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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 34,291 △4.0 2,205 16.2 2,304 15.7 1,038 △23.4
22年3月期 35,711 △5.9 1,898 6.9 1,992 6.5 1,355 △11.4

（注）包括利益 23年3月期 1,174百万円 （△11.5％） 22年3月期 1,327百万円 （―％）

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 25.50 ― 2.2 3.8 6.4
22年3月期 33.27 33.26 2.9 3.3 5.3

（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 61,098 47,400 77.4 1,160.44
22年3月期 60,510 46,784 77.1 1,144.66

（参考） 自己資本   23年3月期  47,282百万円 22年3月期  46,632百万円

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 2,647 △1,716 △591 20,354
22年3月期 4,531 △3,683 △586 20,016

2.  配当の状況 

 

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00 488 36.1 1.1
23年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 570 54.9 1.2
24年3月期(予想) ― 8.00 ― 8.00 16.00 32.6

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） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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) 16,400 1.6 830 6.7 860 4.6 710 △3.0 17.43
通期 34,900 1.8 2,250 2.0 2,310 0.2 2,000 92.5 49.09



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  

(注)なお、特定子会社の異動はありませんが、子会社の内、1社を連結範囲から除外しております。 
詳細は、添付資料P.15「（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注)詳細は、添付資料P.19「（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」をご覧ください。 

(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 48,000,000 株 22年3月期 48,000,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 7,254,839 株 22年3月期 7,261,095 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 40,742,272 株 22年3月期 40,740,112 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 30,145 △5.0 1,849 20.3 2,015 18.5 940 △20.3
22年3月期 31,747 △5.6 1,538 6.3 1,700 3.9 1,180 △15.7

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 23.09 ―
22年3月期 28.98 28.98

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 58,486 45,983 78.5 1,126.37
22年3月期 58,039 45,417 78.1 1,112.98

（参考） 自己資本 23年3月期  45,893百万円 22年3月期  45,341百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる 
場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料P.2「（１） 経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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) 14,500 2.4 700 9.8 800 6.5 700 △6.9 17.18
通期 31,000 2.8 2,000 8.1 2,120 5.2 1,900 102.0 46.63
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（１）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、新興国向けの輸出の増加により回復の兆しは見えたもの

の、雇用情勢や個人消費の低迷など、景気の不透明感は払拭されないまま推移いたしました。さら

に、本年３月11日に発生しました東日本大震災の景気への影響は甚大であり、先行きへの影響は見

通せない状況となっております。 

 情報サービス業界においても、一部に情報化投資への回復の兆しは見られるものの、いまだ本格

的な回復には至っておりません。 

  このような環境のもと、当社グループは、新規取引先の開拓や既存取引先の深耕、地方公共団体

向けパッケージ「WebRings（ウェブリングス）※1」や新規事業である海外送金システム「ARIAS（ア

リアス）※2」の受注・売上の拡大を図ってまいりました。さらに、グループ全体での品質保証体制

の充実や人員構成の適正化など、事業構造改革による企業体質強化を推進してまいりました。 

 この結果、当連結会計年度では、受注高は前期を4.7％上回ったものの、売上高は前期比4.0％減

の342億91百万円となりました。 

 損益面では、原価低減や販管費の削減等が奏功し、営業利益は前期比16.2％増の22億５百万円と

なり、営業利益率も同1.1％ポイント改善の6.4％となりました。経常利益は同15.7％増の23億４百

万円となりました。当期純利益は、早期退職優遇措置の実施による特別損失等により、同23.4％減

の10億38百万円となりました。 

 工程別および業種別の売上高は次のとおりです。 

 前工程は、前期比54.3％減の１億34百万円となりました。 

 中工程のシステム開発（一括）※3は、新規取引先の獲得や公共分野が好調に推移し、ほぼ前期並

みを確保しましたが、システム開発（準委任）※4は、景気低迷の影響を受けて産業分野や金融分野

向け売上高が減少したため、中工程全体では同7.0％減の145億31百万円となりました。 

 後工程では、公共分野の保守が好調となりましたが、生命保険業向けで顧客の運用拠点再編の影

響を受けた運用の減少等により、同11.7％減の140億10百万円となりました。 

   【工程別連結売上高】                                                     （単位：百万円） 

１．経営成績

区分＼期別 

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 

対前年 

増減率 

金額 構成比 金額 構成比 

前 工 程(ITコンサル・要件定義)  293 ％ 0.8  134 ％ 0.4 ％ △54.3

中  工  程  15,618 ％ 43.8  14,531 ％ 42.3 ％ △7.0

  

システム開発 

準 委 任  6,878 ％ 19.3  6,003 ％ 17.5 ％ △12.7

  一 括  8,740 ％ 24.5  8,528 ％ 24.8 ％ △2.4

後  工  程  15,865 ％ 44.4  14,010 ％ 40.9 ％ △11.7

  運 用  12,094 ％ 33.9  10,110 ％ 29.5 ％ △16.4

  シ ス テ ム 保 守  3,771 ％ 10.5  3,900 ％ 11.4 ％ 3.4

そ の 他 サ ー ビ ス  3,933 ％ 11.0  5,614 ％ 16.4 ％ 42.7

合     計  35,711 ％ 100.0  34,291 ％ 100.0 ％ △4.0



【業種別連結売上高】                                                       （単位：百万円）

 ※1 WebRings（ウェブリングス）：当社が独自開発したウェブ型の総合行政システム 

 ※2 ARIAS（アリアス）：米国Microfinance International Corporationの登録商標 

 ※3 システム開発（一括）：契約形態が一括請負契約となっている業務やパッケージソフトウェアの販売業務 

 ※4 システム開発（準委任）：報酬形態が人月単価での契約となっている業務 

   

（次期の見通し） 

 次期の見通しにつきましては、東日本大震災の景気に及ぼす影響や、関東地方における夏場の電

力問題など不透明要因が多数存在いたします。 

  当社グループは、震災からの復興に積極的に貢献しながら、引き続き受注・売上の拡大と事業構

造改革を推進し、当期を上回る売上・利益の確保に注力してまいります。 

  このような状況を踏まえ、平成24年３月期の業績を以下のように予想いたします。 

（注）％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率 

（注）％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 

 なお、この予想は、本決算短信の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

（２）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末における財政状態は、総資産は610億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ

５億88百万円増加いたしました。 

 流動資産は、預け金は減少したものの、主に現金及び預金、仕掛品の増加により、11億11百万円

増加し、318億41百万円となりました。固定資産は、主に有形固定資産、長期前払費用の減少によ

り、５億22百万円減少し292億57百万円となりました。 

区分＼期別 

前連結会計年度 当連結会計年度 

対前年 

増減率 

自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日 

自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日 

金額 構成比 金額 構成比 

産     業  12,481 ％ 34.9  10,596 ％ 30.9 ％ △15.1

金     融  12,773 ％ 35.8  11,719 ％ 34.2 ％ △8.3

公     共  10,456 ％ 29.3  11,975 ％ 34.9 ％ 14.5

合     計  35,711 ％ 100.0  34,291 ％ 100.0 ％ △4.0

【連結】 (単位：百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

第２四半期連結累計期間 16,400 ( ％) 1.6 830 ( ％) 6.7 860 ( ％) 4.6 710 ( ％)△3.0

通 期 34,900 ( ％) 1.8 2,250 ( ％) 2.0 2,310 ( ％) 0.2 2,000 ( ％) 92.5

【個別】＜ご参考＞ (単位：百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

第２四半期累計期間 14,500 ( ％) 2.4 700 ( ％) 9.8 800 ( ％) 6.5 700 ( ％)△6.9

通 期 31,000 ( ％) 2.8 2,000 ( ％) 8.1 2,120 ( ％) 5.2 1,900 ( ％)102.0



  流動負債は、主に買掛金及び未払費用の増加により、５億75百万円増加し、56億36百万円となり

ました。固定負債は、主に退職給付引当金の減少により、６億３百万円減少し、80億61百万円とな

りました。 

 純資産は、主に当期純利益の計上により６億16百万円増加し、474億円となりました。 

（連結キャッシュ・フローの概況） 

 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203億54百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ３億38百万円増加いたしました。 

（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、特別退職金の支払等により、前期比18億83百万円減少の26億47

百万円となりました。 

（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、主に有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出等によ

り、前期比19億66百万円減少の17億16百万円となりました。 

（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、配当金の支払い等により、前期比４百万円増加の５億91百万円

となりました。 

（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）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）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。 

（注４）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、利払いにつきましては、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。 

（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、収益力の向上に向けて企業体質の強化を図りながら、株主の皆さまへの利益還元を充実

させていくことが経営の重要課題であると考えております。利益配当につきましては、急速な市場

の変化に対応するため、財務基盤の充実を勘案しつつ、安定的な成果配分をおこなうことを基本と

しております。 

  当期の１株当たりの配当金は、当期の年間配当額として１株当たり14円を予定しております。既

に中間配当として１株当たり７円を配当し、期末配当（平成23年６月支払）として１株当たり７円

を予定しております。 

 次期の１株当たりの配当金は、株主の皆さまへの利益還元のため、年間配当額として１株当たり

２円増配の16円を予定しております。なお、中間配当は１株当たり８円とし、期末配当（平成24年

６月支払）として１株当たり８円を予定しております。 

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自 己 資 本 比 率（％）  76.3  75.8  77.1  77.4

時価ベースの自己資本比率（％）  35.5  36.2  46.8  38.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  0.0  0.0  0.0  0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  904.3  805.7  702.5  801.3



（４）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成22年６月25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。 

 当社の企業集団は、当社及び子会社５社・関連会社１社で構成されております。当社グループの

事業に係る位置付けは次のとおりです。 

 株式会社ＫＤＳは、主として人材派遣ならびにデータエントリー業務を行っており、当社より当

該業務を受託しております。あわせて、民間企業向けのソフトウェア開発業務を行っております。

 株式会社アイ・エス・エスは、情報処理サービスに付帯する運用等の業務を行っており、当社よ

り当該業務を受託しております。 

 株式会社ＳＫサポートサービスは、サーバハウジングを中心とした情報処理サービスを行ってお

ります。 

 新日本システム・サービス株式会社は、主に石油販売や物販などの民間企業向け情報処理サービ

スを行っております。あわせて、民間企業や公共団体向けのソフトウェア開発業務ならびにパッケ

ージソフトウェアの販売を行っております。 

 情報サービス関連事業の系統図は次のとおりであります。 

 

   （注)非連結子会社であるINES System Services Pty.Ltd.及び持分法非適用関連会社である 

      JDI-INES Corporation Ltd.は、表中に図示しておりません。 

２．企業集団の状況



（１）会社の経営の基本方針 

 情報通信技術は、社会基盤のひとつとしてますますその重要性を高めております。当社グループ

は「創造 愛 自己統合」を社是とし、わが国の情報化推進の一翼を担い、社会の発展に寄与する

ことを使命としております。 

（２）目標とする経営指標 

 当社グループは、競争力の強化と企業価値の向上を図るには、売上高の拡大と営業利益率の向上

が重要と考えており、連結営業利益８％以上の達成を目指してまいります。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、持続的な成長と高収益企業の確立のために、受注・売上の拡大、原価低減、品

質の向上、人材育成などの施策を推進して、経営基盤の強化を図ってまいります。 

（４）会社の対処すべき課題 

  高収益企業の確立に向けて、以下の課題に取り組んでまいります。 

①受注・売上の拡大 

 今後も成長が見込まれるITサービス市場の中で、ITコンサルティングから運用・保守までの一

貫したワンストップサービスを武器に、新規顧客の開拓や既存顧客の深耕に取り組み、受注・売

上の拡大を図ってまいります。 

②技術力・生産性の向上 

 市場の要求に応える先端技術に積極的に取り組み、当社グループの得意分野における技術・ノ

ウハウを更に向上し、これを「見える化」することにより技術力の向上を図ってまいります。あ

わせて、プロジェクト進捗管理および品質管理の体制を強化してまいります。 

③グループ内外との連携による事業基盤の拡大 

 当社グループ内でのシナジー効果を追求するとともに、戦略パートナーの技術ノウハウを活用

することで事業基盤を拡大いたします。 

④活力ある組織構築と人材育成 

 「仕事に厳しく、人に優しい職場づくり」に向け、社内のコミュニケーションを活発化し、活

力ある組織体制を構築いたします。さらに、技術、プロジェクト管理、マネジメント、国際化な

ど持続的成長と高収益企業を支える人材育成を図ってまいります。 

⑤管理体制の強化とＣＳＲの推進 

 管理体制の強化のため、社員のコンプライアンス意識の維持・向上のための教育を充実させ、

内部統制体制の強化を図るとともに、情報セキュリティや個人情報保護の更なる徹底を推進いた

します。また、企業に求められる社会的責任を果たすため、環境保全活動や社会貢献活動などに

取り組み、社会の発展に寄与してまいります。 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

   特筆すべき事項はありません。 

３．経営方針



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 8,759 15,087

受取手形及び売掛金 8,304 8,589

有価証券 151 151

仕掛品 ※2  665 ※2  1,006

原材料及び貯蔵品 67 69

前払費用 239 276

繰延税金資産 878 870

預け金 11,651 5,712

その他 43 102

貸倒引当金 △31 △25

流動資産合計 30,729 31,841

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,254 17,390

減価償却累計額 △8,092 △8,359

建物及び構築物（純額） 9,161 9,030

工具、器具及び備品 3,866 4,131

減価償却累計額 △2,685 △3,058

工具、器具及び備品（純額） 1,180 1,072

土地 11,101 11,101

有形固定資産合計 21,443 21,204

無形固定資産   

ソフトウエア 2,850 2,846

その他 40 38

無形固定資産合計 2,891 2,885

投資その他の資産   

投資有価証券 896 ※1  1,041

長期前払費用 440 287

繰延税金資産 3,240 3,242

その他 872 600

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 5,446 5,167

固定資産合計 29,780 29,257

資産合計 60,510 61,098



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,364 1,698

未払費用 935 1,140

未払法人税等 187 155

未払消費税等 124 180

前受金 252 209

賞与引当金 1,215 1,157

役員賞与引当金 46 49

受注損失引当金 ※2  332 ※2  356

その他 602 688

流動負債合計 5,061 5,636

固定負債   

退職給付引当金 8,229 7,583

役員退職慰労引当金 91 108

資産除去債務 － 56

その他 343 313

固定負債合計 8,664 8,061

負債合計 13,726 13,698

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,457 31,457

資本剰余金 17,548 17,548

利益剰余金 3,214 3,724

自己株式 △5,436 △5,431

株主資本合計 46,784 47,299

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △152 △16

その他の包括利益累計額合計 △152 △16

新株予約権 75 89

少数株主持分 76 29

純資産合計 46,784 47,400

負債純資産合計 60,510 61,098



（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 35,711 34,291

売上原価 ※4  28,580 ※4  27,091

売上総利益 7,131 7,199

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  5,233 ※1, ※2  4,994

営業利益 1,898 2,205

営業外収益   

受取利息 64 51

受取配当金 12 12

不動産賃貸料 34 33

保険配当金 17 26

その他 19 16

営業外収益合計 148 141

営業外費用   

支払利息 6 3

不動産賃貸費用 44 33

その他 3 4

営業外費用合計 53 41

経常利益 1,992 2,304

特別利益   

投資有価証券売却益 － 214

その他 0 0

特別利益合計 0 214

特別損失   

固定資産除却損 ※3  198 ※3  149

投資有価証券評価損 － 70

関係会社株式売却損 31 －

事務所撤去費用 ※3  18 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21

特別退職金 － 850

ソフトウエア除却損 － 81

たな卸資産処分損 124 －

退職給付制度改定損 － 87

災害による損失 － 35

その他 1 4

特別損失合計 374 1,301

税金等調整前当期純利益 1,618 1,218

法人税、住民税及び事業税 163 172

法人税等調整額 96 6

法人税等合計 260 179

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,039

少数株主利益 2 0

当期純利益 1,355 1,038



（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 － 1,039

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 135

その他の包括利益合計 － ※2  135

包括利益 － ※1  1,174

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 1,174

少数株主に係る包括利益 － 0



（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 31,457 31,457

当期末残高 31,457 31,457

資本剰余金   

前期末残高 17,548 17,548

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

新株予約権の行使 － 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 17,548 17,548

利益剰余金   

前期末残高 2,389 3,214

当期変動額   

剰余金の配当 △529 △529

当期純利益 1,355 1,038

当期変動額合計 825 509

当期末残高 3,214 3,724

自己株式   

前期末残高 △5,434 △5,436

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

新株予約権の行使 － 5

当期変動額合計 △1 4

当期末残高 △5,436 △5,431

株主資本合計   

前期末残高 45,960 46,784

当期変動額   

剰余金の配当 △529 △529

当期純利益 1,355 1,038

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

新株予約権の行使 － 5

当期変動額合計 824 514

当期末残高 46,784 47,299



（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 △122 △152

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 135

当期変動額合計 △30 135

当期末残高 △152 △16

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △122 △152

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 135

当期変動額合計 △30 135

当期末残高 △152 △16

新株予約権   

前期末残高 46 75

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28 13

当期変動額合計 28 13

当期末残高 75 89

少数株主持分   

前期末残高 74 76

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △47

当期変動額合計 2 △47

当期末残高 76 29

純資産合計   

前期末残高 45,959 46,784

当期変動額   

剰余金の配当 △529 △529

当期純利益 1,355 1,038

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

新株予約権の行使 － 5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 102

当期変動額合計 824 616

当期末残高 46,784 47,400



（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 1,618 1,218

減価償却費 2,172 2,521

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21

賞与引当金の増減額（△は減少） 48 △58

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5 2

受注損失引当金の増減額（△は減少） 332 24

退職給付引当金の増減額（△は減少） 178 △646

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △204 16

受取利息及び受取配当金 △77 △64

支払利息 6 3

投資有価証券売却損益（△は益） － △214

関係会社株式売却損益（△は益） 31 －

固定資産除却損 198 149

投資有価証券評価損益（△は益） － 70

ソフトウエア除却損 － 81

特別退職金 － 850

退職給付制度改定損 － 87

災害損失 － 35

売上債権の増減額（△は増加） 400 △327

たな卸資産の増減額（△は増加） 367 △343

その他の資産の増減額（△は増加） 134 35

仕入債務の増減額（△は減少） △160 335

その他の負債の増減額（△は減少） △787 203

その他 301 △420

小計 4,565 3,582

利息及び配当金の受取額 77 64

利息の支払額 △6 △3

法人税等の還付額 69 30

法人税等の支払額 △174 △219

特別退職金の支払額 － △803

災害損失の支払額 － △3

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,531 2,647

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 0 △0

預け金の預入による支出 △500 △650

預け金の払戻による収入 － 600

長期預金払戻による収入 600 －

有形固定資産の取得による支出 △1,410 △602

有形固定資産の売却による収入 218 0

無形固定資産の取得による支出 △2,190 △1,275

無形固定資産の売却による収入 2 141

長期前払費用の取得による支出 △89 △106

投資有価証券の取得による支出 △235 △94

投資有価証券の売却による収入 － 233

会員権の取得による支出 － △6

会員権の売却による収入 － 1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

※2  △95 －

関係会社株式の取得による支出 △50 △3

関係会社株式の売却による収入 0 －

子会社の自己株式の取得による支出 － △32

短期貸付金の純増減額（△は増加） △17 36

その他 85 42

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,683 △1,716



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △8 －

少数株主への清算分配金の支払額 － △14

リース債務の返済による支出 △50 △52

ストックオプションの行使による収入 － 4

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △526 △528

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △586 △591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 261 338

現金及び現金同等物の期首残高 19,755 20,016

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  20,016 ※1  20,354



該当事項はありません。  

   

  

（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

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．連結の範囲に関する事項  子会社５社はすべて連結されておりま

す。 

 連結子会社名は㈱ＫＤＳ、㈱アイ・エ

ス・エス、㈱ＩＮＰＭ、㈱ＳＫサポートサ

ービス、新日本システム・サービス㈱であ

ります。 

 ㈱シー・オー・シーは、平成21年12月25

日に保有する株式の全部を売却したため、

連結の範囲から除外しております。 

 連結子会社は㈱ＫＤＳ、㈱アイ・エス・

エス、㈱ＳＫサポートサービス、新日本シ

ステム・サービス㈱の４社であります。 

 なお、㈱ＩＮＰＭは、平成22年６月７日

に清算手続きを結了したため、連結の範囲

から除外しております。 

 また、当連結会計年度において新たに設

立したINES System Services Pty.Ltd.に

ついては、総資産、売上高、当期純損益及

び利益剰余金等がいずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため、連結の

範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する 

事項 

 関連会社はありません。  持分法を適用した非連結子会社及び関連

会社はありません。 

 非連結子会社INES System Services 

Pty.Ltd.及び関連会社JDI-INES 

Corporation Ltd.は当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等が、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、持分法の適用

範囲から除外しております。  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する 

事項 

    

（1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

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） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法） 

② たな卸資産 

仕掛品 

同左 

  原材料及び貯蔵品 

個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法） 

原材料及び貯蔵品 

同左 



  

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） 

（2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

ａ．本社・赤坂本社・高津事業所・幕張

事業所の建物及び連結子会社の建物

の一部 

定額法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

ａ．本社・赤坂本社・高津事業所・幕張

事業所の建物及び連結子会社の建物

の一部 

同左 

  ｂ．特定の契約に基づく専用設備 

定額法 

ｂ．特定の契約に基づく専用設備 

同左 

  ｃ．その他の有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

ｃ．その他の有形固定資産 

同左 

  建物及び構築物 ５～63年 

工具、器具及び備品 ４～20年 

  

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

ａ．自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

ａ．自社利用のソフトウェア 

同左 

  ｂ．市場販売目的のソフトウェア 

 見込販売本数に基づく償却額と残

存有効期間に基づく均等配分額のい

ずれか大きい額 

 見込有効期間は３年以内でありま

す。 

ｂ．市場販売目的のソフトウェア 

同左 

  ｃ．その他の無形固定資産 

定額法 

ｃ．その他の無形固定資産 

同左 

  ③ リース資産 

 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 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

③ リース資産 

 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 

同左 

  ④ 少額減価償却資産 

 取得価額が10万円以上20万円未満の

資産については、３年均等償却 

④ 少額減価償却資産 

同左 

  ⑤ 長期前払費用 

定額法 

⑤ 長期前払費用 

同左 



  

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） 

（3）重要な引当金の 

計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 受注損失引当金 

 請負契約に基づくソフトウェア開発のう

ち、将来の損失が見込まれ、かつ当該損失

額を合理的に見積ることが可能なものにつ

いては、発生が見込まれる損失額を計上し

ております。 

② 受注損失引当金 

同左 

  ③ 賞与引当金 

 従業員の賞与の支出に備えるため、翌

連結会計年度の賞与支給見込額のうち当

連結会計年度に帰属する部分の金額（実

際支給見込基準）を計上しております。

③ 賞与引当金 

同左 

  ④ 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるため、翌連結

会計年度の役員賞与支給見込額のうち当

連結会計年度に帰属する部分の金額を計

上しております。 

④ 役員賞与引当金 

同左 

  ⑤ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度において発生していると認められる

額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。 

⑤ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度において発生していると認められる

額を計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理し

ております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。 

（追加情報） 

 当社及び連結子会社４社は、退職一時

金制度を設けております。また、当社及

び連結子会社のうち１社は、確定給付型

の制度として、適格退職年金制度を設け

ておりますが、平成23年４月１日より適

格退職年金制度について確定拠出型年金

制度へ移行いたします。 

 当社では、本移行に伴う社内で必要な

手続きは全て終了しているため、「退職

給付制度間の移行等に関する会計処理」

(企業会計基準適用指針第１号)を適用

し、退職給付制度改定損87百万円を特別

損失として計上いたしました。 



  

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） 

  ⑥ 役員退職慰労引当金 

 役員及び執行役員等の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

（追加情報） 

 従来、役員及び執行役員の退職慰労金

の支出に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しておりましたが、親会

社において取締役及び監査役に係る役員

退職慰労金制度を廃止することとし、平

成21年６月24日開催の定時株主総会にお

いて、親会社の取締役及び監査役に対す

る慰労金の打切り支給議案が承認可決さ

れました。これにより、当連結会計年度

において「役員退職慰労引当金」のうち

親会社の取締役及び監査役に対する金額

を取崩し、打切り支給額の未払い分につ

いては、固定負債の「その他」に含めて

表示しております。 

⑥ 役員退職慰労引当金 

 役員及び執行役員等の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

（4）重要な収益及び費用

の計上基準 

受注制作のソフトウェアに係る収益及び

費用の計上基準 

ａ．当連結会計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もの 

進行基準（進捗率の見積りは原価比例

法） 

ｂ．その他のもの 

完成基準 

受注制作のソフトウェアに係る収益及び

費用の計上基準 

ａ．当連結会計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もの 

進行基準（進捗率の見積りは原価比例

法） 

ｂ．その他のもの 

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

計上基準については、従来、完成基準を

適用しておりましたが、当連結会計年度

より、「工事契約に関する会計基準」

（企業会計基準第15号 平成19年12月27

日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18

号 平成19年12月27日）を適用し、当連結

会計年度に着手したソフトウェア開発契

約から、当連結会計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も

のについては進行基準（進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他のものについ

ては完成基準を適用しております。 

 これによる売上高、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益に与える

影響は軽微であります。 

  

（5）連結キャッシュ・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。 

（6）その他連結財務諸表

作成のための基本と

なる重要な事項  

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。  

消費税等の会計処理 

同左 



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） 

５．連結子会社の資産及び 

負債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

────── 

６．連結キャッシュ・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。 

────── 

（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４百万円、

税金等調整前当期純利益は25百万円減少しております。 

（８）表示方法の変更

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） 

──────  （連結損益計算書） 

  当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣

府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利

益」の科目で表示しております。  

（９）追加情報

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） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 



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 

  

（10）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        ────── ※１ 非連結子会社及び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）       ３百万円 

※２ 損失が見込まれるソフトウェア開発契約に係るたな

卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示

しております。 

 損失の発生が見込まれるソフトウェア開発契約に係

るたな卸資産のうち、受注損失引当金に対応する額は

332百万円（仕掛品332百万円）であります。 

※２ 損失が見込まれるソフトウェア開発契約に係るたな

卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示

しております。 

 損失の発生が見込まれるソフトウェア開発契約に係

るたな卸資産のうち、受注損失引当金に対応する額は

134百万円（仕掛品134百万円）であります。 

（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） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給与手当及び賞与 2,336百万円 

賞与引当金繰入額 240  

退職給付費用 181  

役員賞与引当金繰入額 50  

福利厚生費 368  

研究開発費 75  

営業支援費 316  

給与手当及び賞与 2,416百万円 

賞与引当金繰入額 245  

退職給付費用 217  

役員賞与引当金繰入額 52  

福利厚生費 411  

研究開発費 54  

営業支援費 222  

※２ 研究開発費の総額 百万円75 ※２ 研究開発費の総額 百万円54

 当期製造費用に含まれている研究開発費はありませ

ん。 

 当期製造費用に含まれている研究開発費はありませ

ん。 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 168百万円 

工具、器具及び備品 25  

ソフトウェア 0  

長期前払費用 4  

計 198  

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 127百万円 

工具、器具及び備品 6  

ソフトウェア 1  

長期前払費用 13  

計 149  

事務所撤去費用に含まれる固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 7百万円 

工具、器具及び備品 0  

計 8  

────── 

※４ 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 ※４ 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 

  百万円332   百万円24

（連結包括利益計算書関係）

 親会社株主に係る包括利益 1,325百万円 

 少数株主に係る包括利益 2  

 計 1,327  

 その他有価証券評価差額金 △30百万円 

 計 △30  



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）１．普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

平成21年度のストック・オプション22百万円は、権利行使期間の初日が到来しておりません。  

  

３．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 

（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（千株） 

当連結会計年度 
増加株式数（千株）

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  48,000  －  －  48,000

合計  48,000  －  －  48,000

自己株式         

普通株式 （注１，２）  7,258  2  0  7,261

合計  7,258  2  0  7,261

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－  －  －  －  －  75

合計  －  －  －  －  75

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  285 7.00 平成21年３月31日 平成21年６月25日 

平成21年10月23日 

取締役会 
普通株式  244 6.00 平成21年９月30日 平成21年12月７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25日 

定時株主総会 
普通株式  244 利益剰余金 6.00 平成22年３月31日 平成22年６月28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．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）１．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少７千株は、ストック・オプションの行使による減少７千株、単元未満株式

の売渡しによる減少０千株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．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 

  次のとおり、決議を予定しております。  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度 
増加株式数（千株）

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  48,000  －  －  48,000

合計  48,000  －  －  48,000

自己株式         

普通株式 （注１，２）  7,261  1  7  7,254

合計  7,261  1  7  7,254

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－  －  －  －  －  89

合計  －  －  －  －  89

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25日 

定時株主総会 
普通株式  244 6.00  平成22年３月31日 平成22年６月28日 

平成22年10月26日 

取締役会 
普通株式  285 7.00  平成22年９月30日 平成22年12月６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  285 利益剰余金 7.00  平成23年３月31日 平成23年６月27日



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） 

 当連結グループの情報サービス業の売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割合

が90％超であるため、事業の種類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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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） 

 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。  

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、情報システムやネットワークの企画・開発から稼動後の運用・保守・メンテナンスまで一貫

したサービスを展開しており、情報サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

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．製品及びサービスごとの情報 

 当社グループは、情報システムやネットワークの企画・開発から稼動後の運用・保守・メンテナンスまで一

貫したサービスを展開しており、単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上

高の90％を超えるため、記載を省略しております。   

（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） 

※１ 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 

※１ 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） 

（平成23年３月31日現在） 

（百万円） 

  

現金及び預金勘定  8,759

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金等 
 △546

預け金  11,651

有価証券（ＭＭＦ）  151

現金及び現金同等物  20,016

現金及び預金勘定  15,087

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金等 
 △596

預け金  5,712

有価証券（ＭＭＦ）  151

現金及び現金同等物  20,354

※２ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳 

（平成21年12月31日現在） 

（百万円） 

 ２        ────── 

㈱シー・オー・シー   

流動資産  171

固定資産  20

流動負債  △205

固定負債  △9

関係会社株式  50

関係会社株式売却損  △28

㈱シー・オー・シーの 

売却価額（純額） 
 0

㈱シー・オー・シーの 

現金及び現金同等物 
 △95

差引：㈱シー・オー・シー 

売却による支出 
 △95

（セグメント情報等）

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

ｄ．セグメント情報

ｅ．関連情報



２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％未満であるため、

記載を省略しております。  

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。  

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。  

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。  

（追加情報） 

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） 

 当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益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。  

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（１株当たり情報）

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 1,144.66円 

１株当たり当期純利益金額 33.27円 

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額 
33.26円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 1,160.44円 

１株当たり当期純利益金額 25.50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） 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益（百万円）  1,355  1,038

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）  1,355  1,038

期中平均株式数（千株）  40,740  40,742

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  9  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権４種類（新株予約権の

数4,235個） 

新株予約権４種類（新株予約権

の数4,616個） 

（重要な後発事象）



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 7,305 13,773

受取手形 － 1

売掛金 ※1  7,696 ※1  7,912

有価証券 151 151

仕掛品 ※2  622 ※2  933

原材料及び貯蔵品 67 69

前払費用 210 253

繰延税金資産 787 788

預け金 ※1  11,000 ※1  5,000

その他 48 120

貸倒引当金 △30 △24

流動資産合計 27,858 28,978

固定資産   

有形固定資産   

建物 16,023 16,170

減価償却累計額 △7,438 △7,697

建物（純額） 8,584 8,473

構築物 243 243

減価償却累計額 △191 △195

構築物（純額） 51 48

工具、器具及び備品 3,438 3,588

減価償却累計額 △2,374 △2,737

工具、器具及び備品（純額） 1,063 850

土地 10,436 10,436

有形固定資産合計 20,135 19,808

無形固定資産   

電話加入権 22 22

電信電話専用施設利用権 3 1

ソフトウエア 2,828 2,759

その他 1 1

無形固定資産合計 2,855 2,784

投資その他の資産   

投資有価証券 893 1,035

関係会社株式 1,327 1,281

破産更生債権等 3 3

長期前払費用 436 285

繰延税金資産 3,012 3,011

敷金及び保証金 ※1  1,010 ※1  1,022

長期貸付金 45 13

施設利用会員権 98 108

その他 364 157

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 7,189 6,915

固定資産合計 30,180 29,508

資産合計 58,039 58,486



（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  1,397 ※1  1,683

未払金 215 288

未払費用 ※1  755 ※1  970

未払法人税等 87 81

未払消費税等 83 159

前受金 252 209

預り金 227 258

賞与引当金 1,075 1,017

役員賞与引当金 36 37

受注損失引当金 ※2  332 ※2  356

その他 63 63

流動負債合計 4,527 5,125

固定負債   

退職給付引当金 7,744 7,077

役員退職慰労引当金 25 53

資産除去債務 － 43

その他 323 202

固定負債合計 8,094 7,377

負債合計 12,622 12,503

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,457 31,457

資本剰余金   

資本準備金 7,864 7,864

その他資本剰余金 9,683 9,683

資本剰余金合計 17,548 17,548

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,924 2,335

利益剰余金合計 1,924 2,335

自己株式 △5,436 △5,431

株主資本合計 45,494 45,910

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △152 △16

評価・換算差額等合計 △152 △16

新株予約権 75 89

純資産合計 45,417 45,983

負債純資産合計 58,039 58,486



（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 31,747 30,145

売上原価 ※4  25,604 ※4  23,902

売上総利益 6,143 6,242

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 52 41

給料手当及び賞与 1,662 1,760

賞与引当金繰入額 225 232

退職給付費用 168 201

役員報酬 － 225

役員賞与引当金繰入額 36 36

役員退職慰労引当金繰入額 42 32

福利厚生費 310 352

旅費及び交通費 133 111

運搬費 30 26

水道光熱費 22 3

賃借料 88 86

減価償却費 174 212

研究開発費 ※1  67 ※1  54

事務電算処理費 42 35

営業支援費 316 222

瑕疵修理・無償保守費 171 23

貸倒引当金繰入額 1 －

その他 1,059 733

販売費及び一般管理費合計 4,605 4,392

営業利益 1,538 1,849

営業外収益   

受取利息 60 46

有価証券利息 1 1

受取配当金 ※3  71 ※3  84

不動産賃貸料 ※3  161 ※3  145

その他 32 39

営業外収益合計 327 317

営業外費用   

支払利息 2 0

不動産賃貸費用 ※3  160 ※3  146

その他 3 4

営業外費用合計 165 151



（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) 

経常利益 1,700 2,015

特別利益   

投資有価証券売却益 － 214

関係会社清算益 － 23

特別利益合計 － 237

特別損失   

固定資産除却損 ※2  197 ※2  143

投資有価証券評価損 － 70

関係会社株式売却損 54 －

事務所撤去費用 ※2  18 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16

特別退職金 － 850

ソフトウエア除却損 － 81

たな卸資産処分損 124 －

退職給付制度改定損 － 87

災害による損失 － 35

その他 1 0

特別損失合計 395 1,285

税引前当期純利益 1,304 967

法人税、住民税及び事業税 25 27

法人税等調整額 99 △0

法人税等合計 124 26

当期純利益 1,180 940



 （注） 

製造原価（売上原価）明細書

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅰ 労務費 ※１    10,501  39.0    10,086  40.2

Ⅱ 外注費      8,704  32.3    7,507  29.9

Ⅲ 機器材料費      1,000  3.7    2,000  8.0

Ⅳ 経費               

１．機械賃借料    3,391      2,100     

２．減価償却費    1,369      1,376     

３．その他    1,971  6,732  25.0  2,003  5,480  21.9

当期総製造費用      26,939  100.0    25,075  100.0

期首仕掛品      975      622   

計      27,915      25,697   

他勘定振替高 ※２    2,170      1,583   

期末仕掛品      622      933   

ソフトウエア償却高      481      722   

当期製品製造原価      25,604      23,902   

                

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） 

※１．労務費には次の費目が含まれております。 ※１．労務費には次の費目が含まれております。 

賞与引当金繰入額 849百万円 

退職給付費用 689  

賞与引当金繰入額 784百万円 

退職給付費用 682  

※２．他勘定振替高の内容は次の通りであります。 ※２．他勘定振替高の内容は次の通りであります。 

固定資産      

ソフトウエア 1,597  

販売費及び一般管理費     

研究開発費 0  

営業支援費 316  

瑕疵修理費・無償保守費 171  

その他 85  

計 2,170  

固定資産      

ソフトウエア 1,271  

販売費及び一般管理費     

研究開発費 0  

営業支援費 222  

瑕疵修理費・無償保守費 23  

その他 66  

計 1,583  

 ３．原価計算の方法 

 プロジェクト別個別原価計算 

 ３．原価計算の方法 

同左 

 ４．当社では事業の性質上、原則として製品在庫を持ち

ませんので「当期製品製造原価」は「売上原価」と一

致します。従って損益計算書では「当期製品製造原

価」の表示はおこなわず「売上原価」として表示して

おります。 

 ４．        同左 



（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 31,457 31,457

当期末残高 31,457 31,457

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,864 7,864

当期末残高 7,864 7,864

その他資本剰余金   

前期末残高 9,683 9,683

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

新株予約権の行使 － 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 9,683 9,683

資本剰余金合計   

前期末残高 17,548 17,548

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

新株予約権の行使 － 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 17,548 17,548

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,273 1,924

当期変動額   

剰余金の配当 △529 △529

当期純利益 1,180 940

当期変動額合計 651 411

当期末残高 1,924 2,335

利益剰余金合計   

前期末残高 1,273 1,924

当期変動額   

剰余金の配当 △529 △529

当期純利益 1,180 940

当期変動額合計 651 411

当期末残高 1,924 2,335

自己株式   

前期末残高 △5,434 △5,436

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

新株予約権の行使 － 5

当期変動額合計 △1 4

当期末残高 △5,436 △5,431



（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) 

株主資本合計   

前期末残高 44,845 45,494

当期変動額   

剰余金の配当 △529 △529

当期純利益 1,180 940

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

新株予約権の行使 － 5

当期変動額合計 649 416

当期末残高 45,494 45,910

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △122 △152

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 136

当期変動額合計 △30 136

当期末残高 △152 △16

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △122 △152

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 136

当期変動額合計 △30 136

当期末残高 △152 △16

新株予約権   

前期末残高 46 75

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28 13

当期変動額合計 28 13

当期末残高 75 89

純資産合計   

前期末残高 44,769 45,417

当期変動額   

剰余金の配当 △529 △529

当期純利益 1,180 940

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

新株予約権の行使 － 5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 150

当期変動額合計 647 566

当期末残高 45,417 45,983



 該当事項はありません。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）重要な会計方針

項目 
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） 

１．有価証券の評価基準 

及び評価方法 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  （2）その他有価証券 

① 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） 

（2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

同左 

  ② 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

② 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 

（1）仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法） 

（1）仕掛品 

同左 

  （2）原材料及び貯蔵品 

個別法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法） 

（2）原材料及び貯蔵品 

同左 

３．固定資産の 

減価償却の方法 

（1）有形固定資産（リース資産を除く） 

① 本社・赤坂本社・高津事業所及び幕

張事業所の建物 

 定額法 

（1）有形固定資産（リース資産を除く） 

① 本社・赤坂本社・高津事業所及び幕

張事業所の建物 

同左 

  ② 特定の契約に基づく専用設備 

 定額法 

② 特定の契約に基づく専用設備 

同左 

  ③ その他の有形固定資産 

 定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物及び構築物    ５～63年 

工具、器具及び備品  ４～20年 

③ その他の有形固定資産 

同左 

  （2）無形固定資産（リース資産を除く） 

① 自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法 

（2）無形固定資産（リース資産を除く） 

① 自社利用のソフトウェア 

同左 

  ② 市場販売目的のソフトウェア 

 見込販売本数に基づく償却額と残存

有効期間に基づく均等配分額のいずれ

か大きい額 

 見込有効期間は３年以内でありま

す。 

② 市場販売目的のソフトウェア 

同左 

  ③ その他の無形固定資産 

 定額法 

③ その他の無形固定資産 

同左 



  

項目 
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） 

  （3）リース資産 

 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 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

（3）リース資産 

 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 

同左 

  （4）少額減価償却資産 

 取得価額が10万円以上20万円未満の資

産については、３年均等償却 

（4）少額減価償却資産 

同左 

  （5）長期前払費用 

 定額法 

（5）長期前払費用 

同左 

４．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

（1）貸倒引当金 

同左 

  （2）受注損失引当金 

 請負契約に基づくソフトウェア開発の

うち、将来の損失が見込まれ、かつ、当

該損失額を合理的に見積ることが可能な

ものについては、発生が見込まれる損失

額を計上しております。 

（2）受注損失引当金 

同左 

  （3）賞与引当金 

 従業員の賞与の支出に備えるため、翌

事業年度の賞与支給見込額のうち当事業

年度に帰属する部分の金額（実際支給見

込基準）を計上しております。 

（3）賞与引当金 

同左 

  （4）役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えるため、翌事業

年度の役員賞与支給見込額のうち当事業

年度に帰属する部分の金額を計上してお

ります。 

（4）役員賞与引当金 

同左 

  （5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額を計

上しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。 

（5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額を計

上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により費用処理し

ております。  



  

項目 
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） 

     数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。 

(追加情報) 

 当社の退職給付制度は、確定給付型の

制度として、適格退職年金制度と退職一

時金制度を設けております。なお、当社

は平成23年４月１日より適格退職年金制

度について確定拠出型年金制度へ移行い

たします。 

 本移行に伴う社内で必要な手続きは全

て終了しているため、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」(企業会計

基準適用指針第１号)を適用し、退職給

付制度改定損87百万円を特別損失として

計上いたしました。  

  （6）役員退職慰労引当金 

 執行役員等の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

（追加情報） 

 従来、役員及び執行役員の退職慰労金

の支出に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しておりましたが、取締

役及び監査役に係る役員退職慰労金制度

を廃止することとし、平成21年６月24日

開催の定時株主総会において、取締役及

び監査役に対する慰労金の打切り支給議

案が承認可決されました。これにより、

当事業年度において「役員退職慰労引当

金」のうち取締役及び監査役に対する金

額を取崩し、打切り支給額の未払い分に

ついては、固定負債の「その他」に含め

て表示しております。 

（6）役員退職慰労引当金 

 執行役員等の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

５．収益及び費用の 

計上基準 

受注制作のソフトウェアに係る収益及び費

用の計上基準 

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もの 

 進行基準（進捗率の見積りは原価比例

法） 

ロ その他のもの 

 完成基準 

受注制作のソフトウェアに係る収益及び費

用の計上基準 

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もの 

 進行基準（進捗率の見積りは原価比例

法） 

ロ その他のもの 

 完成基準  



  

項目 
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） 

  （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

上基準については、従来、完成基準を適用

しておりましたが、当事業年度より、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準

第15号 平成19年12月27日）及び「工事契

約に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日）を適用し、当事業年度に着手したソフ

トウェア開発契約から、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

れるものについては進行基準（進捗率の見

積りは原価比例法）を、その他のものにつ

いては完成基準を適用しております。 

 これによる売上高、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響は軽微

であります。 

  

６．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方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

（６）会計処理方法の変更

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） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当事業年度より、「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３百万円、

税引前当期純利益は19百万円減少しております。 

（７）表示方法の変更

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） 

────── （損益計算書） 

 前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しておりました「役員報酬」は、販売費及び一般管

理費の総額の100分の５を超えたため区分掲記いたしまし

た。 

 なお、前期における「役員報酬」の金額は203百万円で

あります。 



（８）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

※１ 関係会社に係る注記 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

※１ 関係会社に係る注記 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

流動資産     

売掛金 113百万円 

預け金 11,000  

固定資産     

敷金及び保証金 744  

流動負債     

買掛金 330  

未払費用 47  

流動資産     

売掛金 174百万円 

預け金 5,000  

固定資産     

敷金及び保証金 744  

流動負債     

買掛金 299  

未払費用 38  

※２ 損失が見込まれるソフトウェア開発契約に係るたな

卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示

しております。 

 損失の発生が見込まれるソフトウェア開発契約に係

るたな卸資産のうち、受注損失引当金に対応する額は

332百万円（仕掛品332百万円）であります。 

※２ 損失が見込まれるソフトウェア開発契約に係るたな

卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示

しております。 

 損失の発生が見込まれるソフトウェア開発契約に係

るたな卸資産のうち、受注損失引当金に対応する額は

134百万円（仕掛品134百万円）であります。 

（損益計算書関係）

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） 

※１ 研究開発費の総額 67百万円 ※１ 研究開発費の総額 54百万円 

 当期製造費用に含まれている研究開発費はありませ

ん。 

 当期製造費用に含まれている研究開発費はありませ

ん。 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 

固定資産除却損の内訳 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の通りであります。 

固定資産除却損の内訳 

建物 164百万円 

構築物 4  

工具、器具及び備品 24  

長期前払費用 4  

計 197  

建物 126百万円 

工具、器具及び備品 3  

ソフトウエア 0  

長期前払費用 13  

計 143  

事務所撤去費用に含まれる固定資産除却損の内訳 ────── 

建物 7百万円 

工具、器具及び備品 0  

計 8  

  

※３ 関係会社に係る注記 

 営業外収益の受取配当金71百万円の内59百万円は、

関係会社との取引により発生した収益であります。 

 営業外収益の不動産賃貸料161百万円の内126百万円

は、関係会社との取引により発生した収益でありま

す。 

 営業外費用の不動産賃貸費用160百万円の内115百万

円は、関係会社との取引により発生した費用でありま

す。 

※３ 関係会社に係る注記 

 営業外収益の受取配当金84百万円の内72百万円は、

関係会社との取引により発生した収益であります。 

 営業外収益の不動産賃貸料145百万円の内111百万円

は、関係会社との取引により発生した収益でありま

す。 

 営業外費用の不動産賃貸費用146百万円の内112百万

円は、関係会社との取引により発生した費用でありま

す。 

※４ 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 ※４ 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 

  百万円332   百万円24



前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加２千株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少０千株は、単元未満株式の売渡しによる減少０千株であります。 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加１千株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少７千株は、ストック・オプションの行使による減少７千株、単元未満株

式の売渡しによる減少０千株であります。 

前事業年度（平成22年３月31日） 

子会社株式（貸借対照表計上額 1,327百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから、記載しておりません。  

当事業年度（平成23年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式1,278百万円、関連会社株式２百万円）は、市場

価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。  

 該当事項はありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末 
株式数（千株） 

当事業年度増加 
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末 
株式数（千株） 

普通株式 （注１，２）  7,258  2  0  7,261

合計  7,258  2  0  7,261

  
前事業年度末 
株式数（千株） 

当事業年度増加 
株式数（千株） 

当事業年度減少 
株式数（千株） 

当事業年度末 
株式数（千株） 

普通株式 （注１，２）  7,261  1  7  7,254

合計  7,261  1  7  7,254

（有価証券関係）

（重要な後発事象）



（１）役員の異動 

 以下の内容につきましては、既に開示済みであります。 

 当社は、平成23年３月25日開催の取締役会において、当社役員の異動について、以下のとおりその内定を決議し、

その選任につき平成23年６月24日開催予定の当社第49回定時株主総会に付議する予定といたしましたのでお知らせい

たします。 

① 代表取締役の異動 

・新任代表取締役候補 

代表取締役社長 林 義裕（現 取締役常務執行役員） 

・退任予定代表取締役 

現 代表取締役社長 五十嵐 泰彦（取締役会長就任予定） 

② その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役 仙波 隆人（現 常務執行役員 財務本部長） 

取締役 宮代 久（現 執行役員 金融システム事業部長）  

取締役 佐々木 建四郎（現 運用統括本部長 兼 株式会社アイ・エス・エス常務取締役） 

・退任予定取締役 

取締役 花里 章仁 

取締役 田上 賢三（平成23年５月 株式会社ＫＤＳ 取締役副社長就任予定） 

・新任監査役候補 

（常 勤）監査役 不破 邦俊（現 新日本有限責任監査法人 シニアパートナー） 

（非常勤）監査役 池田 信夫（現 株式会社日立ソリューションズ 取締役常務執行役員 財務統括本部長）

（注）新任監査役候補 不破 邦俊氏及び池田 信夫氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

・退任予定監査役 

（常 勤）監査役 林 伴親 

（非常勤）監査役 清水 徹 

（注）退任予定監査役 林 伴親氏及び清水 徹氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。  

③ 異動予定日 

 平成23年６月24日 

（２）その他 

 該当事項はありません。 

以上 

６．その他
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