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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

23年3月期 30,870 △4.1 2,322 4.1 2,365 17.1 1,275 11.1
22年3月期 32,187 △4.8 2,231 △0.9 2,020 △1.4 1,147 △2.0

（注）包括利益 23年3月期 1,273百万円 （9.9％） 22年3月期 1,158百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 108.06 ― 7.3 7.7 7.5
22年3月期 97.26 ― 6.9 6.8 6.9

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 31,411 18,022 57.1 1,520.62
22年3月期 29,929 17,060 56.7 1,438.40

（参考） 自己資本   23年3月期  17,942百万円 22年3月期  16,972百万円

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

23年3月期 1,347 △2,366 △300 4,212
22年3月期 2,827 △437 △294 5,542

2.  配当の状況 

※平成24年3月期の配当予想については未定であり、配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00 294 25.7 1.8
23年3月期 ― 12.50 ― 13.50 26.00 306 24.1 1.8
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
平成24年３月期の連結業績予想については、現時点において東日本大震災の影響を合理的に算定することが困難であるため記載しておりません。今後、
開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 
詳細については、添付資料４ページ「１.経営成績（１）経営成績に関する分析 ＜次期の見通し＞」をご覧ください。 



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 23年3月期 11,800,000 株 22年3月期 11,800,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 377 株 22年3月期 257 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 11,799,669 株 22年3月期 11,799,794 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

23年3月期 30,583 △4.4 2,305 4.0 2,350 17.7 1,269 11.1
22年3月期 31,998 △5.0 2,216 △1.8 1,996 △3.0 1,142 △3.1

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

23年3月期 107.58 ―
22年3月期 96.79 ―

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

23年3月期 31,242 17,958 57.5 1,521.98
22年3月期 29,724 16,983 57.1 1,439.30

（参考） 自己資本 23年3月期  17,958百万円 22年3月期  16,983百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きが実施中で
す。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等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。 
当社は、平成23年5月16日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、開催後速やかに
当社ホームページに掲載する予定です。 
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで、以下同じ）の売上高は30,870百万円（前期比4.1％

減）となりました。エンベデッドシステム及びパッケージ＆サービスについては好調に推移したものの、国内景気に

対する不透明感が広がる中、通信キャリアシステム、民需・公共システム等のＳＩ（システムインテグレーション）

開発が大きく落ち込んだことから、前期に比べ減収という結果となりました。 

利益面においては、「Topjax Solution」（富士通株式会社の開発フレームワーク）の適用等を通じた開発の標準

化、効率化による原価率の改善と不採算プロジェクトの低減に努めた結果、営業利益は2,322百万円（前期比4.1％

増）となり、前期に比べ増益を確保することができました。経常利益については営業外費用の軽減により2,365百万

円（同17.1％増）と大幅な増益となりましたが、特別損失に資産除去債務会計基準適用に伴う影響額113百万円及び

災害による損失69百万円を計上したことから、当期純利益は1,275百万円（同11.1％増）となりました。 

 平成23年3月11日に発生しました「東北地方太平洋沖地震」（東日本大震災）においては、大きな人的及び設備等

への被害は発生しておりませんが、仙台開発センターを中心に復旧作業や顧客企業の一時休業に伴う待機等が発生し

ており、震災による未稼働損失及びその他復興のための費用等、一括して災害による損失として特別損失に計上いた

しました。 

                                                     （百万円） 

 
  

                                                     （百万円） 

  

売上高については、通信キャリアシステムにおいて、継続的に取り組んできた大手通信キャリアの法人データ系シ

ステムの開発が一巡したことに加え、既存の基幹システムや顧客管理システムについても規模縮小や延伸が発生し、

前期に比べ減少する結果となりました。民需・公共システムにおいても、富士通株式会社向けシステムについては堅

調に推移したものの、一般民需向け官公需向けともに開発案件の規模縮小や延伸等が発生しており、こちらも前期に

比べ減少する結果となりました。 

一方、エンベデッドシステムにおいては、スマートフォン需要の活性化に加えニコン向けのデジタルカメラ関連の

開発が順調に拡大したことにより前期に比べ増加する結果となりました。 

１．経営成績

   22年３月期  23年３月期  前期比  

   金 額 百分比  金 額 百分比  増減額 増減率 

 売上高  32,187 % 100.0  30,870 % 100.0  △1,316 % △4.1

  売上原価  27,171 %  84.4  25,524 %  82.7  △1,647 % △6.1

 売上総利益  5,015 % 15.6  5,346 % 17.3  330 % 6.6

  販売費及び一般管理費  2,783 % 8.7  3,023 % 9.8  239 % 8.6

 営業利益  2,231 % 6.9  2,322 % 7.5  91 % 4.1

 経常利益  2,020 % 6.3  2,365 % 7.7  345 % 17.1

  特別損失 ―   ―    183 % 0.6  183     ―  

 税金等調整前当期純利益  2,020 % 6.3  2,182 % 7.1  162 % 8.0

 当期純利益  1,147 % 3.6  1,275 % 4.1  127 % 11.1
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パッケージ＆サービスにおいては、セキュリティ製品「FENCE」シリーズが、既存の大口顧客のシステム更改に対

応して順調に拡大しており、データセンターを中心としたアウトソーシングサービスについても堅調に推移いたしま

した。 

その結果、当連結会計年度の売上高は、エンベデッドシステム及びパッケージ＆サービス分野では好調に推移した

ものの、通信キャリアシステム、民需・公共システムにおけるＳＩ開発案件における売上減少による影響が大きく、

30,870百万円となり前期に比べ4.1％の減収となりました。 

このようななかで、新たなビジネスモデルとして当社の提供するサービスについてクラウド対応を進めました。建

設業向けのＥＲＰソリューション「CAP21」、メール誤送信対策サービス「FENCE-Mail Cloud」、スマートフォンセ

キュリティ管理サービス「FENCE-Mobile RemoteManager」、課金計算システム「従量課金onクラウド（Billing 

Saver）」等、クラウド環境での各種サービス提供を開始いたしました。 

   

 
  

   【事業区分別売上高】                                  （百万円） 

    ※事業区分の見直しを行っており22年3月期は組替えております。 

  
    【顧客別売上】                                    （百万円） 

  

  22年３月期 23年３月期 
前期比 

増減額 増減率 

通信キャリアシステム  14,813  13,221  △1,591 % △10.7

民需・公共システム  9,632  9,006  △626 % △6.5

エンベデッドシステム  4,461  5,008  546 % 12.3

パッケージ＆サービス  2,781  3,163  382 % 13.7

人材サービス他  497  469  △27 % △5.6

合  計  32,187  30,870  △1,316 % △4.1

  22年３月期  23年３月期  
前期比 

増減額 増減率 

富士通株式会社  15,546  14,438  △1,108 % △7.1

富士通グループ会社  5,342  6,059  717 % 13.4

一般顧客  11,297  10,371  △926 % △8.2

合  計  32,187  30,870  △1,316 % △4.1
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事業区分別の売上高の概況は次のとおりです。 
  
① 通信キャリアシステム 

通信キャリアシステムの売上高は、13,221百万円となり前期比10.7％の減収となりました。大手通信キャリア向

けにおいて、法人系データシステムの開発が一巡したことや、次期基幹システムや顧客管理システムなどで規模縮

小や開発延伸が発生したことなどにより大幅な減収となりました。一方、固定網を中心としたビリングアプリケー

ションやネットワークサービス系の業務開発、情報系ＤＷＨ（データウェアハウス）案件等については継続して受

注しており、新たなビジネスとして課金計算システムのクラウド対応サービス「従量課金onクラウド（Billing 

Saver）」の提供を開始しましたが、大手通信キャリア向けＳＩ開発案件の減少が大きく、前期に比べ大幅な減収

となりました。  

  

② 民需・公共システム 

民需・公共システムの売上高は、9,006百万円となり前期比6.5％の減収となりました。富士通株式会社向け社内

システムについては堅調であった他、中堅建設業向けＥＲＰソリューション「CAP21」やスマートフォン活用ビジ

ネス関連のサイト構築等が好調に推移しました。「CAP21」において、新たにクラウド環境でのサービス提供を開

始する他、オンメモリデータベース製品「Oh-Pa 1/3」（オーパ・ワンサード）をエンジンとして組み込んだＢＩ

（ビジネスインテリジェンス）製品「JETBI」(ジェット・ビーアイ)※を富士通グループや一般顧客向けに販売を

開始する等、新たなソフトウェア製品の提供に努めました。しかしながら、景気の先行き不透明感を反映して顧客

企業にＩＴ投資に対する抑制が続いており、大手製薬会社向けや、産業流通・官公庁向けを中心としたＳＩ開発案

件が伸び悩んだことにより、民需・公共システムの売上高は減少する結果となりました。 

※「JETBI」富士通株式会社の購買システムの基幹機能をリファレンスモデルとして製品化して販売 

  

③ エンベデッドシステム 

エンベデッドシステムの売上高は、5,008百万円となり前期比12.3％の増収となりました。携帯電話向け開発に

ついては、スマートフォンの普及に伴う開発需要が活性化してきている一方で、既存製品の評価業務における機種

数の減少等により若干の減少となりました。また、自動車、通信インフラ分野においても厳しい環境が続きました

が、光学機器大手であるニコングループとの合弁事業（平成21年7月合弁会社設立）が順調に成長しており、ニコ

ン製のデジタルカメラのファームウェア向け開発が順調に増加したことから、エンベデッドシステムの売上高は二

桁の増加となりました。また、中国の子会社（北京思元軟件有限公司）を活用したオフショア開発を継続して推進

し、コスト削減に努めました。 

  

④ パッケージ＆サービス 

パッケージ＆サービスの売上高は、3,163百万円となり前期比13.7％の増収となりました。パッケージ製品で

は、生命保険会社を中心とした既存顧客のリプレースに伴い、セキュリティ製品「FENCE」シリーズの販売が順調

に拡大いたしました。また、オンメモリデータベース製品「Oh-Pa 1/3」については、富士通購買システムのリフ

ァレンスモデル「JETBI」などのソリューション製品に組み込んで販売する等、新たなビジネスの展開をはかりま

した。また、「FENCE-Mail Cloud」「FENCE-Mobile RemoteManager」といったクラウド環境でのサービスや、カプ

セル化した暗号化ファイル「FENCEブリーフケース」の機能強化等、製品の拡充に努めました。 

データセンターを中心とするアウトソーシングサービスについては、運用監視サービスを中心に堅調に推移しま

した。 

  

⑤ 人材サービス他 

人材派遣、人材紹介等の売上高は、人材派遣市場における厳しい市場環境を反映し469百万円となり前期比5.6％

の減収となりました。 

  

＜次期の見通し＞ 

 平成24年３月期の連結業績につきましては、東日本大震災及び電力供給不足等の影響を合理的かつ正確に想定する

ことは極めて困難な状況にあり、現時点においての業績予想は行いません。当社グループは、当期並みの業績の確保

を目指して努力してまいりますが、今後、顧客のＩＴ投資動向や市場環境等を見極めつつ、開示が可能となった時点

で速やかに開示することといたします。 
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(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における総資産は、31,411百万円となりました。純資産は18,022百万円となり、自己資本比率は

57.1％、１株当たりの純資産は1,520円62銭となりました。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の

残高は、前連結会計年度末に比べ1,329百万円減少し、4,212百万円となりました。当連結会計年度における各キャッ

シュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。 

  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,347百万円の増加（前期は2,827百万円の増加）となりました。これは

主に、税金等調整前当期純利益2,182百万円、減価償却費371百万円、退職給付引当金の増加375百万円等があった一

方、売上債権の増加728百万円、仕入債務の減少229百万円、法人税等の支払い966百万円等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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,366百万円の減少（前期は437百万円の減少）となりました。これは主

に、運用効率の向上を目的とした償還期限が３ヶ月を超える中長期性の預け金を2,000百万円増加させたこと及び無

形固定資産取得による支出332百万円等があったことによるものです。（現金同等物は３ヶ月以内に償還期限が到来

する短期投資としており、当該預け金は現金同等物の期末残高に含まれないこととなります。） 

  

  （財務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・フローは、配当金の支払いを行ったこと等により300百万円の減少（前期は294百万

円の減少）となりました。 

  

    （キャッシュ・フローの状況）                          （百万円） 

  

      （参考指標）   

  
  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 

 （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算出しています。 

 （注2）キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、算定の基礎となる期末有

利子負債が発生してい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、株主の皆様への安定的な利益還元と、将来の事業展開及び財務基盤の安定・強化のための内部留保の充実

を総合的に勘案しつつ利益配分を決定することを基本方針としております。 

当期の配当につきましては、当期純利益が前期比11.1％と二桁成長となったことから、株主の皆様のご支援にお応

えするため、１株当たりの期末配当金を13円50銭とすることといたしました。これにより、第２四半期配当12円50銭

とあわせた１株当たり年間配当金は26円となる見込みであります。（本日発表の「平成23年３月期配当予想の修正

（増配）に関するお知らせ」をご参照ください。） 

また、平成24年3月期の配当予想については未定であり、配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示い

たします。 

    

   22年３月期 23年３月期 

営業キャッシュ・フロー   2,827  1,347

投資キャッシュ・フロー  △437  △2,366

財務キャッシュ・フロー   △294  △300

 現金及び現金同等物の期末残高  5,542  4,212

  22年３月期 23年３月期 

自己資本比率   % 56.7   % 57.1

時価ベースの自己資本比率   % 30.6   % 28.9
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(4）事業等のリスク 

当社グループの事業等に関連するリスクとして投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあると考えられる主な

ものとしては、以下のものがあります。当社グループは、これらのリスクを十分認識したうえで、発生の予防・回避

及び発生時の対応に 大限の努力をしてまいります。  

なお、文中における将来に関する事項は、当期末現在において当社が判断したものであります。  

   

① 特定の取引先への依存度が高いことについて 

当社グループは、富士通株式会社及び富士通グループ企業（以下富士通グループ会社）に対する売上の割合が 高

く、当連結会計年度の売上割合は66.4％となっております。当社グループは、富士通グループ会社と緊密な連携の

もと事業を推進しておりますが、富士通グループ会社において大幅な事業方針の変更等が生じた場合には当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

                                               (百万円) 

  

② 競合について 

 現在、国内におけるＩＴ業界は厳しい競合状況にあり、大小のシステムインテグレーターが各々得意とする業務

分野や産業を中心に事業活動を展開しております。当社グループは、長年にわたり蓄積された技術やノウハウと営

業基盤を背景に、競合他社との差別化や競争力の強化をはかっておりますが、将来的に当社の取引先に対して競合

会社が参入してこないという保証はなく、企業規模・技術力・営業力等において当社より強力な競合会社が参入し

てきた場合には既存の受注量の確保が困難となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

   

③ 開発技術者について 

今後の当社グループの業容拡大には、高度で専門的な技術レベルと豊富な経験を有した開発技術者を、継続的に

多数確保する必要があります。しかしながら、現在、先進的な技術を有する開発技術者を巡る企業間の獲得競争は

激しさを増しており、将来的に当社が必要とする技術水準を有する開発技術者の充分な確保が困難となる可能性が

あります。今後、計画どおり必要な開発人員が確保できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。  

  

④ プロジェクト管理について 

多種多様のプロジェクトを進めていくうえで、技術の高度化や頻繁な仕様変更等により想定以上に開発コストが

増加した場合、プロジェクトの採算性が悪化する可能性があります。当社グループは、全社的なプロジェクトマネ

ジメントの管理組織として、ＰＡ（プロジェクトアシュアランス）会を設置し受注条件の精査やプロジェクトの採

算割れの発生防止、不具合の早期発見のための対応を強化しております。しかし、それでも不採算プロジェクトの

発生を完全には防止できない可能性があります。 

  

⑤ 情報セキュリティについて 

当社グループは、業務遂行上やむを得ず顧客が保有するさまざまな機密情報を取り扱う機会があります。社内に

セキュリティ委員会を設置する他、規程・ガイドラインの整備、社員教育の徹底、ノートパソコンなど持出し可能

な情報機器を中心としたデータ暗号化の実施等、さまざまな機密情報の漏洩を防止するための対策を講じておりま

す。しかし、不測の事態等によりこれらの情報が外部に漏洩した場合、信用の低下等により当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。  

  

  
22年３月期 23年３月期 

 売上金額  百分比  売上金額  百分比 

 富士通株式会社  15,546   % 48.3  14,438   % 46.8

 富士通グループ会社  5,342   % 16.6  6,059   % 19.6

 小  計  20,889   % 64.9  20,498   % 66.4

 その他の顧客  11,297   % 35.1  10,371   % 33.6

 合  計  32,187   % 100.0  30,870   % 100.0
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⑥ 投融資について 

当社グループは、効率的な業容の拡大、新規分野への事業展開等の実現のため、アライアンスの取得、業務提

携、Ｍ＆Ａといった戦略的投融資を検討してまいります。投融資の実施にあたっては、個々の投融資案件ごとにそ

のリスクとリターンを充分に評価検討のうえ実施してまいりますが、投融資対象のアライアンスや企業における将

来の状況を確実に予想することが困難な場合もあり、投融資額を計画どおり回収できなかった場合、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

   

当社グループは、当社及び連結子会社１社より構成されており、通信キャリアシステム、民需・公共システム、エ

ンベデッドシステム等の各種ソフトウェア開発及びソフトウェアサービス、パッケージ販売等を主な事業として行って

おります。 

当社の連結子会社には、ソフトウェア開発を主な事業とする北京思元軟件有限公司（中国北京市）があります。当

社は、ソフトウェア開発業務の一部を北京思元軟件有限公司に委託しております。また、当社は親会社である富士通株

式会社にソフトウェア開発及びサービス等のソフトウェア製品を提供すると共に、富士通株式会社から主にシステム機

器等を仕入れております。 

なお、前期まで記載しておりました東元商業系統有限公司（所在地香港、北京思元軟件有限公司の持株会社）は、

その役割を終了したため解散いたしました。 

当社の事業の系統図は次のとおりであります。 

  

＜事業の系統図＞ 

  

  

２．企業集団の状況
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   (1) 会社の経営の基本方針 

    当社グループは、設立以来約半世紀にわたり、システムインテグレーターとして歩み続けてまいりました。通信

キャリア等への大規模システムや民間・官公庁への各種業務システム、システム機器へ搭載するエンベデッドシス

テム等、社会のさまざまなビジネスフィールドに高品質のシステムを提供してまいりました。現在、ＩＴ業界はク

ラウドコンピューティングなどの新たなの技術の台頭により、まさにパラダイムシフトが起こりつつあります。当

社グループは、システム開発によって培ってきた技術・ノウハウをベースに、常に先進的かつ独自の技術へのこだ

わりを持ち続け、他に真似の出来ない高品質かつユニークなシステムを提供してまいります。 

    当社グループは、お客様に信頼されるＩＴパートナーとして、お客様と共に成長していけるよう今後も「技術」

にこだわり「技術の種」を育ててまいります。 

  

   (2) 目標とする経営指標 

    当社グループは、事業の発展を通じて企業価値を安定的に成長させていくことを目標としており、営業利益等利

益の確保と利益率の向上を重要な経営指標として認識しております。今後とも、経営基盤の強化と効率化の追求に

より、安定的な収益を確保し企業価値を高めてまいります。 

  

   (3) 中長期的な会社の経営戦略 

    ＩＴ業界におきましては、東日本大震災の影響もあり景気の先行き警戒感が広がるなか、企業の情報化投資は不

透明な状況にあります。このような状況下において、当社グループは情報通信分野をはじめ、製造、流通、金融、

建設等といった各種産業、公共分野等、社会のさまざまなフィールドで蓄積してきた技術とノウハウをベースに、

当社グループの基盤であるＳＩビジネスでの着実な売上の確保に努め、経営基盤の強化を推進してまいります。さ

らに、セキュリティ、オンメモリデータベース、エンベデッドシステム、スマートフォンといった特色ある技術に

こだわり、イノベーションの実現をめざすと共に、中国子会社を軸としたグローバルなビジネス展開を進めてまい

ります。 

    また、プロジェクトマネジメントの強化によるリスク管理の徹底と不採算プロジェクトの発生防止に努め、富士

通株式会社の開発フレームワーク「Topjax Solution」の導入による開発技術の標準化と効率化をはかり、開発案

件の安定的な開発とコストダウンの推進に努めてまいります。 

  

   (4) 会社の対処すべき課題 

    当社グループでは、引き続き次のような課題を認識し、その克服に継続的な取り組みをしてまいります。 

 ①売上、営業利益の確保及びコストダウンの推進 

確実な受注・売上の確保に注力し、新たなビジネス分野、技術分野にもチャレンジしながら事業の拡充をはかり

ます。また、中国スタッフの有効活用を進め開発原価の抑制に努め、確実な利益確保に努めてまいります。 

  ②製品開発の生産性と品質の向上 

「Topjax Solution」等の適用を通じ、開発技術の標準化と効率化に努め、製品の品質向上を追求いたします。

  ③技術者の育成と確保 

ＩＴ技術の進歩に対応できる能力やアイディアを持つ若手技術者の育成や、専門性の高い技術とプロジェクトマ

ネジメント能力の育成に努めてまいります。  

  ④節電への対応 

夏場の電力供給不足が予想されるなか、計画的な節電をはかると共に、確実な操業の確保と一層の業務の効率化

に努めてまいります。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 942 912

預け金 8,100 6,800

受取手形及び売掛金 9,456 10,183

たな卸資産 ※1  653 ※1  473

繰延税金資産 842 892

その他 343 377

貸倒引当金 △8 △37

流動資産合計 20,331 19,602

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  657 ※2  646

車両運搬具（純額） ※2  2 ※2  1

工具、器具及び備品（純額） ※2  162 ※2  134

土地 1,268 1,268

有形固定資産合計 2,091 2,051

無形固定資産   

ソフトウエア 544 629

その他 31 24

無形固定資産合計 575 653

投資その他の資産   

投資有価証券 ※3  45 ※3  33

長期預け金 3,500 5,500

従業員に対する長期貸付金 19 17

繰延税金資産 3,008 3,197

その他 392 357

貸倒引当金 △35 △2

投資その他の資産合計 6,931 9,103

固定資産合計 9,598 11,808

資産合計 29,929 31,411

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,879 1,619

未払費用 2,254 2,285

未払法人税等 546 726

役員賞与引当金 18 18

その他 982 1,029

流動負債合計 5,681 5,679

固定負債   

退職給付引当金 7,061 7,437

役員退職慰労引当金 107 93

資産除去債務 － 160

その他 17 17

固定負債合計 7,187 7,709

負債合計 12,868 13,389
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,970 1,970

資本剰余金 3,012 3,012

利益剰余金 12,000 12,970

自己株式 △0 △0

株主資本合計 16,982 17,953

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1 △0

為替換算調整勘定 △8 △10

その他の包括利益累計額合計 △9 △10

少数株主持分 87 79

純資産合計 17,060 18,022

負債純資産合計 29,929 31,411
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 32,187 30,870

売上原価 27,171 25,524

売上総利益 5,015 5,346

販売費及び一般管理費 ※  2,783 ※  3,023

営業利益 2,231 2,322

営業外収益   

受取利息 57 34

保険事務手数料 10 9

為替差益 － 7

その他 17 8

営業外収益合計 84 60

営業外費用   

退職給付積立不足償却額 267 －

投資有価証券評価損 － 13

その他 28 4

営業外費用合計 295 17

経常利益 2,020 2,365

特別損失   

災害による損失 － 69

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 113

特別損失合計 － 183

税金等調整前当期純利益 2,020 2,182

法人税、住民税及び事業税 1,002 1,147

法人税等調整額 △142 △243

法人税等合計 860 903

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,278

少数株主利益 12 3

当期純利益 1,147 1,275
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,278

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 1

為替換算調整勘定 － △6

その他の包括利益合計 － ※2  △5

包括利益 － ※1  1,273

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 1,274

少数株主に係る包括利益 － △1
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,970 1,970

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,970 1,970

資本剰余金   

前期末残高 3,012 3,012

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,012 3,012

利益剰余金   

前期末残高 11,154 12,000

当期変動額   

剰余金の配当 △294 △294

当期純利益 1,147 1,275

その他 △6 △9

当期変動額合計 845 970

当期末残高 12,000 12,970

自己株式   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

前期末残高 16,136 16,982

当期変動額   

剰余金の配当 △294 △294

当期純利益 1,147 1,275

自己株式の取得 △0 △0

その他 △6 △9

当期変動額合計 845 970

当期末残高 16,982 17,953
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1 △1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 1

当期変動額合計 0 1

当期末残高 △1 △0

為替換算調整勘定   

前期末残高 △6 △8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △1

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △8 △10

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △7 △9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △9 △10

少数株主持分   

前期末残高 79 87

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7 △8

当期変動額合計 7 △8

当期末残高 87 79

純資産合計   

前期末残高 16,208 17,060

当期変動額   

剰余金の配当 △294 △294

当期純利益 1,147 1,275

自己株式の取得 △0 △0

その他 △6 △9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △8

当期変動額合計 851 961

当期末残高 17,060 18,022
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 2,020 2,182

減価償却費 382 371

退職給付引当金の増減額（△は減少） 592 375

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15 △14

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3 △0

受取利息及び受取配当金 △57 △34

投資有価証券評価損益（△は益） － 15

売上債権の増減額（△は増加） 1,207 △728

たな卸資産の増減額（△は増加） 283 176

仕入債務の増減額（△は減少） △425 △229

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 113

その他 △52 49

小計 3,968 2,279

利息及び配当金の受取額 57 34

法人税等の支払額 △1,198 △966

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,827 1,347

投資活動によるキャッシュ・フロー   

預け金の払戻による収入 3,500 3,500

長期預け金の預入による支出 △3,500 △5,500

関係会社株式の取得による支出 △28 －

有形固定資産の取得による支出 △84 △35

無形固定資産の取得による支出 △347 △332

差入保証金の回収による収入 26 －

その他 △2 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △437 △2,366

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △294 △295

少数株主への配当金の支払額 － △4

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △294 △300

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,089 △1,329

現金及び現金同等物の期首残高 3,452 5,542

現金及び現金同等物の期末残高 ※  5,542 ※  4,212
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 該当事項はありません。 

  

 近の有価証券報告書（平成22年６月23日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しており

ます。  

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

   当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ10百万円、

税金等調整前当期純利益は124百万円減少しております。
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１ たな卸資産の内訳 ※１ たな卸資産の内訳 

  

商品及び製品 10百万円 

仕掛品 642百万円 

原材料及び貯蔵品 0百万円 

  

商品及び製品 2百万円 

仕掛品 471百万円 

    

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 1,884百万円 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 2,038百万円 

※３ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※３ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

   投資有価証券（株式） 28百万円    投資有価証券（株式） 28百万円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

※ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

従業員給与 百万円1,085

従業員賞与 百万円406

法定福利費 百万円203

従業員給与 百万円979

従業員賞与 百万円324

法定福利費 百万円190

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 百万円1,146

少数株主に係る包括利益  12

計  1,158

その他有価証券評価差額金 0百万円

為替換算調整勘定  △1

計  △1
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式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）普通株式の自己株式の株式数の増加67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）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23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）普通株式の自己株式の株式数の増加120株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式    11,800,000  －  －    11,800,000

合計    11,800,000  －  －    11,800,000

自己株式         

普通株式 （注）    190  67  －    257

合計    190  67  －    257

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

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  147  12.5 平成21年３月31日 平成21年６月25日 

平成21年10月21日 

取締役会 
普通株式  147  12.5 平成21年９月30日 平成21年11月26日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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  147  利益剰余金  12.5 平成22年３月31日 平成22年６月24日

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式    11,800,000  －  －    11,800,000

合計    11,800,000  －  －    11,800,000

自己株式         

普通株式 （注）    257  120  －    377

合計    257  120  －    377
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２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

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

  

  

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

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  147  12.5 平成22年３月31日 平成22年６月24日 

平成22年10月21日 

取締役会 
普通株式  147  12.5 平成22年９月30日 平成22年11月26日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  159  利益剰余金  13.5 平成23年３月31日 平成23年６月27日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在）

（百万円） 

現金及び預金勘定 942

預け金勘定 8,100

預入期間が３ヶ月を超える預け金 △3,500

現金及び現金同等物 5,542

（平成23年３月31日現在）

（百万円） 

現金及び預金勘定 912

預け金勘定 6,800

預入期間が３ヶ月を超える預け金 △3,500

現金及び現金同等物 4,212
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  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

   

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

  

  前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月３１日）  

   当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

  当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月３１日）  

   当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

  前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

   該当事項はありません。  

  

  当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

   該当事項はありません。  

  

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

  

  前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

   該当事項はありません。 

  

  当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

   該当事項はありません。 

  

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

当連結グループは、情報通信分野におけるシステムインテグレーション及びサービスの提供を行う単一の事業

活動を営んでいるため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 当連結グループは、システムインテグレーション及びソフトウェアサービスの提供を行う単一セグメントであ

るため、記載を省略しております。 

  

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

 （注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  前連結会計年度（自 平成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。  

  

  当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

   該当事項はありません。  

  

ｄ．セグメント情報

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 1,438 40 円 銭 1,520 62

１株当たり当期純利益 円 銭 97 26 円 銭 108 6

潜在株式調整後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。 

同左 

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（百万円）  1,147  1,275

普通株主に帰属しない金額（百万円）    －    －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,147  1,275

期中平均株式数（株）  11,799,794  11,799,669

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 653 737

預け金 8,100 6,800

受取手形 14 7

売掛金 9,492 10,171

たな卸資産 579 429

前渡金 141 90

前払費用 150 172

繰延税金資産 839 891

その他 45 106

貸倒引当金 △8 △37

流動資産合計 20,008 19,370

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,889 2,031

減価償却累計額 △1,240 △1,390

建物（純額） 648 641

構築物 30 30

減価償却累計額 △28 △29

構築物（純額） 1 1

工具、器具及び備品 730 700

減価償却累計額 △588 △583

工具、器具及び備品（純額） 141 117

土地 1,268 1,268

有形固定資産合計 2,061 2,029

無形固定資産   

ソフトウエア 544 627

電話加入権 23 23

その他 7 1

無形固定資産合計 575 652

投資その他の資産   

投資有価証券 17 4

関係会社株式 190 123

長期預け金 3,500 5,500

従業員に対する長期貸付金 18 17

破産更生債権等 3 －

差入保証金 340 339

繰延税金資産 3,008 3,197

その他 36 10

貸倒引当金 △35 △2

投資その他の資産合計 7,079 9,190

固定資産合計 9,716 11,872

資産合計 29,724 31,242
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,967 1,707

未払金 174 222

未払費用 2,254 2,285

未払法人税等 544 723

未払消費税等 468 457

前受金 54 83

預り金 88 93

役員賞与引当金 18 18

その他 0 0

流動負債合計 5,571 5,591

固定負債   

退職給付引当金 7,061 7,437

役員退職慰労引当金 107 93

資産除去債務 － 160

固定負債合計 7,169 7,692

負債合計 12,741 13,283

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,970 1,970

資本剰余金   

資本準備金 3,012 3,012

資本剰余金合計 3,012 3,012

利益剰余金   

利益準備金 86 86

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 3 －

特別償却準備金 4 0

別途積立金 8,735 8,735

繰越利益剰余金 3,172 4,155

利益剰余金合計 12,002 12,976

自己株式 △0 △0

株主資本合計 16,984 17,959

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △0

評価・換算差額等合計 △1 △0

純資産合計 16,983 17,958

負債純資産合計 29,724 31,242
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 31,998 30,583

売上原価 27,047 25,307

売上総利益 4,951 5,276

販売費及び一般管理費 2,734 2,970

営業利益 2,216 2,305

営業外収益   

受取利息 56 34

受取配当金 4 7

保険事務手数料 10 9

雑収入 1 11

営業外収益合計 73 63

営業外費用   

退職給付積立不足償却額 267 －

投資有価証券評価損 － 13

雑支出 25 4

営業外費用合計 293 17

経常利益 1,996 2,350

特別損失   

災害による損失 － 69

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 113

特別損失合計 － 183

税引前当期純利益 1,996 2,167

法人税、住民税及び事業税 996 1,140

法人税等調整額 △141 △242

法人税等合計 854 898

当期純利益 1,142 1,269
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,970 1,970

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,970 1,970

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,012 3,012

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,012 3,012

資本剰余金合計   

前期末残高 3,012 3,012

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,012 3,012

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 86 86

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 86 86

その他利益剰余金   

プログラム等準備金   

前期末残高 14 3

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 △10 △3

当期変動額合計 △10 △3

当期末残高 3 －

特別償却準備金   

前期末残高 11 4

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △7 △4

当期変動額合計 △7 △4

当期末残高 4 0

別途積立金   

前期末残高 8,735 8,735

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,735 8,735

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,307 3,172

当期変動額   

剰余金の配当 △294 △294

プログラム等準備金の取崩 10 3

特別償却準備金の取崩 7 4

当期純利益 1,142 1,269

当期変動額合計 865 982

当期末残高 3,172 4,155
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 11,155 12,002

当期変動額   

剰余金の配当 △294 △294

プログラム等準備金の取崩 － －

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益 1,142 1,269

当期変動額合計 847 974

当期末残高 12,002 12,976

自己株式   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

前期末残高 16,137 16,984

当期変動額   

剰余金の配当 △294 △294

当期純利益 1,142 1,269

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 847 974

当期末残高 16,984 17,959

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1 △1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 1

当期変動額合計 0 1

当期末残高 △1 △0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1 △1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 1

当期変動額合計 0 1

当期末残高 △1 △0

純資産合計   

前期末残高 16,135 16,983

当期変動額   

剰余金の配当 △294 △294

当期純利益 1,142 1,269

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 1

当期変動額合計 847 975

当期末残高 16,983 17,958
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 該当事項はありません。 

  

  

(1）役員の異動 

決算短信発表日（平成23年4月22日）現在、未定であります。 

  

(4）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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