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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） 

※当社は、前連結会計年度に子会社を取得し、前連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成22年３月期の対前期増減率につきましては記載し
ておりません。 
※平成22年３月期の自己資本当期純利益率、総資産経常利益率の算定における自己資本及び総資産につきましては、期末自己資本及び期末総資産を使用
しております。 

(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 4,242 △13.4 348 △41.1 381 △35.6 215 △37.8

22年3月期 4,900 ― 591 ― 592 ― 347 ―

（注）包括利益 23年3月期 212百万円 （△39.7％） 22年3月期 352百万円 （―％）

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 2,731.84 ― 6.0 7.4 8.2
22年3月期 4,247.84 ― 9.8 11.3 12.1

（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 5,075 3,675 72.4 46,529.96
22年3月期 5,261 3,542 67.3 44,839.23

（参考） 自己資本   23年3月期  3,675百万円 22年3月期  3,542百万円

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 71 290 △129 1,070
22年3月期 717 △187 △204 838

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 ― 500.00 ― 500.00 1,000.00 80 23.5 2.2
23年3月期 ― 500.00 ― 500.00 1,000.00 79 36.6 2.1

24年3月期(予想) ― 500.00 ― 500.00 1,000.00 35.9

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）

※当社業務は、大学入試業務をはじめとした年間ベースでの運用受託が中心であり、売上高・利益共に下期に偏重する傾向があるために、第２四半期連 
結累計期間の業績予想は行っておりません。 

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 3,850 △9.2 300 △13.9 370 △3.0 220 1.9 2,784.81

Owner
ＯＤＫロゴ



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 

※「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」に記載される連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無と
なります。詳細は、決算短信（添付資料）15ページ「３．連結財務諸表（６）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） 

※１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数につきましては、16ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 82,000 株 22年3月期 82,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 3,000 株 22年3月期 3,000 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 79,000 株 22年3月期 81,712 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 4,116 △14.2 364 △39.7 397 △34.4 232 △35.3

22年3月期 4,800 △17.0 604 △4.2 606 △9.1 358 37.0

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 2,938.86 ―

22年3月期 4,388.47 ―

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 5,092 3,703 72.7 46,882.44
22年3月期 5,249 3,553 67.7 44,984.69

（参考） 自己資本 23年3月期  3,703百万円 22年3月期  3,553百万円

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）

※当社業務は、大学入試業務をはじめとした年間ベースでの運用受託が中心であり、売上高・利益共に下期に偏重する傾向があるために、第２四半期累計期
間の業績予想は行っておりません。 

※ 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が実施中であります。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。業
績予想に関する事項は、決算短信（添付資料）２ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
２．当社は、平成23年５月16日（月）に機関投資家及びアナリスト向け決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料につきましては、開催後速や
かに当社ホームページに掲載する予定であります。 

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 3,700 △10.1 300 △17.7 370 △7.0 220 △5.2 2,784.81
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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、新興国成長にともなう需要増加や政策効果等の下支えを背景に持ち直しつ

つありましたが、秋以降の急激な円高進行の影響等から本格回復にはいたっておりません。加えて、年度末に発生し

た東日本大震災の被害は大きく、先行きの不透明感は高まっております。 

 情報サービス業界におきましても、企業の設備過剰感は依然根強く、平成20年９月以降のＩＴ投資は低調裡に推移

しております。〔経済産業省 特定サービス産業動態統計（平成23年２月分確報）より〕 

このような中、当連結会計年度の売上高は、前年度のホストコンピューターリプレースに係る開発・機器販売の剥

落等に加え、顧客企業のディザスタリカバリ拠点の見直し等があったことから 千円（前年同期比 %

減）となりました。また、費用面では内製化を促進し支払手数料等のコスト削減に努めましたものの、営業利益は

千円（同 %減）、経常利益は 千円（同 %減）、当期純利益は 千円（同 %減）と

なりました。 

売上高の内訳は、次のとおりであります。 

 なお、当社は単一セグメントであるため、セグメント毎の記載に代えてサービス別の内訳を記載しております。 

 （単位：千円、％）

  

〔システム運用〕 

 顧客企業のディザスタリカバリ拠点の見直しや市況低迷にともなう証券システム運用手数料の減少等により、

千円（前年同期比 %減）となりました。 

〔システム開発及び保守〕  

 システム仮想化対応開発等はあったものの、前年度の東証アローヘッド対応開発等の剥落により、 千円

（同 %減）となりました。 

〔機械販売〕 

 システム仮想化対応開発にともなう機器販売が発生したものの、前年度のホストコンピューターリプレースに係る

システム機器販売の剥落等により、 千円（同 %減）となりました。 

  

 次期につきましては、証券会社向け不公正売買監視システム「Watch21」の新規顧客獲得や、協業事業者との相互

データ連携による大学向け入試広報支援サービスの充実等を推し進め、引続き収益構造の改革に向けて取組んでまい

ります。 

 平成24年３月期の連結業績見通しにつきましては、売上高 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百万

円、当期純利益 百万円を見込んでおります。 

  

１．経営成績

4,242,090 13.4

348,317 41.1 381,440 35.7 215,815 37.8

内訳 
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）

構成比 
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）

構成比 前年同期比 

システム運用       3,578,439  84.4       4,093,842  83.5  △12.6

システム開発及び保守  445,039  10.5  464,008  9.5  △4.1

機械販売  218,611  5.1  342,344  7.0  △36.1

合計  4,242,090  100.0  4,900,196  100.0  △13.4

3,578,439 12.6

445,039

4.1

218,611 36.1

3,850 300 370

220



(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べて 千円減の 千円となりました。これは

主に、固定資産の減価償却及び有価証券の満期償還による減少であります。 

 負債は、前連結会計年度末と比べて 千円減の 千円となりました。これは主に未払法人税等の減

少によるものであります。 

 利益剰余金は、前連結会計年度末と比べて 千円増の 千円となり、純資産合計では、 千

円増の 千円となりました。 

  

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は、前連結会計年度末と比べ 千円増加し 千円と

なりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、 千円の収入（前年同期は 千円の収入）となりました。これは主に税金等調整前

当期純利益が 千円にとどまったことや、売上債権が 千円増加し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） 

 投資活動の結果、 千円の収入（同 千円の支出）となりました。これは主に、定期預金の払戻に

よる収入及び投資有価証券の満期償還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） 

 財務活動の結果、 千円の支出（同 千円の支出）となりました。これは主に配当金の支払による

ものであります。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主への安定的かつ継続的な利益還元を念頭に、経営体質強化に必要な内部留保を確保しつつ、年1,000

円の安定的な配当を実施していく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、期末配当として１株当たり500円を予定しており、年間配当金は中間配当と合わせて

１株当たり1,000円となる予定です。 

 また、次期の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり1,000円（中間500円、期末500円）を予定してお

ります。  

   

(4）事業等のリスク 

 最近の有価証券報告書（平成22年６月24日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため、開示を

省略しております。 

 当該有価証券報告書は、以下、当社ホームページＵＲＬよりご覧いただけます。 

  http://www.odk.co.jp/ir/index.html 

    

185,350 5,075,874

318,917 1,400,007

136,815 2,517,802 133,567

3,675,866

232,380 1,070,520

71,881 717,513

378,721 182,307

290,067 187,834

129,568 204,673



(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「情報サービス事業を通じて、顧客の繁栄・社会の発展に貢献する。」ことを経営理念として掲げており

ます。  

 経営の基本方針は、 

 １．常に技術の向上を図り、優れたサービスを提供し、顧客のさらなる信頼を得る 

 ２．先を見据えたグローバルな視野で、未来を創造する 

 ３．働く喜び・生きがいを感じられる、魅力ある会社生活を実現する 

としており、企業が成長・発展する原動力を「ヒトが生み出す付加価値」におき、人的資産に対する積極的な取組み

を通じて、すべてのステークホルダーの期待に応える成果を生み出していくといった強い思いを込めております。 

 また、これらを具現化するために、 

 「Chance チャンスを見つけ出し、必ず掴み取る意欲を持って」 

 「Change 変化を恐れず、柔軟な姿勢を持って」 

 「Compliance 全ての行動において、法令・社会規範・社内規則を遵守し」 

 「Challenge 高い目標を持って、常に挑戦し続けよう」 

を全員の行動指針としております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、企業価値を増大するため、売上高経常利益率を重要指標と位置づけております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、経営環境の変化等に適切に対応するため、毎年度改定するローリング方式により中期経営計画を策定して

おります。本日（平成23年４月27日）公表いたしました「平成23～25年度中期経営計画」は次のとおりであります。

『創立50周年に向け、さらなる飛躍を実現しうる事業基盤を確立する。』  

経営目標 

 収益指標：売上高経常利益率15％を目指し、収益性を高める 

 配当：年1,000円の安定配当を堅持する 

数値目標（単体、平成25年度目標） 

 営業収益： 百万円 

 経常利益： 百万円 

基本方針 

 １．収益構造改革 

 ２．新技術の活用 

 ３．アライアンス促進 

 ４．人材育成  

基本戦略 

  １．営業力強化（独自業務・新規事業開発）   

 ２．システム体制等の抜本的見直し 

 ３．協業によるサービス充実 

 ４．コア・プロ人材の育成 

  

２．経営方針

4,200

630



(4）会社の対処すべき課題 

 情報サービス業界においては、通信技術の高度化を背景にクラウドコンピューティング（仮想化技術）が急速に社

会へ浸透しつつあります。このような中、顧客が求めるサービスレベルはますます多様化し、これまで以上の顧客満

足を「迅速かつ的確に」提供できる事業基盤を整備していくことが必須となっております。 

  一方、業種を超えた企業間連携がこれまで以上に加速しており、情報処理アウトソーシングサービスを主力事業と

する当社といたしましては、提供サービスの充実を図り、こうした競合状況に対抗しうる社内体制の確立が「重点課

題」であります。  

 このような状況下、以下の課題に積極的に取組んでまいります。 

  

①首都圏営業の強化 

〔学校法人向けサービス〕 

 少子化が進展する中であっても首都圏及び関西圏大学への進学者数は減少しておらず（文部科学省、学校基本調

査）、学内での入試運営が大半を占めている首都圏大学において、業務合理化が進展する余地は大きいと考えられ

ます。当社では、大学向け通年営業体制を確立することにより、入試業務アウトソーシングサービスのシェア拡大

を図ってまいります。 

 加えて、各大学は入試制度改革をはじめとした様々な学生獲得策をすすめておられます。当社では、日本システ

ム技術株式会社との学生データの相互連携により学内情報の有効活用を実現し、きめ細やかな入試広報支援サービ

スを提供してまいります。 

〔証券会社向けサービス〕 

 多くの証券会社は、公正・透明な証券市場形成に資する売買審査体制の充実に取組んでおられます。当社では、

商品ラインナップに加えました不公正売買監視システム「Watch21」を平成23年度上期に運用開始するとともに、

証券総合システム「SENS21」との両輪による積極的な提案営業を継続推進することにより、受託社数の増加に取組

んでまいります。 

〔新規事業開発〕 

 収益源の多様化に向けた新規事業開発の推進体制を整備し、案件を通じた新たな技術習得及びノウハウの社内蓄

積に積極的に取組んでまいります。 

  

②次期インフラ戦略の策定 

 社内に設置した「中長期インフラ戦略策定プロジェクト」を軸に、システムリソース集約・効率化を推進し、営

業力強化に繋がる事業基盤の整備をすすめてまいります。  

  

③協業事業者の拡大、サービス拡充 

 子会社との連携強化による電子書籍提案の推進に加えて、引続き、当社とのシナジー効果が期待できる事業者と

のアライアンスをすすめ、独自業務のさらなるサービス拡充に取組んでまいります。 



３．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 1,078,140 1,350,520

売掛金 1,097,950 1,280,258

有価証券 200,480 －

商品 4,313 －

仕掛品 32,147 17,660

前払費用 63,737 60,795

繰延税金資産 87,851 76,464

その他 14,995 23,350

貸倒引当金 △6,482 △7,570

流動資産合計 2,573,132 2,801,478

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 194,462 155,302

工具、器具及び備品（純額） 107,647 90,206

リース資産（純額） 103,735 79,165

有形固定資産合計 405,845 324,675

無形固定資産   

のれん 150,031 133,812

ソフトウエア 137,919 177,148

リース資産 82,681 64,311

電話加入権 3,726 3,726

施設利用権 755 727

ソフトウエア仮勘定 61,063 －

無形固定資産合計 436,179 379,726

投資その他の資産   

投資有価証券 569,086 556,669

関係会社株式 500,000 500,000

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 6,516 7,328

長期前払費用 66,771 41,093

繰延税金資産 316,837 282,007

長期預金 200,000 －

差入保証金 186,894 182,939

貸倒引当金 △39 △46

投資その他の資産合計 1,846,066 1,569,993

固定資産合計 2,688,091 2,274,395

資産合計 5,261,224 5,075,874



（単位：千円）

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 79,329 127,837

リース債務 49,890 52,182

未払金 27,114 13,086

未払費用 94,026 75,228

未払法人税等 257,001 114,375

預り金 12,137 9,850

前受収益 19,680 14,956

賞与引当金 137,508 124,539

従業員預り金 27,675 －

未払消費税等 59,420 73,180

その他 2,267 1,971

流動負債合計 766,049 607,207

固定負債   

リース債務 151,674 105,036

退職給付引当金 599,690 585,033

長期未払金 201,510 102,730

固定負債合計 952,875 792,799

負債合計 1,718,925 1,400,007

純資産の部   

株主資本   

資本金 637,200 637,200

資本剰余金 607,200 607,200

利益剰余金 2,380,986 2,517,802

自己株式 △72,300 △72,300

株主資本合計 3,553,086 3,689,902

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △10,787 △14,035

その他の包括利益累計額合計 △10,787 △14,035

純資産合計 3,542,299 3,675,866

負債純資産合計 5,261,224 5,075,874



（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：千円）

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 4,900,196 4,242,090

売上原価 3,572,351 3,143,746

売上総利益 1,327,844 1,098,344

販売費及び一般管理費   

役員報酬 132,687 123,235

給料手当及び賞与 221,894 234,676

賞与引当金繰入額 36,572 34,508

法定福利費 44,561 44,262

福利厚生費 15,160 15,060

役員退職慰労引当金繰入額 10,318 －

退職給付費用 6,857 29,905

賃借料 65,379 70,833

交際費 2,251 2,542

広告宣伝費 11,116 9,084

諸会費 11,727 11,558

水道光熱費 13,101 15,722

減価償却費 29,123 21,554

貸倒引当金繰入額 － 1,095

のれん償却額 12,164 16,219

その他 123,703 119,766

販売費及び一般管理費合計 736,619 750,026

営業利益 591,225 348,317

営業外収益   

受取利息 7,557 2,746

受取配当金 227 35,403

受取手数料 679 653

保険配当金 802 570

その他 511 935

営業外収益合計 9,778 40,308

営業外費用   

支払利息 5,206 4,162

投資事業組合運用損 2,739 3,022

その他 305 1

営業外費用合計 8,251 7,186

経常利益 592,752 381,440

特別利益   

貸倒引当金戻入額 479 －

ゴルフ会員権売却益 602 －

特別利益合計 1,081 －



（単位：千円）

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) 

特別損失   

固定資産除却損 1,986 47

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,671

特別損失合計 1,986 2,718

税金等調整前当期純利益 591,847 378,721

法人税、住民税及び事業税 237,675 116,689

法人税等調整額 7,073 46,217

法人税等合計 244,748 162,906

少数株主損益調整前当期純利益 － 215,815

当期純利益 347,099 215,815



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

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 － 215,815

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △3,247

その他の包括利益合計 － ※2  △3,247

包括利益 － ※1  212,567

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 212,567



（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 637,200 637,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 637,200 637,200

資本剰余金   

前期末残高 607,200 607,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 607,200 607,200

利益剰余金   

前期末残高 2,115,887 2,380,986

当期変動額   

剰余金の配当 △82,000 △79,000

当期純利益 347,099 215,815

当期変動額合計 265,099 136,815

当期末残高 2,380,986 2,517,802

自己株式   

前期末残高 － △72,300

当期変動額   

自己株式の取得 △72,300 －

当期変動額合計 △72,300 －

当期末残高 △72,300 △72,300

株主資本合計   

前期末残高 3,360,287 3,553,086

当期変動額   

剰余金の配当 △82,000 △79,000

当期純利益 347,099 215,815

自己株式の取得 △72,300 －

当期変動額合計 192,799 136,815

当期末残高 3,553,086 3,689,902



（単位：千円）

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 △15,936 △10,787

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,148 △3,247

当期変動額合計 5,148 △3,247

当期末残高 △10,787 △14,035

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △15,936 △10,787

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,148 △3,247

当期変動額合計 5,148 △3,247

当期末残高 △10,787 △14,035

純資産合計   

前期末残高 3,344,351 3,542,299

当期変動額   

剰余金の配当 △82,000 △79,000

当期純利益 347,099 215,815

自己株式の取得 △72,300 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,148 △3,247

当期変動額合計 197,947 133,567

当期末残高 3,542,299 3,675,866



（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 591,847 378,721

減価償却費 237,340 220,419

のれん償却額 12,164 16,219

貸倒引当金の増減額（△は減少） △479 1,095

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,453 △12,968

受注損失引当金の増減額（△は減少） △6,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,834 △14,657

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △161,232 －

長期未払金の増減額（△は減少） 201,510 △98,780

受取利息及び受取配当金 △7,785 △38,150

支払利息 5,206 4,162

固定資産除却損 1,986 47

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △602 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,671

売上債権の増減額（△は増加） 73,031 △182,307

たな卸資産の増減額（△は増加） 73,472 18,800

仕入債務の増減額（△は減少） △85,086 48,508

前受収益の増減額（△は減少） 19,680 △4,723

未収消費税等の増減額（△は増加） － △1,032

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,635 13,759

その他 △24,029 △54,562

小計 902,102 297,223

利息及び配当金の受取額 6,868 37,879

利息の支払額 △5,251 △4,162

法人税等の支払額 △186,206 △259,059

営業活動によるキャッシュ・フロー 717,513 71,881

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △90,000 △80,000

定期預金の払戻による収入 190,000 240,000

有価証券の償還による収入 300,000 200,000

投資有価証券の取得による支出 △700,422 △200,323

投資有価証券の売却による収入 400,000 200,000

投資有価証券の償還による収入 5,714 7,244

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△131,796 －

ゴルフ会員権の売却による収入 952 －

有形固定資産の取得による支出 △85,506 △31,426

無形固定資産の取得による支出 △61,303 △38,899

従業員に対する貸付けによる支出 △1,320 △3,500

従業員に対する貸付金の回収による収入 3,680 2,687

差入保証金の差入による支出 △20,147 △308

差入保証金の回収による収入 － 467

その他 2,314 △5,873

投資活動によるキャッシュ・フロー △187,834 290,067



（単位：千円）

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   

リース債務の返済による支出 △50,786 △50,272

自己株式の取得による支出 △72,300 －

配当金の支払額 △81,586 △79,295

財務活動によるキャッシュ・フロー △204,673 △129,568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 325,005 232,380

現金及び現金同等物の期首残高 513,134 838,140

現金及び現金同等物の期末残高 838,140 1,070,520



   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） 

※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 

  

(５）継続企業の前提に関する注記

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。 

 これによる、営業利益及び経常利益に与える影響は軽微

であり、税金等調整前当期純利益は、 千円減少して

おります。  

3,796

注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円352,247

その他有価証券評価差額金 千円5,148



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（当社及び連結子会社）は、情報システムの運用、開発及び保守等、総合的なサービスを提供し

ており、当該事業以外に事業の種類がないため、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） 

 本邦以外の国また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） 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、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） 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（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の算定上の基礎につきましては、下表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。 

  

（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

（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       円 銭44,839 23

１株当たり当期純利益金額       円 銭4,247 84

１株当たり純資産額       円 銭46,529 96

１株当たり当期純利益金額       円 銭2,731 84

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。  

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（千円）  347,099  215,815

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  347,099  215,815

期中平均株式数（千株）  81  79

（重要な後発事象）
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