
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

   

 

   

   

     

   

   

（注）次期の１株当たり配当金につきましては、当社創立45周年を記念し、年間10円（中間５円、期末５円）の記念 
   配当を行い、通常の配当と合わせて年間30円（中間15円、期末15円）を予定しております。 
  

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（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 ％

25年３月期 31,426 6.8 4,811 2.6 6,127 7.9 3,846 33.0
24年３月期 29,431 6.0 4,691 27.4 5,677 30.3 2,891 13.9

(注) 包括利益 25年３月期 4,145百万円( 39.2％) 24年３月期 2,978百万円( 12.3％)
 

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 ％ ％ ％

25年３月期 113.42 - 5.3 6.3 15.3
24年３月期 85.24 - 4.1 6.1 15.9

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 -百万円 24年３月期 -百万円

（2）連結財政状態

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

25年３月期 100,660 74,537 73.5 2,182.33
24年３月期 94,761 71,233 74.9 2,093.49

(参考) 自己資本 25年３月期 74,000百万円 24年３月期 70,992百万円

（3）連結キャッシュ・フローの状況
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

25年３月期 7,455 △5,486 △2,554 18,661
24年３月期 7,141 △1,894 △2,785 19,556

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 ％ ％

24年３月期 - 10.00 - 10.00 20.00 678 23.5 1.0
25年３月期 - 10.00 - 10.00 20.00 678 17.6 0.9

26年３月期(予想) - 15.00 - 15.00 30.00 28.3

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり 
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 16,300 7.7 2,300 2.6 2,600 △3.2 1,600 △3.3 47.18
通 期 33,500 6.6 5,300 10.2 5,950 △2.9 3,600 △6.4 106.16



 

   

   

   

 
  

   

   

 

   

   

   

（2）個別財政状態 

 

   

     

    
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

   

   

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

  (注)「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７に該当するものであります。 
    詳細は、添付資料18ページ「４．連結財務諸表 (5)連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

（3）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期 33,952,089株 24年３月期 33,952,089株

② 期末自己株式数 25年３月期 42,931株 24年３月期 41,125株

③ 期中平均株式数 25年３月期 33,909,951株 24年３月期 33,920,722株

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（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 ％

25年３月期 20,203 4.0 4,420 △5.4 5,620 3.4 3,575 29.5
24年３月期 19,430 6.6 4,672 41.5 5,435 32.7 2,760 10.4

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

25年３月期 105.43 -
24年３月期 81.38 -

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

25年３月期 83,759 73,506 87.8 2,167.73
24年３月期 81,739 70,606 86.4 2,082.10

(参考) 自己資本 25年３月期 73,506百万円 24年３月期 70,606百万円

２．平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 10,100 3.4 2,020 2.1 2,420 △3.5 1,600 1.2 47.18
通 期 21,000 3.9 4,680 5.9 5,480 △2.5 3,500 △2.1 103.21

※ 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。
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１．経営成績・財政状態に関する分析 

（１）経営成績に関する分析 

【コンピュータシステム事業】 

主力のコンピュータシステム事業におきましては、会計事務所を核に全国の中小企業から成る当社マーケットの

さらなる活性化とシェアの拡大に向けて、『サイバー会計事務所』構想を推進しており、加えて前期からは「JDL 

Entry Innovation（記帳業務革新）」構想を打ち出し、会計事務所における記帳業務の革新に焦点を当てております。 

また近年は顧客サポートの強化・充実を重点テーマとし、一昨年サポートセンターを増設して以来、電話受付等

による操作案内スタッフの増員を図る一方、全国各地の営業拠点におけるサポートスタッフを顧客への訪問活動に

注力させる中で、顧客の経営スタイル、人員構成、業務体制等を踏まえた、システムの高度利用による業務改革プ

ランを提案するなど、対面でのきめ細かなサポートサービスに鋭意取り組んでおります。 

当期における営業の状況としましては、５年間にわたり製品保証およびアフターサポート保証等を受けられる会

計事務所向け５年保証型商品を基軸に収益の向上に取り組んでまいりました。４月には、タブレット等のモバイル

デバイスで外出先から会計事務所内の会計・税務データに手軽にアクセスできる画期的なネットワークサーバー

「JDL SERVER AZe」を開発し、これを５年保証型商品に組み入れて販売を開始しました。そして、当社システムへ

の信頼感は一層強まる中で、会計事務所のニーズはモバイルデバイスを活用した先進の業務スタイルへと高まりを

見せ、ネットワークサーバーの販売は堅調に推移しました。 

また将来の収益基盤を確立すべく、新規顧客も含めた全ての会計事務所に向けて「JDL Entry Innovation（記帳

業務革新）」構想に基づくシステムの開発を進めてまいりました。「JDL Entry Innovation（記帳業務革新）」構想は、

全国の中小企業や個人事業者にＪＤＬの革新的な会計入力システムを普及させるとともに、経理伝票の授受、整理、

保存など記帳に伴う事務処理の省力化を実現するシステムを会計事務所に提供し、それによって日本中の会計事務

所が積年の課題としている“記帳業務全般の省力化”を実現する構想です。 

新規顧客の開拓に向けては、複数のPCで業務を運営する会計事務所に対して一元的なシステム環境をもたらし、

事務所全体の運用管理を格段に効率化するネットワークサーバー「JDL SERVER組曲G」を開発、４月から販売を開

始し、７月には当社がハードウエアメーカーとして長年培ってきた高度な技術を駆使し、手持ちのPCにアタッチメ

ント感覚で追加するだけでネットワークサーバーの機能を付加できるネットワークアプライアンス製品「JDL 

NETHUB」を新たに開発、販売を開始しました。ソフトウエア商品の展開としては、日本中の税理士によって長年に

わたり磨き抜かれた税務処理ノウハウを結集したPC税務ソフト「JDL IBEX税務net」を開発し、11月からSaaS方

式で提供を開始しました。 

さらに、中小企業向けSaaS型会計ソフト「JDL IBEX net」、及びスマートフォン・タブレット向け入力アプリケー

ションの一層の普及を図り、アイベックスボーイのTVCMをはじめ、積極的な広告宣伝を展開しました。このような

状況のもと、第４四半期以降、企業・個人事業者の新規ユーザーは増加傾向で推移し、会計事務所と繋がるための

ネットワーク環境はさらに拡大しました。 

これにより、多くの会計事務所において、ＪＤＬシステムを新規導入する動機が形成されることとなり、新規会

計事務所の開拓は加速しました。 

この結果、会計事務所向けの販売は総じて堅調に推移し、売上高は201億96百万円（前年同期比4.0％増）、経

常利益は56億20百万円（前年同期比3.1％増）となりました。 
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【定期航空運送事業】 

定期航空運送事業におきましては、当期も６月にCRJ700型機１機を導入し、７月から新たに福岡－宮崎線、大阪

（伊丹）－宮崎線、名古屋（中部）－福岡線に展開しました。さらに本年２月においてもCRJ700型機１機を導入し、

３月末日より運航を開始、同時に既存の定期運航機材１機を予備機に切り替えました。これにより、当期末の運航

路線は全13路線、運航便数は全54便／日となっております。 

また、前期は震災により東北地方発着便を中心に大幅な減便を余儀なくされたことから業績が低迷しましたが、

当期は回復し、７月以降の新路線も含め総じて堅調に推移しました。 

この結果、売上高は112億29百万円（前年同期比27.2％増）、経常利益は５億７百万円（前年同期比196.4％増）

となりました。 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高314億26百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益48億11百万

円（前年同期比2.6％増）、経常利益61億27百万円（前年同期比7.9％増）、当期純利益38億46百万円（前年同期

比33.0％増）となりました。 

セグメント別の業績は次のとおりとなっております。 

 

セグメントの名称 

当連結会計年度 

売上高 前年同期比 経常利益 前年同期比 

（百万円） （％） （百万円） （％） 

コンピュータシステム事業 20,196 4.0 5,620 3.1 

ＬＳＩ事業 － － － － 

定期航空運送事業 11,229 27.2 507 196.4 

航空機使用事業 － － － － 

なお、ＬＳＩ事業及び航空機使用事業につきましては、連結業績ならびに連結財政状態に与える影響が僅少で

あることから、当期より連結の範囲から除外しております。 
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次期の見通し 

次期におきましては、主力のコンピュータシステム事業においては、引き続き『サイバー会計事務所』構想およ

び「JDL Entry Innovation（記帳業務革新）」構想に基づく商品開発を進めるとともに、将来の収益基盤の確立に向

けて、顧客の様々な指向、スタイル、ニーズに合致する商品を開発してまいります。とりわけ「JDL Entry Innovation

（記帳業務革新）」構想を強力に推進すべく、同構想に基づく商品開発と販促活動に注力いたします。 

商品開発においては、会計事務所の経営革新をコンセプトとして、領収書、伝票等の原始証憑を会計事務所に持

ち込まなくても記帳代行業務が完結するシステムを開発するなど、“記帳業務全般の省力化”に取り組んでまいりま

す。 

そして「JDL Entry Innovation（記帳業務革新）」構想の源流部となる、中小企業や個人事業者に向けては、タブ

レットやスマートフォンにも対応した低コストの会計ソフト「JDL IBEX net」をさらに普及させるべく、会計知識

の無い人でも簡単に使える無料版を加え、引き続きTVCM等による積極的な広告宣伝を展開してまいります。 

営業活動においては、引き続き顧客サポートサービスの強化を図り、サポートセンターのさらなる増員、各営業

拠点における対面サポートサービスの一層の充実を通じて、マーケットのさらなる活性化と、収益の確保に注力し

てまいります。 

また、新規開拓に向けては、新規会計事務所の開拓に特化した営業体制を敷くとともに、開発体制も、成長意欲

の旺盛な顧客がそれぞれの成長イメージに合わせて自由にレベルアップが図れるシステム体系にするなど、新規顧

客の多様なニーズに特化した開発体制を敷いてまいります。 

定期航空運送事業におきましては、本年２月にCRJ700型機１機を追加導入し、１日２往復分の増便と合わせて、

３月末日から運航を開始しております。同時に、既存の機体１機を予備機に切り替え、機材繰りを改善してまいり

ます。これにより、保有機体数は通期で、定期運航機材８機、予備機１機の計９機となり、機体整備に伴う欠航は

大幅に減少し、就航率の改善とともに売上高は増加する見通しです。 

なお、次期の連結業績の見通しにつきましては、売上高335億円（前連結会計年度比6.6％増）、営業利益53億

円（前連結会計年度比10.2％増）、経常利益59億50百万円（前連結会計年度比2.9％減）、当期純利益36億円（前

連結会計年度比6.4％減）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1006億60百万円（前連結会計年度末（以下「前期末」

という）比58億98百万円6.2％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36億71百万円の増加及び有価証券20億８百万円の減少により、330億 46百万

円（前期末比35億53百万円12.0％増）となりました。 

固定資産は、リース資産40億50百万円の増加及び投資有価証券13億29百万円の減少により、676億13百

万円（前期末比23億45百万円3.6％増）となりました。 

当期末の資産合計は、1006億60百万円（前期末比58億98百万円6.2％増）となりました。 

(ロ)  負債の部 

流動負債は、リース債務６億94百万円の増加及び未払金19億22百万円の減少により、96億61百万円（前

期末比３億64百万円3.6％減）となりました。 

固定負債は、長期借入金９億79百万円の減少及びリース債務34億42百万円の増加により、164億 61百万

円（前期末比29億59百万円21.9％増）となりました。 

当期末の負債合計は、261億22百万円（前期末比25億95百万円11.0％増）となりました。 

(ハ)  純資産の部 

利益剰余金は、当期純利益38億46百万円の計上により、528億37百万円（前期末比30億５百万円6.0％増）

となりました。 

当期末の純資産合計は、745億37百万円（前期末比33億３百万円4.6％増）となりました。 

１株当たり純資産額は、前期末の2,093円49銭から2,182円33銭となりました。 
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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、186億61百万円（前年同期比８億95百万円4.6％減）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61億７百万円（前年同期比８億62百万円16.5％増）で、減価償却費28億33百

万円の非資金取引項目があり、法人税等の支払額23億 61百万円の支出がある一方、利息等の受取による７億

94百万円の収入があり、74億55百万円の収入（前年同期比３億13百万円4.4％増）となりました。 

(ロ)  投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の払戻による30億円の収入、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による174億円の収入があ

る一方、定期預金の預入による64億95百万円の支出、投資有価証券の取得による170億の支出、航空機、金

型等固定資産の取得による20億95百万円の支出があり、54億86百万円の支出（前年同期比35億91百万円

189.6％増）となりました。 

(ハ)  財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による３億39百万円の支出、リース債務の返済による15億34百万円の支出及び配当金の

支払いによる６億79百万円の支出があり、25億54百万円の支出（前年同期比２億30百万円8.3％減）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マーケットのさらなる活性化、定期航空運送事業に

おける就航率の向上が期待されるものの、ほぼ当期並みを予想しております。 

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、借入金の返済、配当金の支払い、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１株当たり配当金につきましては、当社創立45周年を記念して、年間10円（中間5円、期末5円）の記

念配当を行い、通常の配当と合わせて年間30円（中間15円、期末15円）を予定しております。 

（４）事業等のリスク 

近の有価証券報告書（平成24年６月29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21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

 自己資本比率（％） 82.1 78.6 76.2 74.9 73.5

 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）

0.4

44.7

0.6

36.9

40.755.3123.6 42.4

39.135.0 39.7

0.50.6 0.9

31.8
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２．企業集団の状況 

当社グループは、株式会社日本デジタル研究所、連結子会社１社、及び非連結子会社２社で構成され、当社はコン

ピュータの設計、製造、販売、ならびにソフトウエアの開発、販売、さらにこれらに附帯する保守サービス、情報サー

ビスの提供、及びサプライ商品の販売を主な事業とし、連結子会社は定期航空運送事業（１社）、非連結子会社は半

導体集積回路の設計、製造、販売（１社）、航空機使用事業（１社）を独自に展開しております。 

当社グループの事業における位置付け、及び事業の種類別セグメント情報との関連は、次のとおりであります。 

事業 区分 事業の内容 会社名 

コンピュータ 

システム事業 

製品 
コンピュータの開発、製造販売 

ソフトウエアの開発販売 

日本デジタル研究所 

商品 サプライ品その他附帯商品の販売 

保守 当社製品の保守サービス提供 

情報サービス 当社製品用Webサービス等の提供 

定期航空運送事業 旅客の輸送 
アイベックスエアラインズ 

（連結子会社） 

ＬＳＩ事業 
製品 カスタムLSIの開発販売、受託開発 アイベックステクノロジー 

（非連結子会社） 保守 カスタムLSIの保守サービス提供 

航空機使用事業 航空写真撮影、航空機整備等 
アイベックスアビエイション 

（非連結子会社） 

 

以上の企業集団について図示すると、次のとおりであります。 

 

得  意  先 

  

 

提出会社   

 

   

 

   

 

  

   
(株)日本デジタル研究所 

       

   
 

製品 

 

商品 

 

保守 

 
情  報 
サ ービス 

       

非連結子会社     連結子会社   非連結子会社   

アイベックステクノロジー(株)   アイベックスエアラインズ(株) アイベックスアビエイション(株) 

製品 保守   定期航空運送事業 航空機使用事業 
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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、一定額の配当を継続的に実施することを基本方針に据え、安定した株主還元を実現して

おります。また、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、及び「JDL Entry Innovation（記帳業務革新）」構想のさらなる促進と浸透に努めてまいります。 

（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、全ての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、顧客の多様なニーズを汲み

取り、業務の大幅な省力化を実現するシステムの開発を進めつつ、システムの高度利用を後押しするための、きめ

細かいサポートサービスに注力してまいります。そして、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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,556,253 23,227,887 

受取手形及び売掛金 5,072,229 4,803,168 

有価証券 2,008,195 － 

商品及び製品 324,671 192,452 

仕掛品 355,091 262,034 

原材料及び貯蔵品 911,726 961,609 

繰延税金資産 330,914 530,844 

1年内回収予定の長期貸付金 － 35,500 

その他 940,785 3,039,316 

貸倒引当金 △5,931 △5,846 

流動資産合計 29,493,935 33,046,966 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,274,556 16,695,117 

減価償却累計額 △9,215,058 △9,277,296 

建物及び構築物（純額） 8,059,498 7,417,820 

機械装置及び運搬具 8,303,284 9,415,044 

減価償却累計額 △3,750,131 △4,217,873 

機械装置及び運搬具（純額） 4,553,153 5,197,170 

工具、器具及び備品 3,642,003 3,454,785 

減価償却累計額 △3,062,049 △2,960,117 

工具、器具及び備品（純額） 579,953 494,667 

土地 11,201,472 11,340,569 

リース資産 9,129,519 13,957,697 

減価償却累計額 △2,504,805 △3,282,955 

リース資産（純額） 6,624,713 10,674,741 

建設仮勘定 12,568 6,855 

有形固定資産合計 31,031,359 35,131,825 

無形固定資産 236,421 329,888 

投資その他の資産   

投資有価証券 27,327,603 25,997,637 

長期預金 3,000,000 2,000,000 

繰延税金資産 2,178,587 2,446,736 

その他 1,501,281 1,783,080 

貸倒引当金 △7,604 △7,039 

投資損失引当金 － △68,842 

投資その他の資産合計 33,999,868 32,151,573 

固定資産合計 65,267,649 67,613,287 

資産合計 94,761,584 100,660,253 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 277,171 263,662 

短期借入金 1,700,000 1,700,000 

1年内返済予定の長期借入金 345,792 968,034 

リース債務 1,081,709 1,776,296 

未払金 4,263,918 2,341,318 

未払法人税等 1,317,016 1,394,595 

賞与引当金 519,781 684,033 

修繕引当金 196,660 187,748 

製品保証引当金 32,547 57,492 

資産除去債務 28,450 45,259 

その他 263,196 243,472 

流動負債合計 10,026,242 9,661,912 

固定負債   

長期借入金 1,051,795 72,733 

リース債務 5,669,492 9,112,405 

退職給付引当金 5,479,999 5,715,158 

役員退職慰労引当金 168,450 151,520 

製品保証引当金 152,657 658,506 

資産除去債務 175,228 247,297 

繰延税金負債 1,537 － 

その他 802,524 503,428 

固定負債合計 13,501,684 16,461,047 

負債合計 23,527,927 26,122,960 

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 49,831,473 52,837,035 

自己株式 △44,399 △46,056 

株主資本合計 70,986,274 73,990,179 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,043 10,770 

その他の包括利益累計額合計 6,043 10,770 

少数株主持分 241,339 536,342 

純資産合計 71,233,657 74,537,293 

負債純資産合計 94,761,584 100,660,253 
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 29,431,467 31,426,072 

売上原価 13,936,412 15,551,734 

売上総利益 15,495,055 15,874,338 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,491,643 1,496,121 

貸倒引当金繰入額 7,787 5,514 

製品保証引当金繰入額 － 2,452 

給料及び手当 3,682,180 4,024,231 

賞与引当金繰入額 289,157 369,766 

退職給付費用 222,500 222,973 

役員退職慰労引当金繰入額 11,210 12,290 

減価償却費 576,007 558,813 

試験研究費 1,662,421 1,598,420 

その他 2,860,976 2,772,400 

販売費及び一般管理費合計 10,803,884 11,062,983 

営業利益 4,691,170 4,811,354 

営業外収益   

受取利息 82,096 45,064 

有価証券利息 597,182 988,050 

受取配当金 565 557 

為替差益 8,342 190,793 

受取保険金 100,494 83,449 

災害保険金 205,164 － 

その他 152,406 206,521 

営業外収益合計 1,146,251 1,514,436 

営業外費用   

支払利息 159,982 176,012 

その他 188 22,108 

営業外費用合計 160,170 198,120 

経常利益 5,677,252 6,127,669 

特別利益   

固定資産売却益 － 3,238 

特別利益合計 － 3,238 

特別損失   

固定資産除却損 26,694 22,922 

減損損失 403,849 － 

災害による損失 1,700 － 

特別損失合計 432,244 22,922 

税金等調整前当期純利益 5,245,007 6,107,985 

法人税、住民税及び事業税 2,143,924 2,437,593 

法人税等調整額 123,854 △470,740 

法人税等合計 2,267,779 1,966,852 

少数株主損益調整前当期純利益 2,977,228 4,141,133 

少数株主利益 85,965 295,003 

当期純利益 2,891,263 3,846,129 
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 2,977,228 4,141,133 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,213 4,727 

その他の包括利益合計 1,213 4,727 

包括利益 2,978,442 4,145,860 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,892,477 3,850,856 

少数株主に係る包括利益 85,965 295,003 
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 47,618,676 49,831,473 

当期変動額   

剰余金の配当 △678,465 △678,208 

当期純利益 2,891,263 3,846,129 

連結範囲の変動 － △162,359 

当期変動額合計 2,212,797 3,005,561 

当期末残高 49,831,473 52,837,035 

自己株式   

当期首残高 △34,358 △44,399 

当期変動額   

自己株式の取得 △10,040 △1,656 

当期変動額合計 △10,040 △1,656 

当期末残高 △44,399 △46,056 

株主資本合計   

当期首残高 68,783,517 70,986,274 

当期変動額   

剰余金の配当 △678,465 △678,208 

当期純利益 2,891,263 3,846,129 

自己株式の取得 △10,040 △1,656 

連結範囲の変動 － △162,359 

当期変動額合計 2,202,756 3,003,905 

当期末残高 70,986,274 73,990,179 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25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   

当期首残高 4,829 6,043 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,213 4,727 

当期変動額合計 1,213 4,727 

当期末残高 6,043 10,770 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 4,829 6,043 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,213 4,727 

当期変動額合計 1,213 4,727 

当期末残高 6,043 10,770 

少数株主持分   

当期首残高 155,373 241,339 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 85,965 295,003 

当期変動額合計 85,965 295,003 

当期末残高 241,339 536,342 

純資産合計   

当期首残高 68,943,721 71,233,657 

当期変動額   

剰余金の配当 △678,465 △678,208 

当期純利益 2,891,263 3,846,129 

自己株式の取得 △10,040 △1,656 

連結範囲の変動 － △162,359 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 87,179 299,730 

当期変動額合計 2,289,935 3,303,635 

当期末残高 71,233,657 74,537,293 
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25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 5,245,007 6,107,985 

減価償却費 3,024,063 2,833,587 

減損損失 403,849 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,740 900 

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,471 165,452 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 253,434 239,784 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,210 △16,930 

修繕引当金の増減額（△は減少） △21,889 △8,912 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 125,139 530,794 

災害損失引当金の増減額（△は減少） △148,019 － 

受取利息及び受取配当金 △82,661 △45,621 

有価証券利息 △597,182 △988,050 

受取保険金 △100,494 △83,449 

災害保険金 △205,164 － 

売上債権の増減額（△は増加） △753,583 65,135 

たな卸資産の増減額（△は増加） △115,530 △51,720 

その他の資産の増減額（△は増加） △104,293 335,075 

仕入債務の増減額（△は減少） △10,298 8,811 

その他の負債の増減額（△は減少） △116,503 88,171 

未払消費税等の増減額（△は減少） 41,683 △10,674 

その他 155,228 25,524 

小計 6,993,264 9,195,864 

利息及び配当金の受取額 670,558 794,559 

利息の支払額 △159,803 △175,969 

法人税等の支払額 △1,911,968 △2,361,594 

保険金の受取額 15 2,348 

災害保険金の受取額 1,549,164 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,141,230 7,455,207 

㈱日本デジタル研究所（6935）平成25年３月期　決算短信

16



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25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 － △6,495,332 

定期預金の払戻による収入 2,500,000 3,000,000 

有価証券の取得による支出 △2,011,920 － 

有価証券の売却及び償還による収入 4,000,000 2,000,000 

投資有価証券の取得による支出 △5,700,000 △17,000,000 

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,700,000 15,400,000 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,148,307 △2,095,403 

有形固定資産の売却による収入 － 3,238 

有形固定資産の除却による支出 △27,301 △38,230 

短期貸付金の回収による収入 － 12,000 

長期貸付けによる支出 － △14,500 

長期貸付金の回収による収入 － 35,000 

敷金及び保証金の差入による支出 △154,376 △210,248 

敷金及び保証金の回収による収入 377,415 303,087 

預り保証金の返還による支出 △8,500 － 

長期預け金の預入による支出 △200,064 △312,713 

その他 △221,667 △73,414 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,894,721 △5,486,517 

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） △600,000 － 

長期借入れによる収入 363,637 － 

長期借入金の返済による支出 △325,851 △339,000 

自己株式の取得による支出 △10,040 △1,656 

リース債務の返済による支出 △1,534,588 △1,534,655 

配当金の支払額 △678,768 △679,316 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,785,611 △2,554,628 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,543 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,456,353 △585,938 

現金及び現金同等物の期首残高 17,099,900 19,556,253 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △309,288 

現金及び現金同等物の期末残高 19,556,253 18,661,026 
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(５)連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   １社 

  アイベックスエアラインズ㈱ 

(2) 非連結子会社の数  ２社 

  アイベックステクノロジー㈱ 

  アイベックスアビエイション㈱ 

(3) 連結の範囲の変更 

前連結会計年度において連結子会社であったアイベックステクノロジー㈱及びアイベックスアビエイショ

ン㈱は、連結財政状態及び経営成績に与える影響が僅少であるため、当連結会計年度より連結の範囲から除い

ております。 

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成24年６月29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。 

 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産につきましては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる、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】 

前連結会計年度において、５年保証型商品に係る費用を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、

金額的重要性が増したため、当連結会計年度より売上原価として計上することといたしました。この表示方法の

変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、売上原価が187,554千円増加し、売上総利益及び販売費

及び一般管理費が同額減少しております。 

【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、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれていた「敷金及び保証金

の差入による支出」「敷金及び保証金の回収による収入」は、より合理的な表示を目的として、当連結会計年度

より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表

の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に表示していた1,371千円は、「敷金及び保証金の差入による支出」△154,376千円、「敷金及び保証

金の回収による収入」377,415千円、「その他」△221,667千円として組替えております。 
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（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24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 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・リース取引に係るリース資産の額は5,530,158千円、リース

債務の額は、5,672,154千円であります。その内、資産除去債務に対応するリース資産の額は138,753千円、ま

た、資産除去債務の額は138,753千円であります。 

（セグメント情報） 

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１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

テム事業及び定期航空運送事業の２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 

    ・定期航空運送事業………………国内定期旅客運送 

  (3) 報告セグメントの変更等に関する事項 

    当連結会計年度より、「ＬＳＩ事業」及び「航空機使用事業」の報告セグメントを廃止しております。 

    これは、当連結会計年度より、各セグメントを単独で構成している連結子会社２社（アイベックステクノロ

ジー㈱及びアイベックスアビエイション㈱）を連結の範囲より除外したことによるものであります。 

    これにより、当連結会計年度より「コンピュータシステム事業」及び「定期航空運送事業」の２つの報告セ

グメントとなっております。 

    なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成し記載しております。 

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。 

   「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載したとおり、法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更してお

ります。 

   これによる、各セグメント利益への影響は軽微であります。 
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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23年４月１日 至 平成24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 
定期航空運送事業 合計 

売上高      

 外部顧客に対する 

 売上高 
19,417,517 8,827,810 28,245,328 － 28,245,328 

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
12,836 － 12,836 △12,836 － 

合計 19,430,353 8,827,810 28,258,164 △12,836 28,245,328 

セグメント利益 5,451,469 171,212 5,622,682 2,967 5,625,649 

セグメント資産 81,739,780 15,406,640 97,146,420 △2,701,452 94,444,967 

セグメント負債 11,133,847 14,943,116 26,076,964 △2,703,294 23,373,669 

その他の項目 

 減価償却費 

 

951,891 

 

2,003,993 

 

2,955,885 

 

－ 

 

2,955,885 

 受取利息 694,046 15 694,062 △14,733 679,328 

 支払利息 － 174,158 174,158 △14,733 159,424 

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
584,321 5,351,949 5,936,270 － 5,936,270 

 (注)１．セグメント利益、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24年４月１日 至 平成25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 
定期航空運送事業 合計 

売上高      

 外部顧客に対する 

 売上高 
20,196,333 11,229,739 31,426,072 － 31,426,072 

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
7,332 － 7,332 △7,332 － 

合計 20,203,666 11,229,739 31,433,405 △7,332 31,426,072 

セグメント利益 5,620,435 507,503 6,127,939 △269 6,127,669 

セグメント資産 83,759,174 19,603,415 103,362,590 △2,702,336 100,660,253 

セグメント負債 10,253,398 18,573,573 28,826,971 △2,704,011 26,122,960 

その他の項目 

 減価償却費 

 

792,121 

 

2,037,771 

 

2,829,892 

 

－ 

 

2,829,892 

 受取利息 1,045,970 654 1,046,625 △13,510 1,033,114 

 支払利息 － 189,522 189,522 △13,510 176,012 

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
1,182,117 6,078,360 7,260,478 － 7,260,478 

 (注)１．セグメント利益、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．セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

 

㈱日本デジタル研究所（6935）平成25年３月期　決算短信

21



 

 

（１株当たり情報） 

 前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 2,093.49円 2,182.33円 

１株当たり当期純利益金額 85.24円 113.42円 

 (注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

   ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益 2,891,263千円 3,846,129千円 

 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 2,891,263千円 3,846,129千円 

 普通株式の期中平均株式数 33,920,722株  33,909,951株  

   ３．１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。 

項目 
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

純資産の部の合計額 71,233,657千円 74,537,293千円 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（少数株主持分） 
（241,339千円） （536,342千円） 

普通株式に係る期末の純資産額 70,992,317千円 74,000,950千円 

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 
33,910,964株  33,909,158株  

 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,358,445 23,041,930 

受取手形 28,035 9,480 

売掛金 3,819,082 3,731,529 

有価証券 2,008,195 － 

商品及び製品 235,523 192,452 

仕掛品 282,282 262,034 

原材料及び貯蔵品 344,936 367,914 

前払費用 57,169 74,552 

繰延税金資産 332,162 413,076 

関係会社短期貸付金 12,000 － 

未収入金 67,764 2,070,749 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 28,000 2,535,500 

その他 199,072 156,154 

貸倒引当金 △4,350 △8,347 

流動資産合計 25,768,320 32,847,027 

固定資産   

有形固定資産   

建物 15,477,711 15,514,274 

減価償却累計額 △7,945,729 △8,297,757 

建物（純額） 7,531,981 7,216,517 

構築物 1,145,324 1,145,324 

減価償却累計額 △937,889 △963,471 

構築物（純額） 207,434 181,852 

機械装置及び運搬具 1,198,774 1,770,650 

減価償却累計額 △1,098,097 △1,142,529 

機械装置及び運搬具（純額） 100,676 628,120 

工具、器具及び備品 3,031,158 3,185,877 

減価償却累計額 △2,546,471 △2,775,432 

工具、器具及び備品（純額） 484,686 410,445 

土地 11,201,472 11,340,569 

リース資産 4,174 132,278 

減価償却累計額 △2,236 △10,839 

リース資産（純額） 1,938 121,439 

建設仮勘定 10,965 4,411 

有形固定資産合計 19,539,155 19,903,356 

無形固定資産   

ソフトウエア 105,940 196,999 

その他 56,479 68,796 

無形固定資産合計 162,420 265,796 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 27,327,603 25,193,864 

関係会社株式 803,813 803,813 

関係会社長期貸付金 2,728,000 200,000 

長期預金 3,000,000 2,000,000 

破産更生債権等 418 2,131 

長期前払費用 1,159 3,355 

敷金及び保証金 296,136 168,424 

繰延税金資産 2,178,587 2,438,823 

その他 13,774 8,854 

貸倒引当金 △10,605 △7,239 

投資損失引当金 △68,842 △68,842 

投資その他の資産合計 36,270,045 30,743,186 

固定資産合計 55,971,621 50,912,339 

資産合計 81,739,941 83,759,367 

負債の部   

流動負債   

買掛金 228,951 251,803 

リース債務 626 34,253 

未払金 3,111,404 1,174,282 

未払費用 － 30 

未払法人税等 1,300,000 1,335,000 

前受金 8,374 6,924 

預り金 17,143 19,180 

前受収益 161,973 159,319 

賞与引当金 474,833 607,850 

製品保証引当金 32,547 57,492 

流動負債合計 5,335,853 3,646,136 

固定負債   

リース債務 1,513 93,362 

退職給付引当金 5,475,374 5,703,839 

役員退職慰労引当金 168,450 151,520 

製品保証引当金 152,657 658,506 

固定負債合計 5,797,994 6,607,227 

負債合計 11,133,847 10,253,363 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25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 46,000,000 48,000,000 

繰越利益剰余金 2,824,250 3,721,089 

利益剰余金合計 49,445,250 52,342,089 

自己株式 △44,399 △46,056 

株主資本合計 70,600,050 73,495,232 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,043 10,770 

評価・換算差額等合計 6,043 10,770 

純資産合計 70,606,094 73,506,003 

負債純資産合計 81,739,941 83,759,367 
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 19,430,353 20,203,666 

売上原価 4,594,213 5,086,027 

売上総利益 14,836,140 15,117,638 

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 120,919 125,773 

広告宣伝費 1,490,896 1,500,929 

貸倒引当金繰入額 10,828 5,244 

製品保証引当金繰入額 － 2,452 

役員報酬 196,370 212,975 

給料及び手当 2,975,504 3,120,192 

賞与 555,987 776,622 

賞与引当金繰入額 285,121 369,083 

退職給付費用 221,661 222,973 

役員退職慰労引当金繰入額 11,210 12,290 

法定福利費 556,527 625,173 

旅費及び交通費 359,305 376,233 

賃借料 160,861 150,469 

減価償却費 568,481 544,545 

試験研究費 1,485,557 1,598,420 

その他 1,164,563 1,053,507 

販売費及び一般管理費合計 10,163,796 10,696,887 

営業利益 4,672,344 4,420,750 

営業外収益   

受取利息 96,866 57,920 

有価証券利息 597,179 988,050 

受取配当金 557 557 

為替差益 － 71,026 

受取賃貸料 49,495 49,609 

雑収入 55,270 60,571 

営業外収益合計 799,369 1,227,734 

営業外費用   

為替差損 6,076 － 

賃貸費用 29,643 28,458 

営業外費用合計 35,719 28,458 

経常利益 5,435,994 5,620,027 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 － 3,238 

特別利益合計 － 3,238 

特別損失   

固定資産除却損 6,814 1,905 

減損損失 403,849 － 

災害による損失 1,324 － 

特別損失合計 411,988 1,905 

税引前当期純利益 5,024,006 5,621,360 

法人税、住民税及び事業税 2,140,205 2,390,122 

法人税等調整額 123,496 △343,809 

法人税等合計 2,263,701 2,046,313 

当期純利益 2,760,304 3,575,047 
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 44,000,000 46,000,000 

当期変動額   

別途積立金の積立 2,000,000 2,000,000 

当期変動額合計 2,000,000 2,000,000 

当期末残高 46,000,000 48,000,000 

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,742,411 2,824,250 

当期変動額   

別途積立金の積立 △2,000,000 △2,000,000 

剰余金の配当 △678,465 △678,208 

当期純利益 2,760,304 3,575,047 

当期変動額合計 81,838 896,839 

当期末残高 2,824,250 3,721,089 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 47,363,411 49,445,250 

当期変動額   

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △678,465 △678,208 

当期純利益 2,760,304 3,575,047 

当期変動額合計 2,081,838 2,896,839 

当期末残高 49,445,250 52,342,089 

自己株式   

当期首残高 △34,358 △44,399 

当期変動額   

自己株式の取得 △10,040 △1,656 

当期変動額合計 △10,040 △1,656 

当期末残高 △44,399 △46,056 

株主資本合計   

当期首残高 68,528,252 70,600,050 

当期変動額   

剰余金の配当 △678,465 △678,208 

当期純利益 2,760,304 3,575,047 

自己株式の取得 △10,040 △1,656 

当期変動額合計 2,071,797 2,895,182 

当期末残高 70,600,050 73,495,232 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 4,829 6,043 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,213 4,727 

当期変動額合計 1,213 4,727 

当期末残高 6,043 10,770 

評価・換算差額等合計   

当期首残高 4,829 6,043 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,213 4,727 

当期変動額合計 1,213 4,727 

当期末残高 6,043 10,770 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 68,533,082 70,606,094 

当期変動額   

剰余金の配当 △678,465 △678,208 

当期純利益 2,760,304 3,575,047 

自己株式の取得 △10,040 △1,656 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,213 4,727 

当期変動額合計 2,073,011 2,899,909 

当期末残高 70,606,094 73,506,003 
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(４)財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（表示方法の変更） 

【貸借対照表関係】 

  前事業年度において、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「未収入金」は、資産総額の100分の

１を超えたため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前

事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動資産の「その他」に表示していた266,837千円は、「未収入

金」67,764千円、「その他」199,072千円として組替えております。 

【損益計算書関係】 

１ 前事業年度において、売上高は「製品売上高」「商品売上高」「保守売上高」「情報サービス売上高」に区

分して表示しておりましたが、当事業年度より「売上高」として一括して表示することといたしました。 

これは、前事業年度より、５年間にわたり製品保証及びアフターサポートなどの商品保証を受けられる５年

保証型商品を販売の中心に据えた結果、当事業年度の売上高の大部分を５年保証型商品が占めるに至ったこと

及び５年保証型商品は製品と商品保証が一体不可分となっており、従来どおり売上高を区分して表示すること

が実態に即さなくなったことによる変更であります。 

また、売上原価につきましても、「保守売上原価」「情報サービス売上原価」を売上原価の内訳として区分

して表示しておりましたが、売上高を一括して表示することに対応させるため、「売上原価」として一括して

表示することといたしました。 

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 

 

２ 前事業年度において、５年保証型商品に係る費用を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、金

額的重要性が増したため、当事業年度より売上原価として計上することといたしました。この表示方法の変更

を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前事業年度の損益計算書において、売上原価が187,554千円増加し、売上総利益及び販売費及び一

般管理費が同額減少しております。 
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