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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 27,760 5.5 3,683 △24.4 4,358 △14.8 2,537 △14.2

22年3月期 26,315 △6.6 4,873 △11.6 5,117 △11.8 2,958 8.7

（注）包括利益 23年3月期 2,659百万円 （△11.3％） 22年3月期 2,999百万円 （―％）

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 74.80 ― 3.7 5.0 13.3
22年3月期 87.20 ― 4.5 6.2 18.5

（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 90,251 68,943 76.2 2,027.75
22年3月期 85,191 67,002 78.6 1,972.99

（参考） 自己資本   23年3月期  68,788百万円 22年3月期  66,933百万円

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 6,532 3,950 △3,687 17,099
22年3月期 5,910 △7,307 △506 10,366

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00 678 22.9 1.0
23年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 678 26.7 1.0

24年3月期(予想) ― 10.00 ― 10.00 20.00 23.0

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) 12,700 △5.5 1,200 △22.5 1,350 △29.0 700 △35.5 20.63
通期 29,700 7.0 4,350 18.1 4,700 7.8 2,950 16.3 86.96



4.  その他 

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

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有

② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 33,952,089 株 22年3月期 33,952,089 株

② 期末自己株式数 23年3月期 28,554 株 22年3月期 27,270 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 33,924,215 株 22年3月期 33,925,828 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 18,221 △0.4 3,301 △25.7 4,095 △14.3 2,500 △13.9

22年3月期 18,289 △11.9 4,441 △15.8 4,781 △15.5 2,902 28.0

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 73.70 ―

22年3月期 85.55 ―

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 79,174 68,533 86.6 2,020.22
22年3月期 75,267 66,715 88.6 1,966.57

（参考） 自己資本 23年3月期  68,533百万円 22年3月期  66,715百万円

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は終了しておりませ
ん。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は予想と異なる場合があります。 
なお、業績予想に関する事項につきましては、４ページをご参照ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 9,000 1.8 1,700 △4.2 1,000 △7.3 29.48
通期 19,000 4.3 4,300 5.0 2,600 4.0 76.64
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当期における国内経済は、企業の設備投資を中心に持ち直しの兆しがみられたものの、東日本大震災の影響から

輸出や生産、個人消費が弱含み、依然として厳しい状況で推移しました。このような環境のもと、当社の主力マー

ケットである会計事務所業界におきましては、顧問先である中小企業の景況感が低迷を続ける中で、システムへの

投資意欲も低下傾向にあります。 

【コンピュータシステム事業】 

このような状況のもと、コンピュータシステム事業におきましては、既存マーケットの活性化と、これによる当

社収益の確保に向け、引き続き『サイバー会計事務所』構想を推進し、さらなるシステム開発と積極的な営業活動

に取り組みました。同時に、将来の収益基盤を獲得するため、新規顧客の開拓に向けたシステムおよびサービスの

開発、さらには新たな商品展開に力を注ぎました。 

既存の会計事務所ユーザー向けには、ＩＴの知識やスキルに関わりなく、どのような会計事務所においても自然

に『サイバー会計事務所』を構築できることをコンセプトにシステムの開発を進め、その中心となるネットワーク

サーバーとして「JDL SERVER AZ（A to Z ｵｰﾙﾗｳﾝﾄﾞ）」４機種を新たに開発したほか、デスクトップ型ワークステー

ション、モバイルノート型ワークステーションなどの主力製品も新シリーズへラインナップして12月から販売を開

始しました。 

同時に、新規顧客の開拓に向けては、広く中小企業と会計事務所が結びつく環境を促進し、会計事務所シェアと

企業シェアを一体的に高めていく目的で、ＳａａＳ型の新たなソフトウエアサービス『JDL IBEX net』を開発しま

した。小規模・零細企業向けには、昨年４月より「JDL IBEX出納帳net」等を月 3々80円など破格の料金で提供を

開始し、中規模企業向けには本支店間のネット会計や部門管理にも対応してプロの経理をサポートする「JDL IBEX

会計net」を10月より提供を開始しました。 

これに加え、新規会計事務所の開拓を加速させるため、当社が長年にわたり会計事務所の実務を研究する中で

培ったノウハウをひとつの統合ソフトに結集し、「JDL IBEX組曲net」として８月から破格の料金で提供を開始しま

した。そして、これら中小企業向けＳａａＳ型サービスと会計事務所向けＳａａＳ型サービスの提供と同時に、会

計事務所のための顧客開拓支援サービス「JDL IBEX net パートナーリンクシステム」を開発し、提供を開始しまし

た。このシステムはJDL IBEX出納帳net等の企業向け会計ソフトを媒体にして会計事務所から近隣周辺の企業に向

けて広告を発信するサービス「ＡＯＩＳ（Accounting Office Introduction Service）」と、中小企業向けの会計事

務所検索サービス「JDL Client Link」を組み合わせることで、会計事務所と中小企業が広く結びつく機会を創出す

る仕組みであり、『JDL IBEX net』と合わせてこれらの新サービスを強力に普及させることにより、会計事務所シェ

アと企業シェアを一体的に高めていくものです。 

また、新規会計事務所向けのハードウエア製品も一層の拡充を図り、当社のハードウエア技術とノウハウを注ぎ

込んだ初のJDL製PC「JDL Benny note m」、「JDL Benny A1」を開発、さらには２年前から新規開拓を牽引してきた

オールインワン・タイプの新規会計事務所向け製品「JDL STATION V」もサイバー化機能を増強してリニューアル開

発し、いずれも12月に販売を開始しました。 

このような状況のなか、既存のマーケットにおいては資金力のある大規模会計事務所を中心に販売が伸長したも

のの、中小規模の会計事務所への販売は低調に推移した結果、コンピュータシステム事業の売上高は総じて前期並

みの水準で推移しました。損益面では、将来の収益基盤の形成に向けて４月より「JDL IBEX net」など新ソフトウ

エアサービスの広告宣伝に積極的な投資をおこなってきたことから、営業利益、経常利益及び当期純利益は前期実

績を下回って推移しました。 
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【ＬＳＩ事業】 

ＬＳＩ事業におきましては、さらなる景気の後退により得意先との取引が減少するなかで、主力の受託開発ビジ

ネスおよび製品販売は不振を極め、減収減益基調で推移しました。 

【定期航空運送事業】 

定期航空運送事業におきましては、当期においても新機種CRJ700型機を追加導入し、7月以降は計６機体制で

国内の路線展開をより一層拡充してきたことから、運航収入はさらに堅調となりました。しかしながら、去る３月

11日に発生した東日本大震災により、同事業の重要な拠点である仙台空港が壊滅的な被害を受け、従業員の被災に

加え、仙台空港発着機CRJ700型機用の予備部品の全部ならびに地上支援器材の大半を毀損しました。この影響から

震災直後は一時的に国内全便の欠航を余儀なくされ、仙台空港発着便（千歳便、成田便、小松便、伊丹便、広島便、

福岡便）については震災発生から現在まで全便を欠航しております。なお、毀損した予備部品には損害保険が付保

されていたものの再調達等に時間を要することから仙台空港発着便は５月31日まで全便欠航を決定しております。 

損益面におきましては、当初は前期比で大幅な増益が見込まれたものの、震災後の欠航の影響から営業利益、経

常利益ともに微増にとどまりました。特別損益につきましては、災害損失など約14億円の特別損失を計上したもの

の、保険金収入見込額など約13億円の特別利益を計上した結果、当期純利益は前期実績を大幅に上回りました。 

【航空機使用事業】 

航空機使用事業におきましては、諸経費の節減努力により営業黒字化するまで回復したものの、定期航空運送事

業と同様に、拠点の仙台空港が３月11日の東日本大震災によって壊滅的な被害を受け、仙台空港に配備していた事

業用機材の毀損など44百万円余りの災害損失を計上しました。 

以上の結果、当連結累計期間の業績は、売上高277億60百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益36億83百万

円（前年同期比24.4％減）、経常利益43億58百万円（前年同期比14.8％減）、当期純利益25億37百万円（前年同

期比14.2％減）となりました。 

なお、セグメント別の業績は次のとおりとなっております。 

                                   （単位：百万円） 

セグメントの名称 
当連結会計年度 

売上高 経常利益又は損失 

コンピュータシステム事業 18,211 4,093 

ＬＳＩ事業 861 △87 

定期航空運送事業 8,406 354 

航空機使用事業 280 △1 
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次期の見通し 

次期におきましては、特に上半期は厳しい経済環境が予想されるなかで、主力のコンピュータシステム事業にお

いては、通期での収益の確保を図り、既存マーケットの掘り起こしとさらなる活性化を推し進めると同時に、将来

の収益基盤の形成に向けて、引き続き新規顧客向けのシステム開発、広告宣伝に積極的な投資をおこなってまいり

ます。 

既存のユーザー向けには、顧客サポート体制をより一層強化するなかで、大規模ユーザーはもちろんのこと、中

小規模ユーザーまで全てのユーザーを対象にきめ細かな営業活動を徹底し、既存マーケットの掘り起こしとさらな

る活性化に取り組んでまいります。また、新規顧客の開拓に向けては、新たな会計事務所の様々なニーズや志向に

適合する商品の拡充を進め、「JDL IBEX出納帳net」など企業向け商品もさらに拡充し、全方位型の商品展開に取り

組んでまいります。 

ＬＳＩ事業におきましては、次世代ソリューション技術の提案、設計知財のさらなる高付加価値化により顧客ニー

ズを創出する取り組みを強化し、収益の回復に全力を注いでまいります。 

定期航空運送事業におきましては、被災後の３月中旬より伊丹空港内に臨時運航事務所を設けるなど、臨時に伊

丹を中心とする運航体制を敷き、全便の運航再開に取り組んでおります。そして仙台空港における定期運航の機能

が復旧した後は、仙台を中心とした従来の運航体制を速やかに取り戻す予定であります。また、次期においても新

機種CRJ700型機を追加導入し、中部国際空港に就航するなど路線の拡大を計画しております。 

航空機使用事業におきましては、仙台での事業再開の可能性を模索しつつ、人材を調布飛行場へ集中させるなど

可能な限りリソースの保全を図り、事業の再構築と収益の確保に努めてまいります。 

なお、次期の連結業績の見通しにつきましては、売上高297億円（前連結会計年度比7.0％増）、営業利益43億

50百万円（前連結会計年度比18.1％増）、経常利益47億円（前連結会計年度比7.8％増）、当期純利益29億50百

万円（前連結会計年度比16.3％増）を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当社グループは、財務体質の強化及び資金を安全かつ効率的に運用することを基本方針としております。 

当連結会計年度末（以下「当期末」という）の総資産は902億51百万円（前連結会計年度末（以下「前期末」

という）比50億60百万円5.9％増）となりました。 

主な増減は次のとおりであります。 

(イ)  資産の部 

流動資産は、現金及び預金32億66百万円の減少及び有価証券40億34百万円の増加により、292億24百万

円（前期末比14億17百万円5.1％増）となりました。 

固定資産は、リース資産21億69百万円、長期預金30億円がそれぞれ増加したことにより、610億 27百万

円（前期末比36億42百万円6.3％増）となりました。 

当期末の資産合計は、902億51百万円（前期末比50億60百万円5.9％増）となりました。 

(ロ)  負債の部 

流動負債は、短期借入金26億３百万円の減少及び未払金16億60百万円の増加により、102億74百万円（前

期末比13百万円0.1％減）となりました。 

固定負債は、長期借入金９億１百万円、リース債務 16 億 26 百万円がそれぞれ増加したことにより、110 億

33百万円（前期末比31億31百万円39.6％増）となりました。 

当期末の負債合計は、213億７百万円（前期末比31億18百万円17.1％増）となりました。 

(ハ)  純資産の部 

利益剰余金は、当期純利益25億37百万円の計上により、476億18百万円（前期末比18億58百万円4.1％

増）となりました。 

当期末の純資産合計は、689億43百万円（前期末比19億41百万円2.9％増）となりました。 

１株当たり純資産額は、前期末の1,972円99銭から2,027円75銭となりました。 

(ニ)  その他 

東日本大震災により、流動資産のその他に災害保険金の受取見込額13億 44 百万円、流動負債に災害損失引

当金１億49百万円それぞれ計上しております。また、固定資産では、仙台空港で保管をしていた航空機の予備

部品が使用不能になった影響などにより、機械装置及び運搬具が大幅に減少しております。 
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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、170億99百万円（前年同期比67億33百万円65.0％増）と

なりました。 

(イ)  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が42 億 90 百万円（前年同期比５億76百万円11.9％減）で、減価償却費27億 45

百万円の非資金取引項目があり、売上債権の減少による６億13百万円の収入、法人税等の支払額19億17百万

円の支出により、65億32百万円の収入（前年同期比６億22百万円10.5％増）となりました。 

(ロ)  投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券及び投資有価証券の取得による195億20百万円の支出、リース資産、金型、自社製品及びソフトウ

エア等固定資産の取得による８億65百万円の支出がある一方、定期預金の払戻による100億円の収入、有価証

券及び投資有価証券の売却及び償還による収入173億50百万円の収入があり、39億50百万円の収入（前年同

期73億７百万円の支出）となりました。 

(ハ)  財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金13億74百万円の収入がある一方、短期借入金の返済による26億３百万円の支出、リース債務の

返済による13億69百万円の支出及び配当金の支払いによる６億78百万円の支出があり、36億87百万円の支

出（前年同期比31億81百万円628.8％増）となりました。 

(ニ)  次期におけるキャッシュ・フローの見通し 

営業活動によるキャッシュ・フローは、当期に比べほぼ横ばいに推移することを見込んでおります。税金等

調整前当期純利益は、コンピュータシステム事業における既存マーケットの活性化及び定期航空運送事業にお

ける路線拡大により前期に比べ増加すると予想をしております。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、新製品開発に伴う金型等の取得及びこれら新製品、ソフトウエアの

取得等を予定しております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、関係会社の借入金の返済、配当金等の支払、リース債務の返済等の

支出を予定しております。 
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（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己資本比率 ： 自己資本 ／ 総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額 ／ 総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債 ／ キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー ／ 利払い 

（注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

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。 

有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。 

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

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、効率的な業務運営により収益の向上を図り、株主の皆様へ安定的・継続的に配当を行

うことを第一義とし、さらに企業体質・競争力の強化を図ることを目的として内部留保資金を確保し、研究開発等

に充当していくことを基本方針としております。 

当期の期末配当金につきましては、当初のとおり1株当たり10円を予定しております。通期の配当としまして

は、すでに実施いたしました中間配当金（1株当たり10円）と合わせて年間20円とする予定です。 

次期の配当金につきましては、例年のとおり１株当たり年間20円（中間10円、期末10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30日提出）における「事業等のリスク」に記載した内容から変更がない

ため開示を省略いたします。 

 

 

平成19年3月期 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（％） 81.8 83.2 82.1 78.6 76.2

 時価ベースの

 　自己資本比率（％）

 キャッシュ・フロー

   対有利子負債比率（年）　

 インタレスト・

 　カバレッジ・レシオ(倍）
87.7148.7 40.7

36.986.2 62.1

0.60.7 0.9

39.7

0.9

55.3

0.6

35.0

123.6
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２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成22年６月30日提出）における「事業の内容（事業系統図）」及び「関係会社の状況」

に記載した内容から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、特定の市場に特化し、規模の拡大を急がず堅実な成長を目指し、社会に無くてはならない、ま

た他社には提供できない付加価値の高い製品とサービスを提供し、その証として高い収益を確保していくことを基

本方針としております。 

また、社員には高い専門性を求め、それをベースとした社会に評価される製品・サービスを提供することに働く

意義を見いだし、長期的に安定した働き甲斐のある就業環境を提供していくことを基本方針としております。 

そして株主の皆様には、一定の高い水準で安定した株主還元を継続的に実施するとともに、高い社会貢献度と安

定した企業成長の実現を通じて、株主としての喜びと誇りを持っていただくことを基本方針としております。 

（２）目標とする経営指標 

当社グループの経営指標は、連結会計年度における売上高経常利益率15％以上を目標としております。そして、

常に強い財務体質の構築を心掛け、その達成に全社を挙げて取り組むとともに、安定した経営基盤の確立を目指し

ます。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は40年以上もの間、会計事務所を中心に“財務・税務のＪＤＬ”としてＪＤＬブランドを保持し、近時は企

業会計システムの分野で広くＩＢＥＸ（アイベックス）ブランドを定着させてまいりました。 

これら二つのブランド『ＪＤＬ』と『ＩＢＥＸ』により、今後も会計事務所を核にして企業会計システムの分野

へ力強く展開してまいります。そして、会計事務所と企業を包括した当社マーケットを形成するなかで「会計シス

テムのトップブランド」を目指してまいります。 

当社はその道程を「ＪＤＬの第２ステージ」と位置付け、会計事務所と企業を強固に結びつけるコンピュータネッ

トワークシステムの開発と多様なサービスの提供に取り組むとともに、中長期のマーケット戦略である『サイバー

会計事務所』構想のさらなる浸透と促進に取り組んでまいります。 

（４）会社の対処すべき課題 

当社は会計事務所を核に企業会計システム分野を包括した『会計システムのトップブランド』を目指すなか、会

計事務所及び一般企業の新規顧客の開拓を重要なテーマと考えております。 

当社は、『サイバー会計事務所』構想を導入した会計事務所が着実に業務改革を進めることができるようにするた

め、個々のユーザーがサイバー化を実践・推進するためのきめ細かいサービス支援体制を整えるとともに、企業向

け会計システムの一層の普及浸透と利用者増大を図り、これを通じて新規顧客のより一層の開拓に取り組んでまい

ります。 
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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 20,366,502 17,099,900

受取手形及び売掛金 4,935,119 4,318,645

有価証券 － 4,034,615

商品及び製品 295,255 286,118

仕掛品 372,858 340,924

原材料及び貯蔵品 893,863 848,914

繰延税金資産 365,196 393,694

その他 582,706 1,907,253

貸倒引当金 △5,091 △5,843

流動資産合計 27,806,411 29,224,223

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,094,009 17,081,629

減価償却累計額 △8,324,593 △8,732,347

建物及び構築物（純額） 8,769,416 8,349,281

機械装置及び運搬具 7,690,255 5,857,951

減価償却累計額 △3,672,369 △3,370,465

機械装置及び運搬具（純額） 4,017,885 2,487,486

工具、器具及び備品 3,379,816 3,418,438

減価償却累計額 △2,769,618 △2,865,139

工具、器具及び備品（純額） 610,198 553,298

土地 11,543,401 11,543,401

リース資産 4,901,034 7,621,253

減価償却累計額 △1,576,659 △2,127,226

リース資産（純額） 3,324,375 5,494,027

建設仮勘定 26,488 －

有形固定資産合計 28,291,765 28,427,496

無形固定資産 266,994 289,504

投資その他の資産   

投資有価証券 22,969,386 23,252,984

長期預金 2,500,000 5,500,000

繰延税金資産 2,045,230 2,240,368

その他 1,315,812 1,320,085

貸倒引当金 △4,089 △2,952

投資その他の資産合計 28,826,340 32,310,486

固定資産合計 57,385,100 61,027,487

資産合計 85,191,511 90,251,711
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(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   

支払手形及び買掛金 349,672 287,469

短期借入金 4,903,226 2,300,000

1年内返済予定の長期借入金 262,192 325,851

リース債務 723,096 1,248,412

未払金 1,711,099 3,371,453

未払法人税等 1,142,328 1,079,763

賞与引当金 566,681 535,252

修繕引当金 130,940 218,549

製品保証引当金 42,823 60,065

災害損失引当金 － 149,367

資産除去債務 － 20,688

その他 455,998 677,882

流動負債合計 10,288,057 10,274,754

固定負債   

長期借入金 132,923 1,033,950

リース債務 2,570,090 4,196,903

退職給付引当金 5,009,858 5,226,565

役員退職慰労引当金 146,450 157,240

資産除去債務 － 146,374

繰延税金負債 － 2,202

その他 41,948 270,000

固定負債合計 7,901,269 11,033,235

負債合計 18,189,327 21,307,990

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,078,000 9,078,000

資本剰余金 12,121,200 12,121,200

利益剰余金 45,759,712 47,618,676

自己株式 △33,169 △34,358

株主資本合計 66,925,742 68,783,517

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7,718 4,829

その他の包括利益累計額合計 7,718 4,829

少数株主持分 68,723 155,373

純資産合計 67,002,184 68,943,721

負債純資産合計 85,191,511 90,251,711
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：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 26,315,524 27,760,737

売上原価 11,575,315 12,913,556

売上総利益 14,740,209 14,847,180

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 494,123 1,757,625

貸倒引当金繰入額 3,139 2,070

製品保証引当金繰入額 42,823 60,065

給料及び手当 3,652,925 3,545,974

賞与引当金繰入額 323,128 293,957

退職給付費用 242,006 235,581

役員退職慰労引当金繰入額 9,630 10,790

減価償却費 585,389 579,003

試験研究費 1,756,295 1,945,869

その他 2,757,496 2,733,232

販売費及び一般管理費合計 9,866,960 11,164,170

営業利益 4,873,249 3,683,009

営業外収益   

受取利息 450,743 34,761

有価証券利息 － 589,362

有価証券売却益 － 150,000

受取配当金 501 568

その他 45,584 145,826

営業外収益合計 496,829 920,519

営業外費用   

支払利息 106,214 160,665

為替差損 2,612 61,760

退職給付会計基準変更時差異の処理額 141,569 －

その他 2,000 22,488

営業外費用合計 252,396 244,914

経常利益 5,117,683 4,358,614

特別利益   

災害保険金 － 1,344,000

その他 － 68,659

特別利益合計 － 1,412,659
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(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   

前期損益修正損 230,129 －

固定資産除却損 20,689 13,935

災害による損失 － 1,310,210

災害損失引当金繰入額 － 149,367

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,430

特別損失合計 250,818 1,480,943

税金等調整前当期純利益 4,866,864 4,290,330

法人税、住民税及び事業税 1,947,324 1,855,442

法人税等調整額 △71,884 △219,426

法人税等合計 1,875,439 1,636,015

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,654,314

少数株主利益 33,225 116,858

当期純利益 2,958,200 2,537,455
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 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 － 2,654,314

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 4,829

その他の包括利益合計 － 4,829

包括利益 － 2,659,144

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 2,542,285

少数株主に係る包括利益 － 116,858
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（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 9,078,000 9,078,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,078,000 9,078,000

資本剰余金   

前期末残高 12,121,200 12,121,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,121,200 12,121,200

利益剰余金   

前期末残高 43,649,671 45,759,712

当期変動額   

剰余金の配当 △848,159 △678,491

当期純利益 2,958,200 2,537,455

当期変動額合計 2,110,041 1,858,964

当期末残高 45,759,712 47,618,676

自己株式   

前期末残高 △31,123 △33,169

当期変動額   

自己株式の取得 △2,045 △1,189

当期変動額合計 △2,045 △1,189

当期末残高 △33,169 △34,358

株主資本合計   

前期末残高 64,817,747 66,925,742

当期変動額   

剰余金の配当 △848,159 △678,491

当期純利益 2,958,200 2,537,455

自己株式の取得 △2,045 △1,189

当期変動額合計 2,107,995 1,857,775

当期末残高 66,925,742 68,783,517
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(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 7,346 7,718

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 371 △2,888

当期変動額合計 371 △2,888

当期末残高 7,718 4,829

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 7,346 7,718

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 371 △2,888

当期変動額合計 371 △2,888

当期末残高 7,718 4,829

少数株主持分   

前期末残高 35,498 68,723

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 33,225 86,649

当期変動額合計 33,225 86,649

当期末残高 68,723 155,373

純資産合計   

前期末残高 64,860,592 67,002,184

当期変動額   

剰余金の配当 △848,159 △678,491

当期純利益 2,958,200 2,537,455

自己株式の取得 △2,045 △1,189

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 33,596 83,761

当期変動額合計 2,141,592 1,941,536

当期末残高 67,002,184 68,943,721
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（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 4,866,864 4,290,330

減価償却費 2,401,522 2,745,117

のれん償却額 － 1,471

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,430

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,016 △384

賞与引当金の増減額（△は減少） △49,291 △31,429

退職給付引当金の増減額（△は減少） 308,434 216,707

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,630 10,790

修繕引当金の増減額（△は減少） △7,073 87,609

製品保証引当金の増減額（△は減少） 165 17,242

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 149,367

受取利息及び受取配当金 △451,245 △35,330

有価証券利息 － △589,362

有価証券売却損益（△は益） － △150,000

災害保険金 － △1,344,000

災害損失 － 1,310,210

その他の特別損益（△は益） － △68,659

売上債権の増減額（△は増加） 416,715 613,823

たな卸資産の増減額（△は増加） △293,312 △8,546

その他の資産の増減額（△は増加） 196,305 354,780

仕入債務の増減額（△は減少） 81,963 △62,203

その他の負債の増減額（△は減少） 419,264 264,683

未払消費税等の増減額（△は減少） △153,626 100,149

その他 62,602 244,165

小計 7,806,901 8,123,962

利息及び配当金の受取額 467,125 487,047

利息の支払額 △106,823 △160,674

法人税等の支払額 △2,257,051 △1,917,714

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,910,151 6,532,620
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(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) 

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 △5,000,000 △3,000,000

定期預金の払戻による収入 － 10,000,000

有価証券の取得による支出 － △14,048,160

有価証券の売却及び償還による収入 2,000,000 10,150,000

投資有価証券の取得による支出 △8,548,420 △5,471,950

投資有価証券の売却及び償還による収入 7,100,000 7,200,000

子会社株式の取得による支出 － △31,680

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,787,656 △865,032

有形固定資産の除却による支出 － △18,776

保険積立金の解約による収入 － 94,962

預り保証金の受入による収入 1,572 －

預り保証金の返還による支出 － △240

長期預け金の預入による支出 － △151,999

その他 △72,944 93,110

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,307,449 3,950,235

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 1,603,226 △2,603,226

長期借入れによる収入 10,000 1,374,839

長期借入金の返済による支出 △261,196 △410,153

自己株式の取得による支出 △2,045 △1,189

リース債務の返済による支出 △1,008,606 △1,369,140

配当金の支払額 △847,379 △678,908

財務活動によるキャッシュ・フロー △506,001 △3,687,778

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,703 △61,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,907,001 6,733,397

現金及び現金同等物の期首残高 12,273,503 10,366,502

現金及び現金同等物の期末残高 10,366,502 17,099,900
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（５）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

会計処理基準に関する事項 

重要な引当金の計上基準 

  災害損失引当金 

    東日本大震災に伴う復旧費用等の支出に備えるため、当連結会計年度末における見積額を計上しておりま

す。 

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成22年６月30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 

【会計方針の変更】 

会計処理基準に関する事項の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

   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、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。 

【表示方法の変更】 

（連結損益計算書関係） 

１．前連結会計年度において「受取利息」として掲記されたものは、当連結会計年度から「受取利息」「有価

証券利息」として区分掲記しております。これは、「有価証券利息」の重要性が増したためであります。 

なお、前連結会計年度の「受取利息」「有価証券利息」はそれぞれ、34,044千円、416,699千円であります。 

２．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

伴い、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目を表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度において「受取利息及び受取配当金」として掲記されたものは、当連結会計年度から「受取

利息及び受取配当金」「有価証券利息」として区分掲記しております。これは、「有価証券利息」の重要性が

増したためであります。 

なお、前連結会計年度の「受取利息及び受取配当金」「有価証券利息」はそれぞれ、△34,546千円、△416,699

千円であります。 
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【追加情報】 

（包括利益計算書） 

  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。 

（有価証券利息） 

  債券利息の一部に利率が後決め方式で決定されている取引があり、従来は利率が決定する入金段階で全額を

処理しておりましたが、金額的重要性が増してきたため、当連結会計年度から後決め方式による債券利息を未

集計上することといたしました。 

  この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、経常利益及び税金等調整前当期純利益が116,214千円

増加しております。 

 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結損益計算書関係） 

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） 

 災害による損失は、東日本大震災により使用不能となった固定資産、貯蔵品等の損失であり、災害保険金は当

該固定資産及び貯蔵品に保付した保険金受取額であります。 

 なお、災害保険金のうち連結子会社が計上したものは、連結財務諸表作成時点で入手可能な情報に基づいて算

定しております。 

（連結包括利益計算書関係） 

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） 

 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 2,965,918 千円 

少数株主に係る包括利益 33,225 千円 

     計      2,999,143 千円 

 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 

その他有価証券評価差額金 7,718 千円 

     計      7,718 千円 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

  重要な非資金取引の内容 

    当連結会計期間に新に計上したファイナンス・リース取引に係るリース資産の額は3,345,957千円、リー

ス債務の額は、3,521,269千円であります。また、「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴い計上し

た有形固定資産の額は177,635千円、資産除去債務の額は186,247千円であります。 
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（セグメント情報等） 

１．事業の種類別セグメント情報 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) １．事業の区分は、種類、製造方法、販売市場等の類似性を考慮した製品系列別等によっております。 

   ２．各区分の主な製品又は事業内容 

(1) 電子機器事業・・・・財務・税務関連コンピュータ、財務・税務関連ソフトウエア、 

パソコン向け経理ソフト、カスタムＬＳＩ 

(2) 航 空 事 業・・・・国内定期旅客運送、航空写真撮影、航空機操縦訓練 

２．所在地別セグメント情報 

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） 

当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

３．海外売上高 

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。 

 

（単位：千円）

電子機器事業 航空事業 合　計 消去又は全社 連　結

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

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

19,227,356 7,126,473 26,353,830 (38,305) 26,315,524

営業費用 14,781,290 6,715,175 21,496,465 (54,190) 21,442,275

営業利益 4,446,066 411,297 4,857,364 15,885 4,873,249

Ⅱ 資産、減価償却費及び
　 資本的支出

資産 75,258,281 9,983,622 85,241,903 (50,391) 85,191,511

減価償却費 1,051,892 1,345,447 2,397,340 － 2,397,340

資本的支出 1,487,719 4,536,544 6,024,263 － 6,024,263

(38,305) －

合　　 計

5,879 32,425 38,305

26,315,52419,221,477 7,094,047 26,315,524 －
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（セグメント情報） 

（追加情報） 

  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。 

１．報告セグメントの概要 

 (1) 報告セグメントの決定方法 

   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及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いるものであり

ます。 

   当社グループは、当社及び連結子会社３社で構成され、それぞれ異なる事業活動を独自に展開しております。 

   したがって、当社グループは、当社及び連結子会社各社をそれぞれセグメントとしてとらえ、コンピュータシ

ステム事業、ＬＳＩ事業、定期航空運送事業及び航空機使用事業の４つを報告セグメントとしております。 

 (2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

   各セグメントの事業内容は次のとおりであります。 

   ・コンピュータシステム事業………財務・税務関連コンピュータ、財務・税務関連ソフトウエア、 

                   パソコン向け経理ソフト 

   ・ＬＳＩ事業…………………………カスタムＬＳＩ 

   ・定期航空運送事業…………………国内定期旅客運送 

   ・航空機使用事業……………………航空写真撮影、航空機操縦訓練 

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

ける記載と概ね同一であります。 

  報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。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。 
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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） 
 報告セグメント 

調整額 

(注)１ 

連結財務諸表 

計上額(注)２ コンピュータ

システム事業 
ＬＳＩ事業 

定期航空 

運送事業 

航空機 

使用事業 
合計 

売上高        

 外部顧客に対する 

 売上高 
18,282,508 938,969 6,816,591 277,456 26,315,524 － 26,315,524 

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
7,211 － － 33,985 41,197 △41,197 － 

合計 18,289,719 938,969 6,816,591 311,442 26,356,722 △41,197 26,315,524 

セグメント利益 

又は損失（△） 
4,778,765 10,879 337,457 △9,416 5,117,686 △2 5,117,683 

セグメント資産 74,495,256 767,983 9,534,823 448,963 85,247,026 △55,514 85,191,511 

セグメント負債 8,552,086 52,910 9,471,328 168,519 18,244,845 △55,518 18,189,327 

その他の項目 

 減価償却費 

 

1,027,562 

 

24,329 

 

1,319,596 

 

25,851 

 

2,397,340 

 

－ 

 

2,397,340 

 受取利息 450,727 3 32 － 450,763 △19 450,743 

 支払利息 － 146 104,888 1,199 106,234 △19 106,214 

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
1,476,439 11,279 4,527,188 9,355 6,024,263 － 6,024,263 

 (注)１．セグメント利益又は損失（△）、セグメント資産、セグメント負債、受取利息及び支払利息の調整額は、

セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 
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 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）             （単位：千円） 

 報告セグメント 
調整額 

(注)１ 

連結財務諸表 

計上額(注)２ コンピュータ

システム事業 
ＬＳＩ事業 

定期航空 

運送事業 

航空機 

使用事業 
合計 

売上高        

 外部顧客に対する 

 売上高 
18,211,985 861,350 8,406,605 280,795 27,760,737 － 27,760,737 

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
9,830 － － 30,433 40,263 △40,263 － 

合計 18,221,815 861,350 8,406,605 311,229 27,801,001 △40,263 27,760,737 

セグメント利益 

又は損失（△） 
4,093,221 △87,969 354,624 △1,262 4,358,614 0 4,358,614 

セグメント資産 78,439,392 658,704 11,596,016 412,439 91,106,552 △854,841 90,251,711 

セグメント負債 10,641,546 35,737 11,297,133 188,418 22,162,835 △854,845 21,307,990 

その他の項目 

 減価償却費 

 

937,252 

 

20,500 

 

1,761,226 

 

22,375 

 

2,741,354 

 

－ 

 

2,741,354 

 のれんの償却額 1,471 － － － 1,471 － 1,471 

 受取利息 624,097 2 35 － 624,135 △10 624,124 

 支払利息 － － 159,677 998 160,676 △10 160,665 

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
405,939 25,795 3,511,393 13,025 3,956,154 － 3,956,154 

 (注)１．セグメント利益又は損失（△）、セグメント資産、セグメント負債、受取利息及び支払利息の調整額は、

セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 
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（税効果会計関係） 

当連結会計年度 （平成23年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 退職給付引当金 

 役員退職慰労引当金 

 賞与引当金 

 前受収益否認 

 未払事業税 

 繰越欠損金 

 その他 

 

2,142,891 

64,468 

219,453 

141,115 

100,278 

339,064 

321,777 

 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

 繰延税金資産小計 

 評価性引当額 

3,329,049 

△629,888 

千円 

千円 

 繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

 資産除去債務に対応する除去費用 

 その他有価証券評価差額金 

2,699,160 

 

△63,942 

△3,356 

千円 

 

千円 

千円 

 繰延税金負債合計 △67,299 千円 

 繰延税金資産の純額 2,631,861 千円 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 

（調整） 

研究開発減税等 

欠損金子会社の未認識税務利益 

交際費等永久に損金に算入されない項目 

前受収益認容 

住民税均等割等 

過年度法人税等 

その他 

41.0 

 

△3.2 

△1.3 

0.2 

△1.7 

1.2 

1.9 

0.0 

％ 

 

％ 

％ 

％ 

％ 

％ 

％ 

％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.1 ％ 
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（１株当たり情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

１株当たり純資産額 1,972 円 99 銭 2,027 円 75 銭

１株当たり当期純利益 87 円 20 銭 74 円 80 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、潜在株式がないため記載しておりません。

(注）算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

純資産の部の合計額 千円 千円

純資産の部の合計額から控除する金額
（少数株主持分）

千円 千円

普通株式に係る期末の純資産額 千円 千円

普通株式の発行済株式数 株 株

普通株式の自己株式数 株 株

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 株

２．１株当たり当期純利益

当期純利益 千円 千円

普通株主に帰属しない金額 千円 千円

普通株式に係る当期純利益 千円 千円

普通株式の期中平均株式数 株 株33,924,215

33,952,089 33,952,089

当連結会計年度

2,537,455

－

2,537,4552,958,200

33,925,828

前連結会計年度

当連結会計年度

当連結会計年度

68,943,721

155,373

68,788,347

28,554

33,923,53533,924,819

－

68,723

66,933,460

27,270

前連結会計年度

前連結会計年度

67,002,184

2,958,200

株式会社日本デジタル研究所（6935）　平成23年３月期　決算短信

25



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 19,827,077 16,169,215

受取手形 26,478 37,626

売掛金 3,830,437 3,619,498

有価証券 － 4,034,615

商品及び製品 234,460 236,155

仕掛品 310,141 268,549

原材料及び貯蔵品 424,178 407,767

前払費用 77,553 71,103

繰延税金資産 364,263 393,920

その他 92,531 338,799

貸倒引当金 △5,098 △4,222

流動資産合計 25,182,024 25,573,029

固定資産   

有形固定資産   

建物 15,333,674 15,341,922

減価償却累計額 △7,129,636 △7,513,861

建物（純額） 8,204,037 7,828,060

構築物 1,140,366 1,144,775

減価償却累計額 △876,297 △908,077

構築物（純額） 264,068 236,697

機械装置及び運搬具 1,687,097 1,199,858

減価償却累計額 △1,445,366 △1,046,774

機械装置及び運搬具（純額） 241,730 153,084

工具、器具及び備品 2,827,239 2,869,187

減価償却累計額 △2,313,595 △2,389,471

工具、器具及び備品（純額） 513,643 479,715

土地 11,543,401 11,543,401

リース資産 4,174 4,174

減価償却累計額 △1,043 △1,640

リース資産（純額） 3,131 2,534

有形固定資産合計 20,770,014 20,243,495

無形固定資産   

ソフトウエア 130,377 135,102

その他 92,680 75,401

無形固定資産合計 223,057 210,504
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(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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 22,969,386 23,252,984

関係会社株式 772,133 803,813

関係会社長期貸付金 － 800,000

長期預金 2,500,000 5,500,000

破産更生債権等 1,571 1,344

長期前払費用 775 855

敷金及び保証金 804,830 618,420

繰延税金資産 2,045,230 2,240,368

その他 2,517 1,608

貸倒引当金 △4,089 △2,952

投資損失引当金 － △68,842

投資その他の資産合計 29,092,355 33,147,600

固定資産合計 50,085,427 53,601,600

資産合計 75,267,452 79,174,629

負債の部   

流動負債   

買掛金 266,149 225,349

リース債務 626 626

未払金 1,057,706 2,870,491

未払費用 33 197

未払法人税等 1,124,000 1,063,000

前受金 4,884 7,978

預り金 16,172 20,286

前受収益 375,722 275,581

賞与引当金 513,303 486,091

製品保証引当金 42,823 60,065

流動負債合計 3,401,420 5,009,667

固定負債   

リース債務 2,765 2,139

長期前受収益 － 255,268

退職給付引当金 5,001,450 5,217,231

役員退職慰労引当金 146,450 157,240

固定負債合計 5,150,665 5,631,879

負債合計 8,552,086 10,641,546
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(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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,078,000 9,078,000

資本剰余金   

資本準備金 12,121,200 12,121,200

資本剰余金合計 12,121,200 12,121,200

利益剰余金   

利益準備金 621,000 621,000

その他利益剰余金   

別途積立金 41,800,000 44,000,000

繰越利益剰余金 3,120,616 2,742,411

利益剰余金合計 45,541,616 47,363,411

自己株式 △33,169 △34,358

株主資本合計 66,707,646 68,528,252

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,718 4,829

評価・換算差額等合計 7,718 4,829

純資産合計 66,715,365 68,533,082

負債純資産合計 75,267,452 79,174,629
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（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   

製品売上高 12,802,559 13,011,177

商品売上高 1,476,050 1,289,160

保守売上高 3,522,505 3,282,476

情報サービス売上高 488,603 639,001

売上高合計 18,289,719 18,221,815

売上原価   

製品期首たな卸高 16,313 16,689

商品期首たな卸高 146,805 217,770

当期製品製造原価 2,911,803 2,737,916

当期商品仕入高 851,276 678,537

他勘定受入高 247 12,574

合計 3,926,446 3,663,488

他勘定振替高 248,606 177,540

製品期末たな卸高 16,689 20,647

商品期末たな卸高 217,770 215,508

差引 3,443,380 3,249,793

保守売上原価 1,252,663 1,230,761

情報サービス売上原価 44,364 50,231

売上原価合計 4,740,408 4,530,786

売上総利益 13,549,311 13,691,029

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 142,640 133,908

広告宣伝費 488,546 1,759,144

貸倒引当金繰入額 3,232 2,071

製品保証引当金繰入額 42,823 60,065

役員報酬 195,110 199,160

給料及び手当 2,966,761 2,877,762

賞与 524,101 510,483

賞与引当金繰入額 316,556 288,489

退職給付費用 241,118 234,673

役員退職慰労引当金繰入額 9,630 10,790

法定福利費 530,624 537,588

旅費及び交通費 392,921 351,687

賃借料 153,025 149,977

減価償却費 588,861 577,493

試験研究費 1,457,512 1,599,776

その他 1,054,045 1,096,041

販売費及び一般管理費合計 9,107,512 10,389,113

営業利益 4,441,799 3,301,916
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(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) 

営業外収益   

受取利息 34,031 34,737

有価証券利息 416,695 589,360

受取配当金 493 560

有価証券売却益 － 150,000

為替差益 151 －

受取賃貸料 49,809 49,727

雑収入 9,585 58,760

営業外収益合計 510,767 883,146

営業外費用   

為替差損 － 58,866

退職給付会計基準変更時差異の処理額 139,778 －

賃貸費用 31,413 30,526

営業外費用合計 171,192 89,392

経常利益 4,781,374 4,095,669

特別利益   

災害保険金 － 110,000

特別利益合計 － 110,000

特別損失   

固定資産除却損 13,823 5,983

災害による損失 － 6,366

投資損失引当金繰入額 － 68,842

特別損失合計 13,823 81,192

税引前当期純利益 4,767,550 4,124,477

法人税、住民税及び事業税 1,936,858 1,846,979

法人税等調整額 △71,563 △222,787

法人税等合計 1,865,294 1,624,191

当期純利益 2,902,256 2,500,286
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（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 9,078,000 9,078,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,078,000 9,078,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 12,121,200 12,121,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,121,200 12,121,200

資本剰余金合計   

前期末残高 12,121,200 12,121,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,121,200 12,121,200

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 621,000 621,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 621,000 621,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 40,500,000 41,800,000

当期変動額   

別途積立金の積立 1,300,000 2,200,000

当期変動額合計 1,300,000 2,200,000

当期末残高 41,800,000 44,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,366,519 3,120,616

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,300,000 △2,200,000

剰余金の配当 △848,159 △678,491

当期純利益 2,902,256 2,500,286

当期変動額合計 754,097 △378,204

当期末残高 3,120,616 2,742,411

利益剰余金合計   

前期末残高 43,487,519 45,541,616
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(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) 

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △848,159 △678,491

当期純利益 2,902,256 2,500,286

当期変動額合計 2,054,097 1,821,795

当期末残高 45,541,616 47,363,411

自己株式   

前期末残高 △31,123 △33,169

当期変動額   

自己株式の取得 △2,045 △1,189

当期変動額合計 △2,045 △1,189

当期末残高 △33,169 △34,358

株主資本合計   

前期末残高 64,655,595 66,707,646

当期変動額   

剰余金の配当 △848,159 △678,491

当期純利益 2,902,256 2,500,286

自己株式の取得 △2,045 △1,189

当期変動額合計 2,052,051 1,820,605

当期末残高 66,707,646 68,528,252

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7,346 7,718

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 371 △2,888

当期変動額合計 371 △2,888

当期末残高 7,718 4,829

評価・換算差額等合計   

前期末残高 7,346 7,718

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 371 △2,888

当期変動額合計 371 △2,888

当期末残高 7,718 4,829
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(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) 

純資産合計   

前期末残高 64,662,942 66,715,365

当期変動額   

剰余金の配当 △848,159 △678,491

当期純利益 2,902,256 2,500,286

自己株式の取得 △2,045 △1,189

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 371 △2,888

当期変動額合計 2,052,423 1,817,717

当期末残高 66,715,365 68,533,082
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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６．その他 

（１）生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

 当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 
生産高 

（千円） 

前年同期比

（％） 

コンピュータシステム事業 11,729,548 4.7 

ＬＳＩ事業 416,136 △47.4 

合計 12,145,685 1.3 

 (注)１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

   ２．定期航空運送事業及び航空機使用事業につきましては、該当事項はありません。 

２．受注実績 

 当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 
受注高 

（千円） 

前年同期比 

（％） 

受注残高 

（千円） 

前年同期比 

（％） 

ＬＳＩ事業 246,425 △46.6 4,425 － 

合計 246,425 △46.6 4,425 － 

 (注)１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

   ２．コンピュータシステム事業、定期航空運送事業及び航空機使用事業につきましては、該当事項

はありません。 
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３．販売実績 

 当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 
販売高 

（千円） 

前年同期比 

（％） 

コンピュータ 

システム事業 

製品 

ハードウエア 7,419,042 8.3 

ソフトウエア 5,583,896 △6.1 

小計 13,002,939 1.6 

商 品 1,288,706 △12.7 

保 守 3,281,337 △6.8 

Ｗｅｂサービス 639,001 30.8 

合計 18,211,985 △0.4 

ＬＳＩ事業 

カスタムＬＳＩ 835,072 △8.5 

保 守 26,278 △1.9 

合計 861,350 △8.3 

定期航空運送事業 8,406,605 23.3 

航空機使用事業 280,795 1.2 

総 合 計 27,760,737 5.5 

 (注)１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 
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（２）役員の異動（平成 23 年６月 29 日付予定） 

１．退任予定監査役 

  常勤監査役  渡辺 紘照 
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