295千円

給与及び賞与 479,585千円

賞与引当金繰入額 49,697千円

退職給付費用 26,987千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,340千円

福利厚生費 79,825千円

減価償却費 15,354千円

賃借料及び設備費 84,846千円

※２ 減損損失

当社グループは、事業別に資産のグルーピングを

行っております。 

当社グループの所有する固定資産のうち、人材派

遣事業に係るのれんについては、取得時に検討し

た事業計画において、当初想定した収益が見込め

なくなったため、回収可能額を零と算定し637,431

千円を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。

※２    ―――――

※３ 固定資産除却損の内訳

工具、器具及び備品 113千円

※３ 固定資産除却損の内訳

工具、器具及び備品 339千円
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(訂正後) 

  

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 1,945千円

販売諸掛費 58,151千円

給与及び賞与 463,652千円

賞与引当金繰入額 50,568千円

退職給付費用 24,733千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,460千円

福利厚生費 71,843千円

減価償却費 28,412千円

のれん償却額 35,412千円

賃借料及び設備費 83,095千円

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 555千円

販売諸掛費 74,295千円

給与及び賞与 479,585千円

賞与引当金繰入額 49,697千円

退職給付費用 26,987千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,340千円

福利厚生費 79,825千円

減価償却費 18,354千円

賃借料及び設備費 84,846千円

※２ 減損損失

当社グループは、事業別に資産のグルーピングを

行っております。 

当社グループの所有する固定資産のうち、人材派

遣事業に係るのれんについては、取得時に検討し

た事業計画において、当初想定した収益が見込め

なくなったため、回収可能額を零と算定し637,431

千円を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。

※２    ―――――

※３ 固定資産除却損の内訳

工具、器具及び備品 113千円

ソフトウェア 211,340千円

計 211,453千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳

工具、器具及び備品 339千円
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(訂正前) 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業区分 

 
３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(479,414千円)の主なものは、当社での余資運用資金(現

金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

情報システム 人材派遣
計

消去又は
連 結

関 連 事 業 事  業 全  社

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売 上 高

 (1) 外部顧客に対する売上高 7,300,962 1,820,738 9,121,701 ― 9,121,701

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

5,887 29,342 35,230 ( 35,230) ―

計 7,306,850 1,850,080 9,156,931 ( 35,230) 9,121,701

  営 業 費 用 7,021,901 1,876,200 8,898,102 ( 35,230) 8,862,872

  営業利益又は営業損失(△) 284,948 △ 26,119 258,828 ― 258,828

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 
  及び資本的支出

  資   産 2,613,028 395,283 3,008,311 473,754 3,482,065

  減価償却費 42,216 45,873 88,089 ― 88,089

  減損損失 ― 637,431 637,431 ― 637,431

  資本的支出 70,592 8,893 79,485 ― 79,485

情報システム関連事業 ソリューションプロバイダー事業、コンピュータ用品販売事業 等

人材派遣事業 労働者派遣事業、有料職業紹介事業 等
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業区分 

 
３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(462,279千円)の主なものは、当社での余資運用資金(現

金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。 

  

情報システム 人材派遣
計

消去又は
連 結

関 連 事 業 事  業 全  社

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売 上 高

 (1) 外部顧客に対する売上高 7,270,625 1,742,546 9,013,172 ― 9,013,172

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

5,719 52,890 58,609 ( 58,609) ―

計 7,276,344 1,795,437 9,071,781 ( 58,609) 9,013,172

  営 業 費 用 7,029,679 1,809,009 8,838,688 ( 58,609) 8,780,079

  営業利益又は営業損失(△) 246,665 △ 13,572 233,093 ― 233,093

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資   産 2,252,135 326,350 2,578,485 457,413 3,035,899

  減価償却費 36,882 9,393 46,275 ― 46,275

  資本的支出 70,719 3,504 74,223 ― 74,223

情報システム関連事業 ソリューションプロバイダー事業、コンピュータ用品販売事業 等

人材派遣事業 労働者派遣事業、有料職業紹介事業 等
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(訂正後) 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業区分 

 
３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(479,414千円)の主なものは、当社での余資運用資金(現

金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。 

  

  

情報システム 人材派遣
計

消去又は
連 結

関 連 事 業 事  業 全  社

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売 上 高

 (1) 外部顧客に対する売上高 7,300,962 1,820,738 9,121,701 ― 9,121,701

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

5,887 29,342 35,230 ( 35,230) ―

計 7,306,850 1,850,080 9,156,931 ( 35,230) 9,121,701

  営 業 費 用 7,030,651 1,876,200 8,906,852 ( 35,230) 8,871,622

  営業利益又は営業損失(△) 276,198 △ 26,119 250,078 ― 250,078

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 
  及び資本的支出

  資   産 2,482,514 395,283 2,877,798 473,754 3,351,552

  減価償却費 50,966 45,873 96,839 ― 96,839

  減損損失 ― 637,431 637,431 ― 637,431

  資本的支出 70,592 8,893 79,485 ― 79,485

情報システム関連事業 ソリューションプロバイダー事業、コンピュータ用品販売事業 等

人材派遣事業 労働者派遣事業、有料職業紹介事業 等
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業区分 

 
３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(462,279千円)の主なものは、当社での余資運用資金(現

金及び預金)及び長期投資資金(投資有価証券)等であります。 

  

  

情報システム 人材派遣
計

消去又は
連 結

関 連 事 業 事  業 全  社

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売 上 高

 (1) 外部顧客に対する売上高 7,270,625 1,742,546 9,013,172 ― 9,013,172

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

5,719 52,890 58,609 ( 58,609) ―

計 7,276,344 1,795,437 9,071,781 ( 58,609) 9,013,172

  営 業 費 用 7,032,679 1,809,009 8,841,688 ( 58,609) 8,783,079

  営業利益又は営業損失(△) 243,665 △ 13,572 230,093 ― 230,093

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資   産 2,119,842 326,350 2,446,193 457,413 2,903,607

  減価償却費 39,882 9,393 49,275 ― 49,275

  資本的支出 70,719 3,504 74,223 ― 74,223

情報システム関連事業 ソリューションプロバイダー事業、コンピュータ用品販売事業 等

人材派遣事業 労働者派遣事業、有料職業紹介事業 等
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(訂正前) 

  

 
  

(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

 ① 流動資産

賞与引当金損金算入限度 
超過額

43,851千円

未払事業税否認 3,809千円

そ の 他 8,417千円

 小 計 56,077千円

評価性引当額 △ 15,050千円

繰延税金資産(流動)合計 41,026千円

 ② 固定資産

退職給付引当金損金算入 
限度超過額

59,577千円

役員退職慰労引当金 17,163千円

投資有価証券評価損 9,046千円

その他有価証券評価差額金 5,823千円

税務上の繰越欠損金 92,847千円

減損損失 259,434千円

そ の 他 11,544千円

 小 計 455,437千円

評価性引当額 △389,431千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △ 27,831千円

繰延税金資産(固定)合計 38,174千円

 繰延税金資産合計 79,201千円

(繰延税金負債)

固定負債

プログラム準備金 △ 20,350千円

特別償却準備金  △  7,481千円

繰延税金資産(固定)との相殺 27,831千円

 繰延税金負債合計 ―千円

差引：繰延税金資産の純額 79,201千円

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)

① 流動資産

賞与引当金 42,776千円

未払事業税否認 7,152千円

そ の 他 19,306千円

小 計 69,235千円

評価性引当額 △ 18,016千円

繰延税金資産(流動)合計 51,218千円

② 固定資産

退職給付引当金 69,239千円

役員退職慰労引当金 19,521千円

投資有価証券評価損 11,296千円

その他有価証券評価差額金 4,566千円

税務上の繰越欠損金 157,192千円

減損損失 259,434千円

そ の 他 30,016千円

小 計 551,268千円

評価性引当額 △477,055千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △ 15,121千円

繰延税金資産(固定)合計 59,090千円

繰延税金資産合計 110,309千円

(繰延税金負債)

固定負債

プログラム準備金 △ 12,210千円

特別償却準備金 △  2,911千円

繰延税金資産(固定)との相殺 15,121千円

繰延税金負債合計 ―千円

差引：繰延税金資産の純額 110,309千円

 

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 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 △ 1.0％

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

0.1％

住民税均等割等 △ 0.7％

評価性引当額 △51.4％

のれんの償却額 △ 2.9％

その他 △ 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △15.5％

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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 3.5％

受取配当金等永久に益金に算入されない 
項目

△ 0.5％

住民税均等割等 2.8％

評価性引当額 25.6％

その他 2.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 74.2％
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(訂正後) 

  

 
  

  

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

 ① 流動資産

賞与引当金損金算入限度 
超過額

43,851千円

未払事業税否認 3,809千円

そ の 他 8,417千円

 小 計 56,077千円

評価性引当額 △ 15,050千円

繰延税金資産(流動)合計 41,026千円

 ② 固定資産

退職給付引当金損金算入 
限度超過額

59,577千円

役員退職慰労引当金 17,163千円

投資有価証券評価損 9,046千円

その他有価証券評価差額金 5,823千円

税務上の繰越欠損金 92,847千円

減損損失 259,434千円

固定資産除却損 86,015千円

そ の 他 15,106千円

 小 計 545,014千円

評価性引当額 △389,431千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △ 27,831千円

繰延税金資産(固定)合計 127,751千円

 繰延税金資産合計 168,778千円

(繰延税金負債)

固定負債

プログラム準備金 △ 20,350千円

特別償却準備金  △  7,481千円

繰延税金資産(固定)との相殺 27,831千円

 繰延税金負債合計 ―千円

差引：繰延税金資産の純額 168,778千円

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)

① 流動資産

賞与引当金 42,776千円

未払事業税否認 7,152千円

そ の 他 19,306千円

小 計 69,235千円

評価性引当額 △ 18,016千円

繰延税金資産(流動)合計 51,218千円

② 固定資産

退職給付引当金 69,239千円

役員退職慰労引当金 19,521千円

投資有価証券評価損 11,296千円

その他有価証券評価差額金 4,566千円

税務上の繰越欠損金 157,192千円

減損損失 259,434千円

固定資産除却損 86,015千円

そ の 他 34,798千円

小 計 642,066千円

評価性引当額 △477,055千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △ 15,121千円

繰延税金資産(固定)合計 149,888千円

繰延税金資産合計 201,107千円

(繰延税金負債)

固定負債

プログラム準備金 △ 12,210千円

特別償却準備金 △  2,911千円

繰延税金資産(固定)との相殺 15,121千円

繰延税金負債合計 ―千円

差引：繰延税金資産の純額 201,107千円

 

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 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 △ 0.7％

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

0.1％

住民税均等割等 △ 0.5％

評価性引当額 △35.8％

のれんの償却額 △ 2.0％

その他 △ 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.6％

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない 
項目

△ 0.5％

住民税均等割等 2.8％

評価性引当額 26.2％

その他 2.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 75.0％
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(訂正前) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 120,149円00銭

 
１株当たり純資産額 117,925円18銭

 
１株当たり当期純損失 46,076円97銭

 
１株当たり当期純利益 2,630円86銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
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。

項  目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,513,877 1,485,857

連結貸借対照表の純資産額と普通株式に係る純資産
額との差額(千円)

― ―

普通株式に係る純資産額(千円) 1,513,877 1,485,857

普通株式の発行済株式数(株) 12,600 12,600

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の
数(株)

12,600 12,600

項  目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)
(千円)

△ 580,569 33,148

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)

△ 580,569 33,148

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,600 12,600

－　27　－



  
(訂正後) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
  

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 109,790円79銭

 
１株当たり純資産額 107,425円78銭

 
１株当たり当期純損失 56,435円17銭

 
１株当たり当期純利益 2,489円67銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
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。

項  目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,383,363 1,353,564

連結貸借対照表の純資産額と普通株式に係る純資産
額との差額(千円)

― ―

普通株式に係る純資産額(千円) 1,383,363 1,353,564

普通株式の発行済株式数(株) 12,600 12,600

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の
数(株)

12,600 12,600

項  目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)
(千円)

△ 711,083 31,369

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)

△ 711,083 31,369

普通株式の期中平均株式数(千株) 12,600 12,600
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(訂正前) 

5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 349,667 381,975 

受取手形 28,081 6,862 

売掛金 ※1 1,723,703 ※1 1,431,123 

商品 189,265 67,267 

仕掛品 4,401 9,748 

貯蔵品 62 100 

前渡金 154,260 178,587 

前払費用 19,100 19,182 

繰延税金資産 41,026 51,218 

その他 ※1 24,307 ※1 5,078

貸倒引当金 △887 △1,153 

流動資産合計 2,532,991 2,149,991

固定資産 

有形固定資産 

建物 78,164 78,502 

減価償却累計額 △57,265 △60,304 

建物（純額） 20,898 18,198 

構築物 520 520 

減価償却累計額 △398 △423 

構築物（純額） 121 96 

工具、器具及び備品 218,547 222,267 

減価償却累計額 △156,604 △175,920 

工具、器具及び備品（純額） 61,942 46,346 

有形固定資産合計 82,962 64,641 

無形固定資産 

ソフトウエア 265,959 317,778

無形固定資産合計 265,959 317,778

投資その他の資産 

投資有価証券 119,346 70,744 

関係会社株式 180,162 180,162 

長期貸付金 － 37,000 

破産更生債権等 1,260 54 

繰延税金資産 37,569 58,684

敷金 42,607 42,607 

ゴルフ会員権 28,000 28,000 

貸倒引当金 △18,860 △55,494 

投資その他の資産合計 390,086 361,759

固定資産合計 739,008 744,179

資産合計 3,271,999 2,894,170
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 996,234 631,032 

短期借入金 150,000 － 

未払金 6,044 12,447 

未払費用 61,464 78,545 

未払法人税等 23,883 83,146 

未払消費税等 18,328 25,551 

前受金 193,538 202,883 

預り金 9,902 10,983 

賞与引当金 75,000 77,340 

流動負債合計 1,534,395 1,121,930 

固定負債 

退職給付引当金 182,244 205,983 

役員退職慰労引当金 40,600 47,187 

固定負債合計 222,844 253,171 

負債合計 1,757,240 1,375,101 

純資産の部 

株主資本 

資本金 867,740 867,740 

資本剰余金 

資本準備金 447,240 447,240 

資本剰余金合計 447,240 447,240 

利益剰余金 

利益準備金 12,687 12,687 

その他利益剰余金 

プログラム等準備金 29,650 17,790 

特別償却準備金 10,900 4,242 

別途積立金 500,000 50,000 

繰越利益剰余金 △344,973 126,022

利益剰余金合計 208,264 210,742

株主資本合計 1,523,244 1,525,722

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △8,484 △6,653 

評価・換算差額等合計 △8,484 △6,653 

純資産合計 1,514,759 1,519,069

負債純資産合計 3,271,999 2,894,170
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(訂正後) 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 349,667 381,975 

受取手形 28,081 6,862 

売掛金 ※1 1,723,703 ※1 1,431,123 

商品 189,265 67,267 

仕掛品 4,401 9,748 

貯蔵品 62 100 

前渡金 154,260 178,587 

前払費用 19,100 19,182 

繰延税金資産 41,026 51,218 

その他 ※1 35,624 ※1 16,395

貸倒引当金 △887 △1,153 

流動資産合計 2,544,308 2,161,308

固定資産 

有形固定資産 

建物 78,164 78,502 

減価償却累計額 △57,265 △60,304 

建物（純額） 20,898 18,198 

構築物 520 520 

減価償却累計額 △398 △423 

構築物（純額） 121 96 

工具、器具及び備品 218,547 222,267 

減価償却累計額 △156,604 △175,920 

工具、器具及び備品（純額） 61,942 46,346 

有形固定資産合計 82,962 64,641 

無形固定資産 

ソフトウエア 34,552 83,371

無形固定資産合計 34,552 83,371

投資その他の資産 

投資有価証券 119,346 70,744 

関係会社株式 180,162 180,162 

長期貸付金 － 37,000 

破産更生債権等 1,260 54 

繰延税金資産 127,145 149,481

敷金 42,607 42,607 

ゴルフ会員権 28,000 28,000 

貸倒引当金 △18,860 △55,494 

投資その他の資産合計 479,662 452,556

固定資産合計 597,178 600,570

資産合計 3,141,486 2,761,878
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 996,234 631,032 

短期借入金 150,000 － 

未払金 6,044 12,447 

未払費用 61,464 78,545 

未払法人税等 23,883 83,146 

未払消費税等 18,328 25,551 

前受金 193,538 202,883 

預り金 9,902 10,983 

賞与引当金 75,000 77,340 

流動負債合計 1,534,395 1,121,930 

固定負債 

退職給付引当金 182,244 205,983 

役員退職慰労引当金 40,600 47,187 

固定負債合計 222,844 253,171 

負債合計 1,757,240 1,375,101 

純資産の部 

株主資本 

資本金 867,740 867,740 

資本剰余金 

資本準備金 447,240 447,240 

資本剰余金合計 447,240 447,240 

利益剰余金 

利益準備金 12,687 12,687 

その他利益剰余金 

プログラム等準備金 29,650 17,790 

特別償却準備金 10,900 4,242 

別途積立金 500,000 50,000 

繰越利益剰余金 △475,486 △6,269

利益剰余金合計 77,751 78,450

株主資本合計 1,392,731 1,393,430

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △8,484 △6,653 

評価・換算差額等合計 △8,484 △6,653 

純資産合計 1,384,246 1,386,776

負債純資産合計 3,141,486 2,761,878
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(訂正前) 

(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

ソリューションプロバイダー事業売上高 6,889,236 6,933,561 

コンピュータ用品販売事業売上高 416,949 341,832 

手数料収入 1,164 950 

売上高合計 ※1 7,307,350 ※1 7,276,344 

売上原価 

ソリューションプロバイダー事業原価 5,911,958 5,981,479 

コンピュータ用品販売事業原価 388,626 319,005 

売上原価合計 6,300,584 6,300,484 

売上総利益 1,006,765 975,859 

販売費及び一般管理費 ※2 724,109 ※2 731,944

営業利益 282,656 243,915

営業外収益 

受取利息 1,651 1,419 

受取配当金 3,095 3,140 

保険配当金 － 765 

保険解約返戻金 3,134 － 

債務勘定整理益 1 1 

その他 1,264 396 

営業外収益合計 9,147 5,723 

営業外費用 

支払利息 4,254 1,162 

その他 － 4 

営業外費用合計 4,254 1,167 

経常利益 287,548 248,472

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 1,260 

特別利益合計 － 1,260 

特別損失 

関係会社株式評価損 689,837 － 

投資有価証券評価損 129,240 51,685 

貸倒引当金繰入額 － 37,000 

固定資産除却損 ※3 113 ※3 339 

その他 － 840 

特別損失合計 819,191 89,864 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △531,642 159,867

法人税、住民税及び事業税 93,333 126,952 

過年度法人税等 2,462 － 

法人税等調整額 △18,983 △32,563

法人税等合計 76,812 94,389

当期純利益又は当期純損失（△） △608,455 65,478
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(訂正後) 

 
  

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

ソリューションプロバイダー事業売上高 6,889,236 6,933,561 

コンピュータ用品販売事業売上高 416,949 341,832 

手数料収入 1,164 950 

売上高合計 ※1 7,307,350 ※1 7,276,344 

売上原価 

ソリューションプロバイダー事業原価 5,911,958 5,981,479 

コンピュータ用品販売事業原価 388,626 319,005 

売上原価合計 6,300,584 6,300,484 

売上総利益 1,006,765 975,859 

販売費及び一般管理費 ※2 732,859 ※2 734,944

営業利益 273,906 240,915

営業外収益 

受取利息 1,651 1,419 

受取配当金 3,095 3,140 

保険配当金 － 765 

保険解約返戻金 3,134 － 

債務勘定整理益 1 1 

その他 1,264 396 

営業外収益合計 9,147 5,723 

営業外費用 

支払利息 4,254 1,162 

その他 － 4 

営業外費用合計 4,254 1,167 

経常利益 278,798 245,472

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 1,260 

特別利益合計 － 1,260 

特別損失 

関係会社株式評価損 689,837 － 

投資有価証券評価損 129,240 51,685 

貸倒引当金繰入額 － 37,000 

固定資産除却損 ※3 211,453 ※3 339 

その他 － 840 

特別損失合計 1,030,531 89,864 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △751,732 156,867

法人税、住民税及び事業税 93,333 126,952 

過年度法人税等 2,462 － 

法人税等調整額 △108,560 △33,784

法人税等合計 △12,764 93,168

当期純利益又は当期純損失（△） △738,968 63,699
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(訂正前) 

(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 867,740 867,740 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 867,740 867,740 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 447,240 447,240 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 447,240 447,240 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 12,687 12,687 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,687 12,687 

その他利益剰余金 

プログラム等準備金 

前期末残高 41,510 29,650 

当期変動額 

プログラム等準備金の取崩 △11,860 △11,860 

当期変動額合計 △11,860 △11,860 

当期末残高 29,650 17,790 

特別償却準備金 

前期末残高 17,977 10,900 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △7,076 △6,658 

当期変動額合計 △7,076 △6,658 

当期末残高 10,900 4,242 

別途積立金 

前期末残高 500,000 500,000 

当期変動額 

別途積立金の取崩 － △450,000 

当期変動額合計 － △450,000 

当期末残高 500,000 50,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 307,545 △344,973

当期変動額 

剰余金の配当 △63,000 △63,000 

当期純利益又は当期純損失（△） △608,455 65,478

プログラム等準備金の取崩 11,860 11,860 

特別償却準備金の取崩 7,076 6,658 

別途積立金の取崩 － 450,000 

当期変動額合計 △652,518 470,996

当期末残高 △344,973 126,022
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

利益剰余金合計 

前期末残高 879,720 208,264

当期変動額

剰余金の配当 △63,000 △63,000

当期純利益又は当期純損失（△） △608,455 65,478

プログラム等準備金の取崩 － －

特別償却準備金の取崩 － －

  別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △671,455 2,478

当期末残高 208,264 210,742

株主資本合計

前期末残高 2,194,700 1,523,244

当期変動額

剰余金の配当 △63,000 △63,000

当期純利益又は当期純損失（△） △608,455 65,478

当期変動額合計 △671,455 2,478

当期末残高 1,523,244 1,525,722

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △26,824 △8,484

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18,339 1,831

当期変動額合計 18,339 1,831

当期末残高 △8,484 △6,653

評価・換算差額等合計

前期末残高 △26,824 △8,484

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18,339 1,831

当期変動額合計 18,339 1,831

当期末残高 △8,484 △6,653

純資産合計

前期末残高 2,167,875 1,514,759

当期変動額

剰余金の配当 △63,000 △63,000

当期純利益又は当期純損失（△） △608,455 65,478

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,339 1,831

当期変動額合計 △653,116 4,309

当期末残高 1,514,759 1,519,069
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(訂正後) 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 867,740 867,740 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 867,740 867,740 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 447,240 447,240 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 447,240 447,240 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 12,687 12,687 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,687 12,687 

その他利益剰余金 

プログラム等準備金 

前期末残高 41,510 29,650 

当期変動額 

プログラム等準備金の取崩 △11,860 △11,860 

当期変動額合計 △11,860 △11,860 

当期末残高 29,650 17,790 

特別償却準備金 

前期末残高 17,977 10,900 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △7,076 △6,658 

当期変動額合計 △7,076 △6,658 

当期末残高 10,900 4,242 

別途積立金 

前期末残高 500,000 500,000 

当期変動額 

別途積立金の取崩 － △450,000 

当期変動額合計 － △450,000 

当期末残高 500,000 50,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 307,545 △475,486

当期変動額 

剰余金の配当 △63,000 △63,000 

当期純利益又は当期純損失（△） △738,968 63,699

プログラム等準備金の取崩 11,860 11,860 

特別償却準備金の取崩 7,076 6,658 

別途積立金の取崩 － 450,000 

当期変動額合計 △783,032 469,217

当期末残高 △475,486 △6,269
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

利益剰余金合計 

前期末残高 879,720 77,751

当期変動額

剰余金の配当 △63,000 △63,000

当期純利益又は当期純損失（△） △738,968 63,699

プログラム等準備金の取崩 － －

特別償却準備金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △801,968 699

当期末残高 77,751 78,450

株主資本合計

前期末残高 2,194,700 1,392,731

当期変動額

剰余金の配当 △63,000 △63,000

当期純利益又は当期純損失（△） △738,968 63,699

当期変動額合計 △801,968 699

当期末残高 1,392,731 1,393,430

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △26,824 △8,484

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18,339 1,831

当期変動額合計 18,339 1,831

当期末残高 △8,484 △6,653

評価・換算差額等合計

前期末残高 △26,824 △8,484

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

18,339 1,831

当期変動額合計 18,339 1,831

当期末残高 △8,484 △6,653

純資産合計

前期末残高 2,167,875 1,384,246

当期変動額

剰余金の配当 △63,000 △63,000

当期純利益又は当期純損失（△） △738,968 63,699

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,339 1,831

当期変動額合計 △783,629 2,530

当期末残高 1,384,246 1,386,776
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(訂正前) 

  

 
  

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(損益計算書関係)

前事業年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次の通りであります。

売上高 508,067千円

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次の通りであります。

売上高 355,128千円

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 1,946千円

販売諸掛費 68,670千円

給与手当 273,501千円

賞与 35,452千円

賞与引当金繰入額 36,438千円

退職給付費用 24,733千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,700千円

福利厚生費 42,681千円

減価償却費 9,202千円

賃借料 32,879千円

旅費交通費 42,788千円

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 320千円

販売諸掛費 73,175千円

給与手当 284,938千円

賞与 37,532千円

賞与引当金繰入額 34,860千円

退職給付費用 26,987千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,587千円

福利厚生費 42,946千円

減価償却費 5,961千円

賃借料 30,951千円

旅費交通費 43,912千円

おおよその割合

販売費 48％

一般管理費 52％

おおよその割合

販売費 48％

一般管理費 52％

※３ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。

工具、器具及び備品 113千円

※３ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。

工具、器具及び備品 339千円
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(訂正後) 

  

 
  

  

前事業年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次の通りであります。

売上高 508,067千円

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次の通りであります。

売上高 355,128千円

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 1,946千円

販売諸掛費 68,670千円

給与手当 273,501千円

賞与 35,452千円

賞与引当金繰入額 36,438千円

退職給付費用 24,733千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,700千円

福利厚生費 42,681千円

減価償却費 17,952千円

賃借料 32,879千円

旅費交通費 42,788千円

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの

貸倒引当金繰入額 320千円

販売諸掛費 73,175千円

給与手当 284,938千円

賞与 37,532千円

賞与引当金繰入額 34,860千円

退職給付費用 26,987千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,587千円

福利厚生費 42,946千円

減価償却費 8,961千円

賃借料 30,951千円

旅費交通費 43,912千円

おおよその割合

販売費 47％

一般管理費 53％

おおよその割合

販売費 48％

一般管理費 52％

※３ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。

工具、器具及び備品 113千円

ソフトウェア 211,340千円

計 211,453千円

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次の通りであります。

工具、器具及び備品 339千円
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(税効果会計関係)

前事業年度 

(平成20年３月31日)

当事業年度 

(平成21年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

①流動資産

   賞与引当金損金算入限度超過額 30,525千円

   未払事業税否認 3,809千円

   そ の 他 6,692千円

   繰延税金資産(流動)合計 41,026千円

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)

①流動資産

  賞与引当金 31,477千円

  未払事業税否認 7,152千円

  そ の 他 12,588千円

  繰延税金資産(流動)合計 51,218千円

 

②固定資産

   退職給付引当金損金算入限度
   超過額

59,577千円

   役員退職慰労引当金 16,524千円

   投資有価証券評価損 9,046千円

   その他有価証券評価差額金 5,823千円

   関係会社株式評価損 280,763千円

   そ の 他 10,387千円

    小 計 382,122千円

   評価性引当額 △316,721千円

   繰延税金負債(固定)との相殺 △ 27,831千円

   繰延税金資産(固定)合計 37,569千円

    繰延税金資産合計 78,596千円

(繰延税金負債)

固定負債

   プログラム準備金 △ 20,350千円

   特別償却準備金 △  7,481千円

   繰延税金資産(固定)との相殺 27,831千円

    繰延税金負債合計 ―千円

   差引：繰延税金資産の純額 78,596千円

 

②固定資産

  退職給付引当金 69,239千円

  役員退職慰労引当金 19,205千円

  投資有価証券評価損 11,296千円

  その他有価証券評価差額金 4,566千円

  関係会社株式評価損 280,763千円

  そ の 他 25,297千円

   小 計 410,369千円

  評価性引当額 △336,563千円

  繰延税金負債(固定)との相殺 △ 15,121千円

  繰延税金資産(固定)合計 58,684千円

   繰延税金資産合計 109,902千円

(繰延税金負債)

固定負債

  プログラム準備金 △ 12,210千円

  特別償却準備金 △ 2,911千円

  繰延税金資産(固定)との相殺 15,121千円

   繰延税金負債合計 ―千円

  差引：繰延税金資産の純額 109,902千円

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 40.7％

  (調 整)

   交際費等永久に損金に算入されない 
   項目

△ 0.9％

   受取配当金等永久に益金に算入され 
   ない項目

0.1％

   住民税均等割等 △ 0.5％

   評価性引当額 △53.6％

   その他 △ 0.2％

   税効果会計適用後の法人税等の負担率 △14.4％

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 40.7％

 (調 整)

  交際費等永久に損金に算入されない 
   項目

2.8％

  受取配当金等永久に益金に算入され 
   ない項目

△ 0.4％

  住民税均等割等 1.7％

  評価性引当額 12.4％

  その他 1.8％

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 59.0％
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前事業年度 

(平成20年３月31日)

当事業年度 

(平成21年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

①流動資産

   賞与引当金損金算入限度超過額 30,525千円

   未払事業税否認 3,809千円

   そ の 他 6,692千円

   繰延税金資産(流動)合計 41,026千円

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)

①流動資産

  賞与引当金 31,477千円

  未払事業税否認 7,152千円

  そ の 他 12,588千円

  繰延税金資産(流動)合計 51,218千円

 

②固定資産

   退職給付引当金損金算入限度
   超過額

59,577千円

   役員退職慰労引当金 16,524千円

   投資有価証券評価損 9,046千円

   その他有価証券評価差額金 5,823千円

   関係会社株式評価損 280,763千円

   固定資産除却損 86,015千円

   そ の 他 13,948千円

    小 計 471,699千円

   評価性引当額 △316,721千円

   繰延税金負債(固定)との相殺 △ 27,831千円

   繰延税金資産(固定)合計 127,145千円

    繰延税金資産合計 168,172千円

(繰延税金負債)

固定負債

   プログラム準備金 △ 20,350千円

   特別償却準備金 △  7,481千円

   繰延税金資産(固定)との相殺 27,831千円

    繰延税金負債合計 ―千円

   差引：繰延税金資産の純額 168,172千円

 

②固定資産

  退職給付引当金 69,239千円

  役員退職慰労引当金 19,205千円

  投資有価証券評価損 11,296千円

  その他有価証券評価差額金 4,566千円

  関係会社株式評価損 280,763千円

  固定資産除却損 86,015千円

  そ の 他 30,080千円

   小 計 501,167千円

  評価性引当額 △336,563千円

  繰延税金負債(固定)との相殺 △ 15,121千円

  繰延税金資産(固定)合計 149,481千円

   繰延税金資産合計 200,700千円

(繰延税金負債)

固定負債

  プログラム準備金 △ 12,210千円

  特別償却準備金 △ 2,911千円

  繰延税金資産(固定)との相殺 15,121千円

   繰延税金負債合計 ―千円

  差引：繰延税金資産の純額 200,700千円

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 40.7％

  (調 整)

   交際費等永久に損金に算入されない 
   項目

△ 0.6％

   受取配当金等永久に益金に算入され 
   ない項目

0.1％

   住民税均等割等 △ 0.4％

   評価性引当額 △37.9％

   その他 △ 0.2％

   税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.7％

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 40.7％

 (調 整)

  交際費等永久に損金に算入されない 
   項目

2.9％

  受取配当金等永久に益金に算入され 
   ない項目

△ 0.4％

  住民税均等割等 1.7％

  評価性引当額 12.6％

  その他 1.9％

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 59.4％
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(訂正前) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
   

２．１株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
  

(１株当たり情報)

項  目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 120,219円04銭 120,561円04銭

１株当たり当期純利益又は当期純損
失(△)

△ 48,290円11銭 5,196円68銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、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。

項  目
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度

(平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,514,759 1,519,069

貸借対照表の純資産額と普通株式に係る純資産額との差
額(千円)

― ―

普通株式に係る純資産額(千円) 1,514,759 1,519,069

普通株式の発行済株式数(株) 12,600 12,600

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(株)

12,600 12,600

項  目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △ 608,455 65,478

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) △ 608,455 65,478

普通株式の期中平均株式数(株) 12,600 12,600
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(訂正後) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
   

２．１株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
  

項  目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 109,860円83銭 110,061円64銭

１株当たり当期純利益又は当期純損
失(△)

△ 58,648円31銭 5,055円49銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、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。

項  目
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度

(平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,384,246 1,386,776

貸借対照表の純資産額と普通株式に係る純資産額との差
額(千円)

― ―

普通株式に係る純資産額(千円) 1,384,246 1,386,776

普通株式の発行済株式数(株) 12,600 12,600

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(株)

12,600 12,600

項  目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △ 738,968 63,699

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) △ 738,968 63,699

普通株式の期中平均株式数(株) 12,600 12,600
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