
平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 日本テクシード 上場取引所 大 

コード番号 2431 URL http://www.tecseed.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 森本 一臣

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 近藤 登 TEL 052-242-9001
定時株主総会開催予定日 平成23年6月21日 有価証券報告書提出予定日 平成23年6月22日

配当支払開始予定日 ―

決算補足説明資料作成の有無 ： 有

決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）

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 8,884 △1.0 △79 ― 183 △13.2 272 ―

22年3月期 8,970 △30.3 △448 ― 211 △49.8 △18 ―

（注）包括利益 23年3月期 243百万円 （521.0％） 22年3月期 39百万円 （―％）

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 54.58 ― 12.1 3.3 △0.9

22年3月期 △3.63 ― △0.9 3.6 △5.0

（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 5,728 2,395 41.8 479.19
22年3月期 5,303 2,152 40.0 424.73

（参考） 自己資本   23年3月期  2,395百万円 22年3月期  2,123百万円

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 812 9 △200 1,957
22年3月期 △273 △45 △752 1,336

2.  配当の状況 

（注）当社は定款において第２四半期末日および期末日を基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

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） 
（％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) 4,130 △3.7 △40 ― △15 ― △25 ― △5.00

通期 8,450 △4.9 155 ― 190 3.4 95 △65.2 19.00



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 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．２１「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 5,000,000 株 22年3月期 5,000,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 133 株 22年3月期 103 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 4,999,888 株 22年3月期 4,999,928 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 7,355 5.1 97 ― 242 3.2 299 ―

22年3月期 7,001 △27.6 △234 ― 234 △44.1 △72 ―

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 59.97 ―

22年3月期 △14.50 ―

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 5,134 2,342 45.6 468.42
22年3月期 4,856 2,050 42.2 410.13

（参考） 自己資本 23年3月期  2,342百万円 22年3月期  2,050百万円

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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお 
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ 
いては、添付資料Ｐ．２ 「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、安定的な経営基盤を確立し財務体質の強化に努めるとともに、安定的かつ配当性向を意識した適切な利益還元と毎期の業績を総合的に勘案 
し配当水準に反映させていくことを配当の基本方針としております。しかし、本日（平成23年５月13日）「テンプホールディングス株式会社による株式会社日本テ
クシードの完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」にて公表のとおり、当社はテンプホールディングス株式会社の完全子会社となるため、次期配
当については未定とさせていただきます。 

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) 4,070 14.0 △15 ― 0 ― 65 28.4 13.00
通期 8,375 13.9 185 90.0 210 △13.4 190 △36.6 38.00
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(1）経営成績に関する分析 

 ① 当期の経営成績 

当連結会計年度において、当社グループの主要顧客である自動車関連を中心とする大手製造業界の景況は、成

長軌道にある新興国市場への輸出増加や政府の景気刺激策の効果等によって上期は緩やかな回復が見られました

が、秋以降の輸出の回復の鈍化や円高の進行、国内におけるエコカー補助金等の景気刺激策の段階的終了や東日

本大震災の影響など、先行きの不透明感を残したまま推移しました。しかし、当社グループの主たるサービスの

提供先である設計開発分野においては、通期をとおして概ね堅調な回復が見られました。 

このような状況下、積極的な営業活動を行った結果、順調にエンジニアの配属を進めることができたことか

ら、当社の平成23年３月の稼働率は96.2%とリーマンショック以前の水準まで回復しました。しかし、このように

回復した要素はあったものの、Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業子会社の業績回復の遅れと、平成22年１月の連結子

会社売却の影響により、連結売上高は 千円（前年同期比1.0％減）となりました。 

利益面においては、稼働率上昇にともなう原価率の改善と、継続的な経営合理化の取組みによる原価、販売費

及び一般管理費の圧縮により、前年より大幅に改善しました。しかし、連結子会社の業績低迷により、営業損失

は 千円（前年同期営業損失 千円）となり、経常利益は、雇用調整助成金の受給により 千円

（前年同期比 ％減）となりました。当期純利益は、固定資産の減損損失や連結子会社の清算等の決定による

繰延税金資産の増加等により 千円（前年同期純損失 千円）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業については、ソフトウエア開発や実験評価等の需要回復の足取りは重いものの、

自動車、航空機の設計開発の堅調な回復を背景に待機中のエンジニアの配属が進み、売上高は 千円とな

りました。利益面においては、稼働率上昇にともなう原価率の低下、継続的な経営合理化の取組みによる原価、

販売費及び一般管理費の圧縮および雇用調整助成金の受給により、経常利益は 千円となりました。 

ＩＴ事業については、システム機器販売においては下期にかけて回復基調にあったものの、ネットワーク関連

の販売環境は依然として厳しいものがあり、売上高は 千円、経常損失は 千円となりました。 

② 次期の見通し 

 当社グループの主要顧客である自動車関連を中心とする大手製造業界は、平成23年３月期においては堅調な回

復傾向が見られました。平成23年３月11日に発生した東日本大震災による製造業での生産に対する影響が予想さ

れるものの、当社グループの主要なサービスの提供先である設計開発分野への影響は軽微であり、次期において

も活発な設計開発が継続するものと予想されます。 

 このような事業環境に対応するために、採用活動を本格的に再開しエンジニアの増員をはかるとともに、初級

エンジニアの育成の場となる配属先の確保に努めてまいります。さらに、平成23年２月23日ならびに平成23年４

月27日に公表したとおり、子会社の吸収合併、事業譲受けおよび株式譲渡による事業再編を進め、グループ全体

としての収益の改善に取り組んでまいります。 

 これらの結果、平成24年３月期における通期の業績については、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。 

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 千円増加の 千円となりました。これは主に、現

金及び預金が 千円増加したことによります。 

 固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ 千円増加の 千円となりました。これは主に、減価

償却ならびに固定資産の減損により有形固定資産が 千円、無形固定資産が 千円減少したものの、繰

延税金資産が 千円増加したことによります。 

 流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ 千円増加の 千円となりました。これは主に、短

期借入金が返済により 千円減少したものの、未払消費税等や預り金が 千円増加したことによりま

す。 

 固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ 千円減少の 千円となりました。これは主に、退職給

付引当金が 千円増加したものの、長期借入金ならびにリース債務が返済により 千円、長期未払金

が 千円減少したことによります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ 千円増加の 千円となりました。これは主に、利益剰余金

が 千円増加したことによります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度に比べ ポイント改善し

％となりました。 

１．経営成績

8,884,685

79,305 448,666 183,807

13.2

272,892 18,154

8,027,303

199,510

857,382 15,703

8,450 155

190 95

325,888 3,536,609

606,305

98,601 2,191,552

80,745 27,070

250,172

181,366 2,109,032

110,000 260,156

23 1,223,252

104,172 85,073

19,123

243,146 2,395,876

272,892 1.8

41.8



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

千円増加し、当連結会計年度末には 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・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、 千円（前連結会計年度は 千円の使用）となりました。これは

主に、税金等調整前当期純利益が 千円となったほか、退職給付引当金の増加額 千円、売上債権の減

少額 千円、未払消費税等の増加額 千円およびその他の流動負債の増加額 千円によります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果獲得した資金は、 千円（前連結会計年度は 千円の使用）となりました。これは主

に、定期預金の払戻による収入 千円や差入保証金の回収による収入 千円のほか、定期預金の預入に

よる支出 千円および固定資産の取得による支出 千円によります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、 千円（前連結会計年度は 千円の使用）となりました。これは

主に、短期借入金の純減額 千円、長期借入金の返済による支出 千円によります。 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

(注）１．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 

 ２．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。 

３．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。 

４．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 ５．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。 

(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、時代の変化に対応し競争力を向上させ、企業価値を高めてまいりたいと考えております。そのために、安

定的な経営基盤を確立し財務体質の強化をはかり、安定的かつ配当性向を意識した適切な利益還元と毎期の業績を総

合的に勘案し配当水準に反映させていくことを配当の基本方針としております。 

内部留保金につきましては、財務体質の一層の強化とともに、技術力強化のための情報システム設備投資等に活用

していくこと、および本業の価値向上のための他企業との提携等の投資に活用することによって、株主の皆様の期待

にお応えしてまいります。 

当期の株主配当につきましては、平成22年10月27日の「平成23年３月期 配当予想の修正に関するお知らせ」にお

いて公表いたしましたように、誠に遺憾ながら無配を予定しております。 

本日（平成23年５月13日）「テンプホールディングス株式会社による株式会社日本テクシードの完全子会社化に関

する株式交換契約締結のお知らせ」にて公表のとおり、当社はテンプホールディングス株式会社の完全子会社となる

ため、次期配当については未定とさせていただきます。 

620,805

1,957,707

812,176 273,396

82,156 104,172

112,803 119,376 141,544

9,060 45,066

32,009 10,043

17,509 10,864

200,010 752,282

110,000 145,770

   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 （％）  32.2  40.0  41.8

 時価ベースの自己資本比率（％）  20.9  18.5  39.3

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  2.3  △3.5  0.9

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  36.5  △12.5  60.6



(4）事業等のリスク 

① 法的規制について 

 当社グループにおける事業に対する事業区分ごとの法的規制等は、次のとおりであります。 

 Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業の契約のうち、派遣業務は労働者派遣法により規制されております。当社グルー

プは同法にもとづき、厚生労働大臣の許可および届出の交付を受け、一般労働者派遣事業および特定労働者派遣

事業を行っております。なお、労働者派遣法第６条の欠格事由に該当するときは、事業の許可を取消されるか、

または事業の停止を命ぜられる旨が定められております。 

 当社グループは、法令を遵守し事業を運営しておりますが、万一法令違反に該当するような場合には、労働者

派遣事業ができないこととなり、業績に著しい影響を及ぼすことが考えられます。また、許可の有効期限の満了

後、許可が更新されない場合においても労働者派遣事業ができないこととなり、業績に著しい影響を及ぼすこと

が考えられます。 

 労働者派遣法は、情勢の変化等にともない継続的な見直しが行われています。この結果、当社グループの事業

に対して著しく不利な改定が行われた場合には、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

② 自動車業界への依存度について 

 当社は、東海・関東地区における自動車業界への依存度が高いため、これらの業界の業況に当社の業績が左右

される可能性があります。 

 直近３連結会計年度の自動車部品関連および自動車関連の売上高および当該売上高の総売上高に対する割合

は、次のとおりであります。 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 顧客企業の情報漏洩について 

 Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業を行う当社において、顧客情報の漏洩等の社会倫理に反する行為は、重要なリス

クとして認識しております。当社では、社員の入社および退社の際に各人より誓約書に署名捺印を収受しており

ます。また、顧客情報の重要性や機密保持について、コンプライアンスをはじめとした教育指導を行っておりま

す。しかし、万一顧客企業の情報が外部に流出した場合、社会的な信用等を失墜させることになり、事業に影響

を及ぼす可能性があります。 

④ 事業の再編について 

 当社グループは、連結業績の早期の収益回復を目的として子会社の吸収合併、子会社からの事業譲受けおよび

子会社の株式譲渡による事業再編を行っております。この事業再編にともなう特別損益の計上等により、当社グ

ループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

業務区分 適用法規制 監督官公庁 

一般労働者派遣 
 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等

に関する法律（以下労働者派遣法）第２条第４号」 
 厚生労働省 

特定労働者派遣  「労働者派遣法第２条第５号」  厚生労働省 

  平成21年３月期  平成22年３月期  平成23年３月期  

  金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

自動車部品関連 4,144,509 32.2 2,871,489 32.0 3,047,686 34.3 

自動車関連 3,503,628 27.2 2,240,251 25.0 2,332,198 26.3 

合  計 7,648,138 59.4 5,111,741 57.0 5,379,885 60.6 



 テンプホールディングス株式会社を純粋持株会社とするテンプグループの中において、Ｒ＆Ｄアウトソーシング

事業を担う当社グループは、当社および連結子会社４社より構成されております。さらに当社グループのセグメン

トは、Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業およびＩＴ事業とに細分化されます。 

 Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業については、機械設計開発、電気・電子設計開発、ソフトウエア開発等の専門的技

術を技術者派遣または請負の形態で提供し、顧客企業の研究開発を支援する業務を行っております。 

 ＩＴ事業については、企業内情報システムの立案から導入・保守までの総合サービスの提供をグループ各社で連

携し行っております。 

Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業 

① 当社は、機械設計開発、電気・電子設計開発、ソフトウエア開発のＲ＆Ｄアウトソーシング事業を行ってお

ります。 

② 株式会社ジャスネットは、ソフトウエア関連分野において、韓国のソフトウエアエンジニアを日本で派遣す

る事業を担当しております。 

③ 株式会社テクシードワンズは、実験評価や生産技術分野を担当しております。 

④ 株式会社ＧＴＥＣＨＫは、韓国でのソフトウエア開発のオフショア業務を担当しております。 

ＩＴ事業 

① 株式会社テクシードコンパスが、ＩＢＭ代理店としてのＯＡ機器販売と企業のネットワークの運用支援事業

を担当しております。 

 [事業系統図] 

＜平成23年３月期事業系統図＞ 

 
  

  

事業の再編について  

 平成23年３月期は、上記のような体制で事業を行なってまいりましたが、平成23年２月23日ならびに平成23年

４月27日に公表いたしましたとおり、当社グループの収益性回復を目的として事業の再編に着手いたしました。

２．企業集団の状況



具体的には、平成23年４月１日付で株式会社テクシードワンズを吸収合併し、平成23年５月９日付で株式会社テ

クシードコンパスの全株式を譲渡いたしました。さらに、平成23年７月１日付で株式会社ジャスネットの事業を

譲受け、同社を解散する予定であります。平成23年７月以降予定している事業系統図は以下のとおりでありま

す。  

＜平成23年７月以降予定している事業系統図＞ 

 



（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「良質な技術サービスを通してお客様の満足と社会の発展に貢献」の経営理念にもとづいて、

以下の３つの基本方針を掲げ、事業に取組んでおります。  

① Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業を強化または相互補完する企業との提携を進めることにより、質的にも量的に

も高まる顧客ニーズに的確に対応した、Ｒ＆Ｄアウトソーシングをはじめとする技術サービスを提供できる

企業グループとして事業を拡大してまいります。 

② グループの経営資源を有効に活用し、顧客企業の研究開発活動の 適化を支援し、顧客企業のモノづくりを

通じて社会に貢献してまいります。 

③ 株主価値、顧客価値、社員価値の向上をはかると同時に、企業市民としての自覚を一層高め、社会的価値の

大化を目指し、ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility＝企業の社会的責任）を果たしてまいりま

す。 

（2）目標とする経営指標 

当社は以前より経営目標として売上高経常利益率10％を掲げております。また、当社グループとしての経営目標

も同様の売上高経常利益率10％と設定しております。 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、成長する技術者集団として、株主満足度の向上、顧客満足度の向上、社員満足度の向上を経営

戦略として、持続的な経営規模の拡大と事業の発展を目指しております。 

［株主満足度］ 

当社グループは、長期安定的な株主価値の向上を経営の 重要課題として位置づけ、高い技術開発力を有す

る技術者集団として、顧客企業とともに成長していくことを目標としております。 

また、経営理念にもとづき顧客企業へのＲ＆Ｄアウトソーシング事業を提供し、優れた業績の達成をはかる

ことにより、当社への評価を高め、さらに競争力を強化してまいります。 

［顧客満足度］ 

当社グループは、エンジニアのジンザイ「力」（注１）の向上に努めるとともに、ＩＳＯ9001に準拠した経

営品質のさらなる向上やプライバシーマーク制度遵守等により、企業全体としての信頼度を高め、技術基盤を

強化することにより、同業他社との差別化に努め、顧客企業の満足度を高めてＲ＆Ｄアウトソーシング事業の

受注拡大をはかってまいります。 

［社員満足度］ 

当社グループは、人材の育成に積極的に取組み、社員のジンザイ「力」を高めるとともに、サーバントマネ

ジメント（注２）や目標管理の制度を通して適切な人材配置をはかり、さらには成果型賃金等の人事制度を有

効に機能させて、社員の満足度および活力度を維持向上させ、成長するジンザイづくりをはかります。 

（注１）当社においてジンザイ「力」とは、エンジニアの技術やスキル等の専門的能力に加え、ヒューマンス

キルも含めた総合的能力として定義づけております。 

（注２）経験や知識のある先輩エンジニアが若手を支えていくことにより、エンジニアの成長をサポートし、

士気向上をはかっていく当社独自の労務管理制度であります。 

（4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、自動車関連を中心とする大手製造業において、Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業の拡大発展を目標

に、より高い技術開発力を目指す技術者集団であり続けることにより、顧客企業の満足度を高め、共に成長してい

くことを目指し、次の課題に取組んでまいります。 

① エンジニアの確保と育成 

 「１．経営成績」でも述べたとおり、当社の主要顧客である自動車関連を中心とした大手製造業の設計開発の

業務量は、概ね堅調な回復を見せております。こうした状況の中、増加する顧客のニーズに対応できる強固な技

術支援体制を確立するため、エンジニアの確保と育成に取り組んでまいります。 

 エンジニアの確保については、平成23年３月期より再開した新卒採用、中途採用を強化し、リーマンショック

以前の水準を目指すと同時に、採用基準の厳格化により、成長の見込まれる人材の採用に努めてまいります。 

 さらにエンジニアの育成面では、顧客の収益性管理の厳格化に伴って高まった経験や技術スキルの要求レベル

に対応するため、従来より行ってきた技術研修やＲ＆Ｄ業務の後工程を理解するための顧客製造部門への配属に

加えて、経験の浅いエンジニアが開発現場を経験しながらスキルを高められる初級のエンジニアリング業務の開

拓に取り組んでまいります。この初級エンジニアリング業務を採用・育成・配属のサイクルに組み込むことによ

３．経営方針



って、稼働率を維持しながらエンジニア数を増加させ、一定の収益性を確保した売上高や人員規模の拡大をはか

ってまいります。 

② 顧客基盤の強化 

 当社グループは、開発プロジェクトの一部を一括請負・受注できる体制づくりを目指し、派遣契約から請負契

約へＲ＆Ｄアウトソーシング事業を推進することにより、一定の顧客と深い関係性を構築する「選択と集中」を

進めてまいりました。これらの顧客基盤に加えて、テンプグループの幅広い顧客層と営業基盤を活用し、前述の

ような請負契約を中心とした新規顧客の開拓をはかり、顧客基盤の強化に努めてまいります。 

③ コンプライアンスおよびＣＳＲ（企業の社会的責任）への取組み 

 当社を含めた企業グループによる経営体制について、内部統制制度やリスク管理体制等の一層の整備を進めて

おります。また、コンプライアンス意識向上のための取組みとして、当社の経営理念、行動規範、品質方針およ

び個人情報保護方針を記載した冊子カードをグループ全社員に配布するとともに、入社時や社内会議などの機会

を通じ、教育、啓蒙に努めております。 

また、当社の社会的責任の基本として、プロジェクトや企業に貢献する良質なエンジニア、企業人を育成して

地域社会へ立派な社会人を輩出してまいります。 

④ 事業の再編 

 これまで当社は、子会社各社の健全な自立とグループ全体の体質強化を重要課題として取り組んでまいりまし

た。しかし、各子会社のリーマンショック以降の売上低迷からの回復は遅れており、連結業績の回復を妨げる要

因となっておりました。 

 そこで、平成23年２月23日ならびに平成23年４月27日に公表のとおり、当社は連結業績の収益性回復を目的と

した事業再編に着手いたしました。今後、Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業を行なう子会社２社との統合作業を円滑

に進め、一体経営を行うことにより、経営の効率化と配属の促進による収益性の改善をはかってまいります。 

  



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  1,411,402 ※1  2,017,707

受取手形及び売掛金 1,278,045 1,165,095

商品 － 29,661

商品及び製品 32,678 －

仕掛品 9,232 16,871

貯蔵品 3,818 1,695

前払費用 51,748 66,459

繰延税金資産 219,006 204,672

その他 206,841 35,423

貸倒引当金 △2,054 △978

流動資産合計 3,210,720 3,536,609

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  860,365 ※1  856,761

減価償却累計額及び減損損失累計額 △215,669 △251,709

建物及び構築物（純額） 644,695 605,052

工具、器具及び備品 212,241 221,386

減価償却累計額及び減損損失累計額 △153,715 △203,963

工具、器具及び備品（純額） 58,525 17,423

土地 ※1  603,590 ※1  603,590

有形固定資産合計 1,306,811 1,226,066

無形固定資産   

のれん 140,433 131,922

ソフトウエア 34,007 14,468

その他 1,887 2,866

無形固定資産合計 176,328 149,257

投資その他の資産   

投資有価証券 70,909 61,647

繰延税金資産 387,192 637,365

差入保証金 114,672 81,983

その他 42,297 41,126

貸倒引当金 △5,260 △5,895

投資その他の資産合計 609,811 816,229

固定資産合計 2,092,951 2,191,552

資産合計 5,303,672 5,728,161



（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 71,174 75,311

短期借入金 ※1  570,000 ※1  460,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  107,883 ※1  107,948

リース債務 23,464 26,023

未払金 567,813 572,624

未払費用 58,132 56,904

未払法人税等 12,976 78,112

賞与引当金 440,282 417,518

その他 75,939 314,588

流動負債合計 1,927,666 2,109,032

固定負債   

長期借入金 ※1  198,024 ※1  132,189

リース債務 43,331 30,795

退職給付引当金 815,960 920,133

長期未払金 157,980 138,857

その他 7,978 1,276

固定負債合計 1,223,276 1,223,252

負債合計 3,150,942 3,332,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 715,790 715,790

資本剰余金 677,651 677,651

利益剰余金 722,293 995,185

自己株式 △63 △75

株主資本合計 2,115,671 2,388,551

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,857 △6,538

為替換算調整勘定 6,099 13,863

その他の包括利益累計額合計 7,957 7,324

少数株主持分 29,101 －

純資産合計 2,152,729 2,395,876

負債純資産合計 5,303,672 5,728,161



（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 8,970,290 8,884,685

売上原価 ※1  7,875,949 ※1  7,635,621

売上総利益 1,094,341 1,249,064

販売費及び一般管理費 ※2  1,543,007 ※2  1,328,370

営業損失（△） △448,666 △79,305

営業外収益   

受取利息 990 632

受取配当金 2,830 2,624

保険配当金 4,691 －

受取地代家賃 22,912 24,222

助成金収入 639,616 246,958

その他 12,697 11,590

営業外収益合計 683,738 286,028

営業外費用   

支払利息 21,818 12,300

支払保証料 1,181 1,106

為替差損 － 8,095

その他 286 1,411

営業外費用合計 23,286 22,914

経常利益 211,785 183,807

特別利益   

前期損益修正益 ※3  3,783 －

貸倒引当金戻入額 4,593 1,075

賞与引当金戻入額 37,625 －

投資有価証券売却益 16 12

関係会社株式売却益 9,106 －

特別利益合計 55,125 1,087

特別損失   

前期損益修正損 ※4  3,688 ※4  9,718

固定資産売却損 ※5  33 －

固定資産除却損 ※6  2,007 ※6  51

減損損失 ※7  78,073 ※7  60,801

のれん償却額 25,142 4,929

退職給付費用 － 7,853

投資有価証券評価損 113,671 853

特別退職金 74,367 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,531

事務所移転費用 6,209 －

その他 3 －

特別損失合計 303,197 102,739

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△36,286 82,156

法人税、住民税及び事業税 22,633 74,200

法人税等調整額 △28,639 △235,835

法人税等合計 △6,006 △161,634

少数株主損益調整前当期純利益 － 243,791



（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) 

少数株主損失（△） △12,125 △29,101

当期純利益又は当期純損失（△） △18,154 272,892



（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 － 243,791

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △8,396

為替換算調整勘定 － 7,764

その他の包括利益合計 － ※2  △632

包括利益 － ※1  243,159

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 272,260

少数株主に係る包括利益 － △29,101



（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 715,790 715,790

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 715,790 715,790

資本剰余金   

前期末残高 677,651 677,651

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 677,651 677,651

利益剰余金   

前期末残高 790,447 722,293

当期変動額   

剰余金の配当 △49,999 －

当期純利益又は当期純損失（△） △18,154 272,892

当期変動額合計 △68,153 272,892

当期末残高 722,293 995,185

自己株式   

前期末残高 △40 △63

当期変動額   

自己株式の取得 △22 △12

当期変動額合計 △22 △12

当期末残高 △63 △75

株主資本合計   

前期末残高 2,183,848 2,115,671

当期変動額   

剰余金の配当 △49,999 －

当期純利益又は当期純損失（△） △18,154 272,892

自己株式の取得 △22 △12

当期変動額合計 △68,176 272,879

当期末残高 2,115,671 2,388,551



（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 △76,513 1,857

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 78,371 △8,396

当期変動額合計 78,371 △8,396

当期末残高 1,857 △6,538

為替換算調整勘定   

前期末残高 15,034 6,099

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,935 7,764

当期変動額合計 △8,935 7,764

当期末残高 6,099 13,863

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △61,479 7,957

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 69,436 △632

当期変動額合計 69,436 △632

当期末残高 7,957 7,324

少数株主持分   

前期末残高 84,779 29,101

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55,678 △29,101

当期変動額合計 △55,678 △29,101

当期末残高 29,101 －

純資産合計   

前期末残高 2,207,148 2,152,729

当期変動額   

剰余金の配当 △49,999 －

当期純利益又は当期純損失（△） △18,154 272,892

自己株式の取得 △22 △12

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,757 △29,733

当期変動額合計 △54,418 243,146

当期末残高 2,152,729 2,395,876



（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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△36,286 82,156

減価償却費 103,665 65,451

差入保証金償却額 － 4,392

減損損失 78,073 60,801

のれん償却額 41,465 13,690

特別退職金 74,367 －

助成金収入 △639,616 △246,958

賞与引当金の増減額（△は減少） △111,546 △22,763

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76,496 104,172

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,040 △441

受取利息及び受取配当金 △3,820 △3,256

支払利息 21,818 12,300

為替差損益（△は益） △9,616 8,150

固定資産売却損益（△は益） 33 －

固定資産除却損 2,007 51

投資有価証券評価損益（△は益） 113,671 853

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,531

売上債権の増減額（△は増加） 100,370 112,803

たな卸資産の増減額（△は増加） △394 △2,493

その他の流動資産の増減額（△は増加） 8,062 8,943

仕入債務の増減額（△は減少） △44,946 4,442

未払消費税等の増減額（△は減少） △179,164 119,376

その他の流動負債の増減額（△は減少） △176,870 141,544

その他 △5,860 11,184

小計 △596,131 492,933

利息及び配当金の受取額 3,839 3,253

利息の支払額 △18,629 △12,044

特別退職金の支払額 △106,143 －

助成金の受取額 610,740 282,363

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △167,072 45,669

営業活動によるキャッシュ・フロー △273,396 812,176

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 △18,759 △17,509

定期預金の払戻による収入 8,400 32,009

有形固定資産の取得による支出 △11,910 △4,521

有形固定資産の売却による収入 177 －

無形固定資産の取得による支出 △7,369 △6,343

貸付けによる支出 △11,950 △1,466

貸付金の回収による収入 6,713 6,109

差入保証金の差入による支出 △11,835 △5,130

差入保証金の回収による収入 47,724 10,043

子会社株式の取得による支出 △47,500 △5,179

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

200 －

その他 1,043 1,047

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,066 9,060



（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   

短期借入金の純増減額（△は減少） △590,000 △110,000

長期借入れによる収入 27,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △118,139 △145,770

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △20,933 △23,822

自己株式の取得による支出 △22 △12

配当金の支払額 △50,187 △405

財務活動によるキャッシュ・フロー △752,282 △200,010

現金及び現金同等物に係る換算差額 760 △420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,069,984 620,805

現金及び現金同等物の期首残高 2,406,887 1,336,902

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,336,902 ※1  1,957,707



 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 連結子会社の数 ４社  連結子会社の数 ４社  

  連結子会社の名称  連結子会社の名称  

  株式会社ジャスネット 

株式会社テクシードワンズ 

株式会社ＧＴＥＣＨＫ 

株式会社テクシードコンパス 

なお、前連結会計年度において連結

の範囲に含めておりました株式会社ア

ドバンス・エンジニアリングは、平成

21年４月１日付で株式会社テクシード

ワンズに吸収合併されております。 

また、前連結会計年度において連結

の範囲に含めておりました株式会社イ

ージーネットと株式会社ソリューショ

ン・クルーは、平成22年１月に全保有

株式を売却したため、売却時点までの

損益計算書のみを連結しております。

株式会社ジャスネット 

株式会社テクシードワンズ 

株式会社ＧＴＥＣＨＫ 

株式会社テクシードコンパス  

２．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

同左 

３．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 

イ 有価証券  

その他有価証券  

イ 有価証券  

その他有価証券  

  時価のあるもの  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）  

同左 

  時価のないもの  時価のないもの  

   移動平均法による原価法  同左 

  ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 

  商品 商品 

   個別法による原価法 

（収益性低下による簿価切り下げ

の方法により算定） 

同左 

  仕掛品 仕掛品 

   個別法による原価法 

（収益性低下による簿価切り下げ

の方法により算定） 

同左 

  貯蔵品  貯蔵品  

   終仕入原価法による原価法  

（収益性低下による簿価切り下げ

の方法により算定） 

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 

イ 有形固定資産 (リース資産を除く) 

定率法  

イ 有形固定資産 (リース資産を除く) 

同左 

   ただし、建物（建物附属設備を除

く）については定額法によっており

ます。  

  

   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 ３～50年    

  工具、器具及び備品  ２～20年   

  ロ 無形固定資産 (リース資産を除く) ロ 無形固定資産 (リース資産を除く) 

  定額法  定額法 

   自社利用のソフトウェアについて

は、利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。 

 また、一部の連結子会社において、

市場販売目的のソフトウェアについ

て、見込販売可能期間（３年）におけ

る見込販売数量に基づく償却額と販売

可能な残存期間に基づく均等配分額を

比較し、いずれか大きい金額を計上し

ております。  

 自社利用のソフトウェアについて

は、利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。 

  ハ 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によっており

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。  

ハ 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 



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  イ 貸倒引当金  イ 貸倒引当金  

   債権の貸倒れによる損失に備える

ため、当社及び連結子会社は一般債

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。  

同左  

  ロ 賞与引当金  ロ 賞与引当金  

   当社及び連結子会社は従業員の賞

与の支給に備えるため、賞与支給見

込額のうち当連結会計年度に負担す

べき金額を計上しております。 

同左 

  ハ 退職給付引当金  ハ 退職給付引当金  

   当社及び連結子会社において、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の見込

額に基づき計上しております。  

同左 

   過去勤務債務については、その発生

時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（５年）による定額

法により按分した額を費用処理してお

ります。  

  

   数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（９年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ翌連結会計年度から費用処理してお

ります。 

  

  （会計方針の変更）  

 当連結会計年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

なお、これによる営業損失、経常利

益及び税金等調整前当期純損失に与え

る影響はありません。  

――――――― 

  （追加情報）  

従来、当社の数理計算上の差異の費

用処理年数は10年としておりました

が、希望退職の実施により従業員の平

均残存勤務期間が短縮したため、当連

結会計年度より費用処理年数を従来の

10年から９年に変更しております。 

 この結果、従来の方法に比べ、営業

損失は 千円増加し、経常利益は

千円減少、税金等調整前当期純

損失は 千円増加しております。 
 セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

4,101

4,101

4,101

――――――― 



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） 

 (4）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準  

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は、連

結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めて計上しております。  

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は、連

結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含めて計上

しております。  

 (5）のれんの償却方法及び償

却期間 

―――――――  のれんの償却については、５年～20

年の定額法により償却を行っておりま

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）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理  

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理  

同左 

４．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。  

――――――― 

５．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

 のれんの償却については、５年～20年

の定額法により償却を行っております。

――――――― 

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、当連結会計年度の営業損失は 千円増

加し、経常利益は 千円減少、税金等調整前当期純利

益は 千円減少しております。また、当会計基準等

の適用開始による投資その他の資産の「差入保証金」の

変動額は18,531千円であります。  

4,392

4,392

22,923



  

  

(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） 

（連結貸借対照表）  （連結貸借対照表）  

１．従来、流動資産の「原材料及び貯蔵品」に含めて表示

しておりました「原材料」は、当連結会計年度より原材

料がなくなったため、「貯蔵品」として表示しておりま

す。 

２．平成21年11月30日付でテンプホールディングス株式会

社が親会社となったため、開示科目を見直した結果、従

来「未払費用」に含めて表示しておりました未払給与

（前連結会計年度519,578千円、当連結会計年度471,057

千円）を「未払金」に含めて表示しております。 

  前連結会計年度末では流動資産の「商品及び製品」と

して表示しておりましたが、当連結会計年度末では製品

が無いため、「商品」として表示しております。 

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

前連結会計年度において、特別損失の「その他」に含

めて表示しておりました「投資有価証券評価損」は、特

別損失の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年

度では、区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含めておりまし

た「投資有価証券評価損」は 千円であります。 2,109

１．「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）に基づく「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）の適

用により、当連結会計年度では、「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。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「保険配

当金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会

計年度より、営業外収益の「その他」に含めて表示して

おります。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれる「保険

配当金」は１千円であります。 



  

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） 

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） 

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「税金等調整前当期純利益」に含めて表

示しておりました「特別退職金」及び「助成金収入」

は、当連結会計年度において金額的重要性が増したため

区分掲記することとしております。 

   また、これに伴い、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の小計欄以下において「特別退職金の支払額」及

び「助成金の受取額」を区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「税金等調整前当期純利益」

に含まれている金額は以下の通りであります。  

 「特別退職金」        千円 36,523

 「助成金収入」   千円 △41,923

 「特別退職金の支払額」   千円 △459

 「助成金の受取額」   千円 914

  前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」に区分掲記しておりました「特別退職金の

支払額」は、当連結会計年度において金額的重要性がな

くなったため「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他流動負債の増減額」に含めて表示しておりま

す。 

   なお、当連結会計年度の「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他流動負債の増減額」に含まれる

金額は 千円であります。 

  

  

  

  

   

4,288

２．前連結会計年度において、「営業活動のキャッシュ・

フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「減

損損失」及び「投資有価証券評価損益」は、当連結会計

年度において金額的重要性が増したため区分掲記するこ

ととしております。 

 なお、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含まれている「減損損失」

は3,794千円、「投資有価証券評価損益」は2,109千円で

あります。 

  

  

  

  

  

  

３．前連結会計年度において、区分掲記しておりました

「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証

券の取得による支出」は、当連結会計年度において金額

的重要性がなくなったため、「投資活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。

 なお、当連結会計年度の「投資活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含まれる「投資有価証券の

取得による支出」は3千円であります。  

  

  

  

  

  

  

(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。 



  

  

(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 担保資産及び担保付債務  ※１ 担保資産及び担保付債務  

担保に供している資産  担保に供している資産  

現金及び預金（定期預金）  千円 60,000

建物及び構築物       169,085

土地         167,907

合計    396,992

現金及び預金（定期預金）  千円 60,000

建物及び構築物       161,562

土地         167,907

合計    389,469

担保付債務 

短期借入金   千円 60,000

１年内返済予定の長期借入金          19,920

長期借入金          31,940

合計        111,860

担保付債務 

短期借入金   千円 160,000

１年内返済予定の長期借入金          19,920

長期借入金          12,020

合計        191,940

    

（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 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額  

売上原価  千円  △2,082

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額  

売上原価  千円  △209

※２ 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。 

※２ 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。 

給与及び賞与   千円  628,010

賞与引当金繰入額    50,969

退職給付費用    17,627

給与及び賞与   千円  541,354

賞与引当金繰入額    43,972

退職給付費用    13,807

※３ 前期損益修正益の内訳は次のとおりであります。 ―――――― 

償却債権取立益  千円  2,823

原状回復費用精算差額  960

           

       

※４ 前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 前期損益修正損の内訳は次のとおりであります。 

雇用調整助成金精算差額  千円  3,688 雇用調整助成金返納額  千円  9,718

※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ―――――― 

工具、器具及び備品  千円  33            

※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物  千円  1,449

工具、器具及び備品   42

ソフトウエア  515

合計   2,007

工具、器具及び備品  千円  51

        

       

        



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） 

※７ 減損損失  

当連結会計年度において、当社グループは以下の減

損損失を計上いたしました。  

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる

見込みである資産グループについては、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。 

 また株式会社日本テクシード大阪支社については、

当連結会計年度において当該事務所の移転を決議した

ため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上しております。 

 （減損損失の内訳）  

（注）リース資産は、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっているものであります。 

（資産グルーピングの方法）  

 当社グループは、管理会計上の区分に基づいて事業 

用資産をグルーピングしております。遊休資産について

は個別資産ごとにグルーピングしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

 株式会社日本テクシードＲ＆Ｄアウトソーシング関東

事業部、株式会社ジャスネットおよび株式会社イージー

ネットについては、回収可能価額は使用価値により測定

しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスの

ため、備忘価額により評価しております。 

 また株式会社日本テクシード大阪支社については、回

収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売

却価額は売却が困難であるため零としております。 

場所 用途 種類 

㈱日本テクシード 

Ｒ＆Ｄアウトソー 

シング関東事業部 

ＣＡＤシス 

テム他 

建物及び構築 

物、工具、器具 

及び備品、ソフ 

トウエア、リー 

ス資産 

㈱日本テクシード 

大阪支社 

事務所用 

設備 

建物及び構築物

等 

㈱ジャスネット 

本社  
事務所備品 

工具、器具及び 

備品、その他  

㈱イージーネット

本社  
事務所備品他 

建物及び構築 

物、工具、器具 

及び備品  

建物及び構築物  千円  7,020

工具、器具及び備品   12,172

ソフトウエア   7,909

その他(長期前払費用他)   8,637

リース資産（注）   42,333

合計   78,073

※７ 減損損失  

当連結会計年度において、当社グループは以下の減

損損失を計上いたしました。  

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる

資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上しております。 

（減損損失の内訳）  

（注）リース資産は、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっているものであります。 

（資産グルーピングの方法）  

 当社グループは、管理会計上の区分に基づいて事業 

用資産をグルーピングしております。遊休資産について

は個別資産ごとにグルーピングしております。 

（回収可能価額の算定方法等） 

 株式会社ジャスネットおよび株式会社テクシードワン

ズについては回収可能価額は使用価値により測定してお

りますが、将来キャッシュ・フローがマイナスのため、

備忘価額により評価しております。 

 また、株式会社テクシードコンパスについては、回収

可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシ

ュ・フローを3.9％で割り引いて算出しております。  

  

場所 用途 種類 

㈱ジャスネット 

本社  

事務所備品

他 

工具、器具及び

備品、ソフトウ

エア 

㈱テクシードワンズ

本社 

事務所備品

他 

工具、器具及び

備品、その他 

㈱テクシードコンパス 

本社  
サーバー他 

建物及び構築 

物、工具、器具 

及び備品、ソフ

トウエア、リー

ス資産、その他 

建物及び構築物  千円  2,609

工具、器具及び備品   34,790

ソフトウエア   12,517

その他(電話加入権他)   3,956

リース資産（注）   6,926

合計   60,801



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 

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50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 

  該当事項はありません。 

  

（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  51,281

少数株主に係る包括利益   △12,125

計   39,156

その他有価証券評価差額金   千円  78,371

為替換算調整勘定   △8,935

計   69,436

（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  5,000  －  －  5,000

合計  5,000  －  －  5,000

自己株式         

普通株式  0  0  －  0

合計  0  0  －  0

  
  
（決議） 

株式の種類 
  

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  49,999  10.0 平成21年３月31日 平成21年６月26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）普通株式の自己株式の株式数の増加30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 

  該当事項はありません。 

(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 

  該当事項はありません。 

  

  

  
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  5,000  －  －  5,000

合計  5,000  －  －  5,000

自己株式         

普通株式  0  0  －  0

合計  0  0  －  0

（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） （平成23年３月31日現在）

現金及び預金勘定    千円1,411,402

担保に供している定期預金   △60,000

預入期間が３か月を超える定期預金  △14,500

現金及び現金同等物  1,336,902

現金及び預金勘定    千円2,017,707

担保に供している定期預金   △60,000

現金及び現金同等物  1,957,707

 ２ 重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産および債務の額は、それぞれ

千円であります。 13,214

 ２ 重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産および債務の額は、それぞれ

千円であります。 13,150



  

（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

賞与引当金  千円175,468

賞与に係る未払法定福利費  23,176

退職給付引当金  331,157

長期未払金  60,340

投資有価証券評価損  46,711

減損損失  29,607

繰越欠損金  134,362

その他  14,507

繰延税金資産小計  815,331

評価性引当額  △206,823

繰延税金資産合計  608,507

繰延税金負債   

未収還付事業税（流動）  △1,533

有価証券評価差額金（固定）  △774

繰延税金負債合計  △2,307

繰延税金資産（負債）の純額    606,199

  

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

  

繰延税金資産（流動）  千円219,006

繰延税金資産（固定）  387,192

    

繰延税金資産  

賞与引当金  千円169,300

賞与に係る未払法定福利費  23,073

退職給付引当金  373,598

長期未払金  54,196

投資有価証券評価損  12,383

減損損失  31,390

差入保証金  9,279

繰越欠損金  128,116

連結子会社への投資に係る一時差異  241,813

その他  29,071

繰延税金資産小計  1,072,224

評価性引当額  △229,936

繰延税金資産合計  842,287

繰延税金負債   

有価証券評価差額金（固定）  △248

繰延税金負債合計  △248

繰延税金資産（負債）の純額    842,038

  

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

  

繰延税金資産（流動）  千円204,672

繰延税金資産（固定）  637,365

    

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳  

  

法定実効税率      ％ 40.6

（調整）    

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
  △3.2

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
 1.6

住民税均等割   △20.5

のれんの償却額   △46.4

評価性引当額増減   △11.4

関係会社株式売却益の連結修正   64.4

法定実効税率変更による期末繰延

税金資産の減額修正 
 △9.5

その他     1.0

税効果会計適用後の法人税等の

負担率   
 16.5

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      ％ 40.1

（調整）    

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
  1.6

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
 △0.6

住民税均等割   7.6

のれんの償却額   6.7

評価性引当額増減   47.2

法定実効税率変更による期末繰延

税金資産の減額修正 
 △8.8

連結子会社への投資に係る一時差異   △290.7

その他     0.2

税効果会計適用後の法人税等の

負担率   
 △196.7



  

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） 

３．法定実効税率の変更 

  平成21年12月28日付で「名古屋市市民税減税条例」

が公布され、平成22年４月１日以後に終了する事業年

度より、名古屋市における法人市民税が減額されるこ

ととなりました。これに伴い、法定実効税率は、従前

の40.6％から40.1％に変更しております。 

  この結果、当期末の繰延税金資産の純額が3,325千

円減少し、法人税等調整額が3,325千円増加しており

ます。 

  なお、「名古屋市市民税減税条例」は、平成22年３

月31日付で、平成22年４月１日以後平成23年３月31日

の間までに終了する事業年度に限り適用されることに

変更となっております。  

３．法定実効税率の変更 

  平成21年12月28日付で「名古屋市市民税減税条例」

が公布され、平成22年４月１日以後に終了する事業年

度より、名古屋市における法人市民税が減額されまし

たが、同条例は平成22年３月31日に改正され、平成23

年３月31日の間までに終了する事業年度に限り適用さ

れました。これに伴い、法定実効税率を40.1％から

40.6％に変更しております。 

  この結果、当期末の繰延税金資産の純額が 千

円増加し、法人税等調整額が 千円減少しており

ます。 

  

6,174

6,174



   

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業はその内容・性質等を勘案して区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

３．追加情報 

①教育関連事業は、当連結会計年度より事業活動を休止したため、記載対象セグメントから除外しており

ます。 

②「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」３．(3)（追加情報）に記載のとおり、従来、当社

の数理計算上の差異の費用処理年数は10年としておりましたが、当連結会計年度より費用処理年数を従

来の10年から９年に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失

が「Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業」で 千円増加しております。 

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

  

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） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも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、いずれも連結売上高の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。 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

Ｒ＆Ｄアウト
 ソーシング 

事業 
（千円） 

  
ＩＴ事業 

  
（千円） 

  
計 
  

（千円） 

  
消去又は 
全社  

（千円） 

  
連結 
   

（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  7,989,305  980,984  8,970,290  －  8,970,290

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 4,463  530  4,993  △4,993  －

計  7,993,768  981,514  8,975,283  △4,993  8,970,290

営業費用  8,367,125  1,060,070  9,427,196  △8,239  9,418,956

営業損失（△）  △373,356  △78,555  △451,912  3,246  △448,666

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
                     

資産   5,249,164  235,311  5,484,476  △180,804  5,303,672

減価償却費  63,270  40,410  103,681  △16  103,665

減損損失  75,266  2,807  78,073  －  78,073

資本的支出  22,198  14,505  36,704  －  36,704

事業区分 内  容 

 Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業 

機械設計開発、電気・電子設計開発、ソフトウェア開発等の専門的技術を

技術者派遣または請負の形態で提供し、顧客企業の研究開発を支援する事

業 

 ＩＴ事業 
企業内情報システムの立案から導入・保守までの統合サービスを提供する

事業 

4,101

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



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．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。 

 当社グループは、「Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業」を中心に、事業部別および子会社別により事業活動を展開

しております。また、一部子会社で「ＩＴ事業」を行っております。 

 したがって、当社グループは、事業部および子会社を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成され

ており、「Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業」および「ＩＴ事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業」については、機械設計開発、電気・電子設計開発、ソフトウエア開発等の専

門的技術サービスを、技術者派遣または請負の形態により顧客企業の研究開発分野に対して提供しております。

「ＩＴ事業」については、ＯＡ機器販売を主とした情報システムの立案から導入・保守までの総合サービスの提

供を行っております。    

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と同一であります。 

報告セグメントの利益は、経常利益であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

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）  

（単位：千円）

 (注)１．セグメント間取引消去によるものであります。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）の合計金額は、連結損益計算書の経常利益と一致しております。 

     またセグメント資産の合計額は、連結貸借対照表の資産と一致しております。 

ｄ．セグメント情報

  
Ｒ＆Ｄアウトソー

シング事業 
ＩＴ事業 合計 

調整額 

（注）１  

連結財務諸表 

計上額 

（注）２  

売上高           

外部顧客への売上高  7,989,305  980,984 8,970,290  －  8,970,290

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 24,174  5,677 29,852  △29,852  －

計  8,013,480  986,662 9,000,142  △29,852  8,970,290

セグメント利益又は損失（△）  275,623  △63,838 211,785  －  211,785

セグメント資産  5,068,800  234,871 5,303,672  －  5,303,672

その他の項目                             

減価償却費  63,270  40,394 103,665  －  103,665

のれんの償却額  8,511  32,954 41,465  －  41,465

受取利息  908  82 990  －  990

支払利息  19,034  2,784 21,818  －  21,818

減損損失  75,266  2,807 78,073  －  78,073

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 22,198  14,505 36,704  －  36,704



  

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）  

（単位：千円）

 (注)１．セグメント間取引消去によるものであります。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）の合計金額は、連結損益計算書の経常利益と一致しております。 

     またセグメント資産の合計額は、連結貸借対照表の資産と一致しております。  

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 

 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。 

  

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 

                                      （単位：千円）  

  

  

  

  
Ｒ＆Ｄアウトソー

シング事業 
ＩＴ事業 合計 

調整額 

（注）１  

連結損益計算書

計上額 

（注）２  

売上高           

外部顧客への売上高  8,027,303  857,382 8,884,685  －  8,884,685

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 33,787  2,626 36,414  △36,414  －

計  8,061,090  860,009 8,921,100  △36,414  8,884,685

セグメント利益又は損失（△）  199,510  △15,703 183,807  －  183,807

セグメント資産  5,371,832  356,329 5,728,161  －  5,728,161

その他の項目                             

減価償却費  49,415  16,036 65,451  －  65,451

のれんの償却額  8,690  5,000 13,690  －  13,690

受取利息  626  5 632  －  632

支払利息  9,581  2,718 12,300  －  12,300

減損損失  1,863  58,937 60,801  －  60,801

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 6,155  13,950 20,105  －  20,105

ｅ．関連情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

デンソーテクノ株式会社 1,797,690 Ｒ＆Ｄアウトソーシング事業



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（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（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。 

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

           （単位：千円） 

  
Ｒ＆Ｄアウト
ソーシング事業

ＩＴ事業 合計

減損損失  1,863  58,937  60,801

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

           （単位：千円）  

  
Ｒ＆Ｄアウト
ソーシング事業

ＩＴ事業 合計

当期償却額  8,690  5,000  13,690

当期末残高  131,922 －  131,922

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



  

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（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 424.73

１株当たり当期純損失金額（△）        円 △3.63

１株当たり純資産額       円 479.19

１株当たり当期純利益金額        円 54.58

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。   

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

  
前連結会計年度末

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成23年３月31日） 

 純資産の部の合計額         （千円）  2,152,729  2,395,876

 純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
 29,101    － 

 （うち少数株主持分） ( ) 29,101 ( ) －

 普通株式に係る期末の純資産額（千円）  2,123,628  2,395,876

 １株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数           （株） 
 4,999,897  4,999,867

  
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） 

 当期純利益又は当期純損失(△)（千円）  △18,154  272,892

 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） 
 △18,154  272,892

 普通株式の期中平均株式数      （株）  4,999,928  4,999,888



  

デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については該当事項がございません。

リース取引、金融商品、有価証券、退職給付、資産除去債務、賃貸等不動産、関連当事者との取引に関する注記事項

については、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。 

（重要な後発事象）

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） 

（連結子会社からの事業譲受の中止および連結子会社の株式譲渡） 

  当社は、平成23年４月27日開催の取締役会において、平成23年２月23日開催の取

締役会で決議しました当社の連結子会社である株式会社テクシードコンパス（以下

「テクシードコンパス」という。）からの事業譲受（事業譲受期日：平成23年７月

１日）を中止し、同社株式の譲渡を決議いたしました。 

 なお、同社の全株式は、株式会社グローバルワイズに平成23年５月９日付で譲渡

いたしました。 

  概要につきましては、以下のとおりです。 

(1) 株式譲渡の理由 

 業績回復の遅れている子会社の収益回復を目的とした事業再編の一環として、テ

クシードコンパスの当社への事業統合の準備を進めておりましたが、一体経営によ

る事業の効率化や販売促進効果が当初の想定ほど見込めないという認識に至りまし

た。そこで、テクシードコンパスについては、同社の行う事業と関連の深い株式会

社グローバルワイズに譲渡することといたしました。 

(2) 譲渡先の名称  

 株式会社グローバルワイズ  

(3) 譲渡の時期  

 平成23年５月９日  

(4) 子会社の概要    

(5) 譲渡する株式の数、譲渡価額および譲渡前後の所有割合  

(6) 損益に与える影響  

当該株式の譲渡により、株式売却益 千円が生じる見込みであります。 

商号  株式会社テクシードコンパス 

事業の内容 

コンピュータ販売・保守・レンタル、コ

ンピュータ・ソフトウェア開発・販売、

ネットワークソリューション 

資本金の額     50,000千円 

大株主および持株比率 株式会社日本テクシード 100.0％  

 譲渡前の所有株式数  1,000株 （所有割合    100.0％） 

 譲渡株式数  1,000株 （譲渡価額 7,500千円） 

 譲渡後の所有株式数  －株 （所有割合       －％） 

25,654

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

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 1,186,462 1,613,128

売掛金 1,089,485 1,020,905

仕掛品 4,417 9,977

貯蔵品 3,584 1,656

前払費用 35,177 49,784

未収還付法人税等 70,772 －

未収消費税等 77,787 －

繰延税金資産 205,834 215,274

その他 45,745 11,546

流動資産合計 2,719,267 2,922,274

固定資産   

有形固定資産   

建物 824,307 820,703

減価償却累計額及び減損損失累計額 △197,731 △228,426

建物（純額） 626,575 592,276

構築物 30,498 30,498

減価償却累計額 △15,871 △18,125

構築物（純額） 14,627 12,373

工具、器具及び備品 120,000 119,851

減価償却累計額及び減損損失累計額 △102,731 △106,805

工具、器具及び備品（純額） 17,269 13,046

土地 603,590 603,590

有形固定資産合計 1,262,061 1,221,286

無形固定資産   

ソフトウエア 16,554 13,406

その他 1,624 1,560

無形固定資産合計 18,178 14,966

投資その他の資産   

投資有価証券 70,909 61,647

関係会社株式 261,777 210,855

出資金 600 600

関係会社長期貸付金 15,000 13,000

長期前払費用 2,650 1,979

繰延税金資産 384,198 594,295

差入保証金 108,108 76,751

その他 33,492 35,870

貸倒引当金 △20,245 △18,895

投資その他の資産合計 856,492 976,103

固定資産合計 2,136,733 2,212,356

資産合計 4,856,001 5,134,630



（単位：千円）

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 9,381 10,905

短期借入金 500,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 79,964 79,964

リース債務 6,439 6,547

未払金 484,633 514,480

未払費用 53,358 53,060

未払法人税等 11,350 75,595

未払消費税等 － 68,424

預り金 30,175 26,235

前受収益 1,496 1,256

賞与引当金 403,925 389,797

債務保証損失引当金 － 52,611

その他 72,612 9,819

流動負債合計 1,653,336 1,688,698

固定負債   

長期借入金 130,123 50,159

リース債務 14,361 7,814

退職給付引当金 808,798 912,012

債務保証損失引当金 44,232 －

長期未払金 146,581 133,488

その他 7,978 434

固定負債合計 1,152,076 1,103,908

負債合計 2,805,412 2,792,607

純資産の部   

株主資本   

資本金 715,790 715,790

資本剰余金   

資本準備金 677,651 677,651

資本剰余金合計 677,651 677,651

利益剰余金   

利益準備金 21,530 21,530

その他利益剰余金   

別途積立金 400,000 400,000

繰越利益剰余金 233,821 533,665

利益剰余金合計 655,351 955,195

自己株式 △63 △75

株主資本合計 2,048,730 2,348,561

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,857 △6,538

評価・換算差額等合計 1,857 △6,538

純資産合計 2,050,588 2,342,023

負債純資産合計 4,856,001 5,134,630



（２）損益計算書 

（単位：千円）

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 7,001,310 7,355,723

売上原価 6,222,758 6,337,229

売上総利益 778,552 1,018,494

販売費及び一般管理費 1,013,029 921,145

営業利益又は営業損失（△） △234,477 97,349

営業外収益   

受取利息 1,883 480

受取配当金 17,828 2,624

保険配当金 4,691 －

受取地代家賃 22,912 24,222

業務受託手数料 19,705 22,558

助成金収入 421,156 91,997

その他 2,275 10,349

営業外収益合計 490,453 152,232

営業外費用   

支払利息 14,979 6,266

貸倒引当金繰入額 6,000 －

その他 9 761

営業外費用合計 20,988 7,027

経常利益 234,987 242,553

特別利益   

前期損益修正益 960 －

貸倒引当金戻入額 － 1,350

賞与引当金戻入額 36,430 －

債務保証損失引当金戻入額 2,095 －

投資有価証券売却益 16 12

関係会社株式売却益 199 －

特別利益合計 39,702 1,362

特別損失   

前期損益修正損 3,688 8,887

固定資産除却損 582 －

減損損失 61,908 －

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券評価損 113,671 853

関係会社株式評価損 114,632 56,101

貸倒損失 14,232 －

特別退職金 74,367 －

債務保証損失引当金繰入額 － 8,378

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17,768

事務所移転費用 6,209 －

特別損失合計 389,295 91,989

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △114,605 151,927

法人税、住民税及び事業税 5,255 71,617

法人税等調整額 △47,369 △219,533

法人税等合計 △42,114 △147,916

当期純利益又は当期純損失（△） △72,491 299,843



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 715,790 715,790

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 715,790 715,790

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 677,651 677,651

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 677,651 677,651

資本剰余金合計   

前期末残高 677,651 677,651

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 677,651 677,651

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 21,530 21,530

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 21,530 21,530

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 400,000 400,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 400,000 400,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 356,312 233,821

当期変動額   

剰余金の配当 △49,999 －

当期純利益又は当期純損失（△） △72,491 299,843

当期変動額合計 △122,490 299,843

当期末残高 233,821 533,665

利益剰余金合計   

前期末残高 777,842 655,351

当期変動額   

剰余金の配当 △49,999 －

当期純利益又は当期純損失（△） △72,491 299,843

当期変動額合計 △122,490 299,843

当期末残高 655,351 955,195



（単位：千円）

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) 

自己株式   

前期末残高 △40 △63

当期変動額   

自己株式の取得 △22 △12

当期変動額合計 △22 △12

当期末残高 △63 △75

株主資本合計   

前期末残高 2,171,243 2,048,730

当期変動額   

剰余金の配当 △49,999 －

当期純利益又は当期純損失（△） △72,491 299,843

自己株式の取得 △22 △12

当期変動額合計 △122,513 299,831

当期末残高 2,048,730 2,348,561

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △76,513 1,857

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 78,371 △8,396

当期変動額合計 78,371 △8,396

当期末残高 1,857 △6,538

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △76,513 1,857

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 78,371 △8,396

当期変動額合計 78,371 △8,396

当期末残高 1,857 △6,538

純資産合計   

前期末残高 2,094,729 2,050,588

当期変動額   

剰余金の配当 △49,999 －

当期純利益又は当期純損失（△） △72,491 299,843

自己株式の取得 △22 △12

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 78,371 △8,396

当期変動額合計 △44,141 291,434

当期末残高 2,050,588 2,342,023
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