
平成21年3月期 決算短信 
平成21年4月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 インフォメーション・ディベロプメント 上場取引所 JQ 
コード番号 4709 URL http://www.idnet.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 舩越 真樹
問合せ先責任者 （役職名） 社長室長 （氏名） 山内 佳代 TEL 03-3264-3571
定時株主総会開催予定日 平成21年6月24日 配当支払開始予定日 平成21年6月25日
有価証券報告書提出予定日 平成21年6月25日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 18,458 2.4 1,057 △12.0 1,109 △6.9 563 △5.3
20年3月期 18,032 22.7 1,200 17.2 1,191 16.3 594 8.1

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 ％ ％ ％

21年3月期 75.87 75.82 10.3 11.3 5.7
20年3月期 79.58 79.37 11.5 12.2 6.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20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

21年3月期 10,055 5,895 56.7 768.16
20年3月期 9,620 5,418 55.0 712.14

（参考） 自己資本   21年3月期  5,705百万円 20年3月期  5,288百万円

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

21年3月期 913 △442 △122 1,874
20年3月期 795 △73 △684 1,530

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 19.00 19.00 141 23.9 2.8
21年3月期 ― 0.00 ― 19.00 19.00 141 25.0 2.6
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 19.00 19.00 24.8

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

9,310 4.7 510 2.5 490 △2.5 250 △7.9 33.66

通期 18,650 1.0 1,130 6.9 1,110 0.1 570 1.2 76.74
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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）  有  

(注) 詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」および23ページ「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） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 株式会社シィ・エイ・ティ ） 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） 21年3月期 8,029,535株 20年3月期 8,026,675株
② 期末自己株式数 21年3月期  601,666株 20年3月期  600,556株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 13,994 3.5 873 △0.8 986 7.0 563 7.5
20年3月期 13,524 7.0 880 5.9 921 9.2 524 17.6

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

21年3月期 75.91 75.86
20年3月期 70.12 69.94

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

21年3月期 8,705 5,479 62.9 737.65
20年3月期 8,003 5,052 63.1 680.43

（参考） 自己資本 21年3月期  5,479百万円 20年3月期  5,052百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、様々な不確定要素が内在しております。実際の業績等
は、業況の変化等により、これらの予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及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、４ページ「１ 経営成績 (1) 経営成績に関する分析 ・次期の見通し」をご覧ください。 
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・当期の経営成績 

世界的な金融不安の影響を受け、わが国の景気が大幅に悪化するなか、企業のIT投資抑制姿勢がさら

に顕著となりました。当連結会計年度（平成20年４月１日～平成21年３月31日）における情報サービス

産業は、このような厳しい経済情勢の影響を受け、低調に推移しました。 

経済産業省が行っている「特定サービス産業動態統計調査」（平成21年４月10日発表）によります

と、情報サービス産業全体の売上高は、平成20年９月から前年同月比減少に転じ、その後も減少傾向が

続いております。 

このような状況の下、当社グループは、既存顧客への深耕に引き続き注力し、事業の拡大を図ってま

いりました。その結果、主力のシステム運営管理業務が堅調に推移したこと、ならびに平成20年8月に

株式会社シィ・エイ・ティを連結子会社化したことによる売上増が、一部連結子会社における開発案件

の受注減を吸収し、当連結会計年度における連結売上高は184億58百万円(前年同期比2.4％増）となり

ました。 

収益面におきましては、グループ経営資源の共有による管理コストの削減、人員の有効活用による生

産性の向上など、収益性アップを図ってまいりましたが、一部連結子会社の受注不振の影響を受けたこ

とに加え、販売費および一般管理費が前年同期比で増加したことから、営業利益は10億57百万円（前年

同期比12.0％減）、経常利益は11億９百万円（前年同期比6.9％減）、当期純利益は５億63百万円（前

年同期比5.3％減）となりました。 

  

当連結会計年度における当社グループの部門別売上高は、次のとおりであります。 

  

①システム運営管理部門 

 既存サービスの低価格化傾向が強まる中、顧客との連携を強化し、潜在的なニーズを発掘したことに

より、既存顧客における個別案件の受注が増加し、売上高は96億50百万円（前年同期比4.9％増）とな

りました。 

②ソフトウエア開発部門 

 当社グループの既存顧客における金融・保険関連の受注が引き続き堅調に伸びましたが、一部連結子

会社における開発案件の受注減の影響により、売上高は66億74百万円（前年同期比3.1％減）となりま

した。 

③データ入力部門 

 株券電子化の施行に伴い、既存顧客における個別案件が増加したことに加え、株式会社シィ・エイ・

ティを連結子会社化した効果により、売上高は14億92百万円（前年同期比18.1％増）となりました。 

④その他（セキュリティ業務、コンサルティング業務等） 

 セキュリティ業務およびコンサルティング業務の受注が減少し、売上高は6億39百万円（前年同期比

5.5％減）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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・次期の見通し 

米国の金融不安を発端に世界規模に転化した不況の影響を受け、日本国内の急激な景気悪化による企

業側の投資規模の縮小、サービスの低価格化傾向など、当社グループを取り巻く事業環境はいっそう厳

しさを増すと予想しております。 

当社グループは景気に左右されにくいシステム運営管理業務のさらなる強化を図ると同時に、これま

で推進してまいりました「ＢＯＯ（注1）戦略」、「オフショア戦略」、「基盤系業務（注2）の拡大」

のいっそうの浸透に注力しております。 

主力のシステム運営管理部門につきましては、景気状況の影響を受けることが比較的少ないため、売

上高は102億30百万円と、堅調な成長を予想しております。 

ソフトウエア開発部門につきましては、受注環境がよりいっそう厳しくなると見込まれますが、既存

顧客の深耕とグループ内の人材資源共有を引き続き図り、売上高は67億40百万円と、当期並の推移を予

想しております。 

データ入力部門につきましては、新規連結子会社の寄与があるものの、大口顧客の案件終了につき、

売上高は13億10百万円と、当期に対して減少を予想しております。 

その他業務につきましては、セキュリティ商品の堅調な販売が見込まれるため、売上高は６億90百万

円と、当期に対して増加を予想しております。 

なお、上記部門別売上高の予想数値には、部門間の内部売上高が含まれております。 

上記により、次連結会計年度の業績予想は、以下のとおりと予想しております。 

  

 ○平成22年３月期 連結業績予想 

 
（注１）：ＢＯＯ（ビジネスオペレーションズアウトソーシング）とは、顧客のコンピュータ部門からの直接的な業務獲得に止まら

ず、関連する業務の川上から川下に至る広い範囲のビジネス展開です。 

（注２）：基盤系業務とは、ハードウエア、ＯＳ、ミドルウエアの機能を 適な手段で活用し、低コスト高信頼性のシステム稼働環

境を設計・構築するサービスです。 

  

当連結会計年度末の資産は、現金及び預金の増加３億44百万円、たな卸資産の減少22百万円、のれん

の増加２億59百万円および繰延税金資産の減少76百万円等により前連結会計年度末に比べ４億35百万円

増加し、100億55百万円となりました。 

負債は買掛金の減少19百万円、借入金の増加１億41百万円、社債の減少１億19百万円、退職給付引当

金の減少97百万円および役員退職慰労引当金の増加23百万円等により前連結会計年度末に比べ41百万円

減少し、41億59百万円となりました。 

純資産は当期純利益５億63百万円、配当金の支払い１億41百万円および少数株主持分の増加59百万円

等により、前連結会計年度末に比べ４億76百万円増加し、58億95百万円となりました。 

  

売上高 １８,６５０百万円 （前期比） 1.0％（増）

営業利益 １，１３０百万円 （前期比） 6.9％（増）

経常利益 １，１１０百万円 （前期比） 0.1％（増）

当期純利益 ５７０百万円 （前期比） 1.2％（増） 

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況
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営業活動によるキャッシュ・フロー      ９億13百万円（前年同期比 ＋１億18百万円） 

投資活動によるキャッシュ・フロー     △４億42百万円（前年同期比 △３億68百万円） 

財務活動によるキャッシュ・フロー     △１億22百万円（前年同期比 ＋５億61百万円） 

現金及び現金同等物の期末残高        18億74百万円（前年同期比 ＋３億44百万円） 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益10億59百万円、減価償却費１億49百

万円、のれん償却額99百万円、売上債権の減少額39百万円および法人税等の支払額４億38百万円を主体

に９億13百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規連結子会社株式会社シィ・エイ・ティの取得による支出

３億39百万円、有形固定資産の取得による支出65百万円および無形固定資産の取得による支出39百万円

を主体に△４億42百万円となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額１億円、長期借入れによる収入３億

円、長期借入金の返済による支出58百万円、社債の償還による支出１億19百万円および配当金の支払額

１億40百万円を主体に△１億22百万円となりました。 

その結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ３億44百万円増加し、18億74百

万円となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
※自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

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×期末発行済株式数（自己株式控除後）により計算しております。

３．営業キャッシュ・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

るすべ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。 

  

平成22年３月期の見通しにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは当連結会計年度と同

程度となる見込みです。投資活動によるキャッシュ・フローでは当連結会計年度と同程度の設備投資を

実施する予定です。財務活動によるキャッシュ・フローでは有利子負債の返済を予定しております。 

  

②キャッシュ・フローの状況

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 58.6 60.5 50.9 55.0 56.7

時価ベースの自己資本比率（％） 47.8 93.1 61.6 47.1 38.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

2.0 0.1 3.5 1.1 1.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

52.1 269.9 66.5 42.0 63.5

③次期の見通し
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当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、強固な経営基盤の確

保、安定収益、および自己資本利益率の向上に努め、業績に裏付けられた適正な利益配分を継続するこ

とを基本方針としております。 

当期末におきましては、上記方針に基づき予定通り１株当たり19円の利益配当とする予定でありま

す。 

また、内部留保資金につきましては、システム運営管理やソフトウエア開発等のコア事業の拡大に向

けたいっそうの体制強化や、顧客ニーズの高い基盤系業務（ハードウエア、ＯＳ、ミドルウエアの機能

を 適な手段で活用し、低コスト高信頼性のシステム稼働環境を設計・構築するサービス）に精通した

技術者の育成等への投資に充て、今後の事業の拡大・業績の向上に努力してまいります。 

次期の配当につきましては、１株当たり19円の年間配当（全て期末配当）を予定しております。 

  

当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したも

のであります。 

  

①個人情報等の管理について  

個人情報等の管理については、「個人情報保護方針」に基づき、管理体制を構築、様々なセキュリ

ティ対策を講じるとともに、全従業員への教育を繰り返し実施するなど、個人情報の適切な取り扱い

に努めております。 

この一環として、当社は、2003年９月にプライバシーマークの認証を取得し、また、2007年２月に

は、ビジネス・プロセス・アウトソーシング（ＢＰＯ）事業本部にて情報セキュリティマネジメント

システムの国際規格(ＩＳＯ／ＩＥＣ ２７００１)の認証を取得いたしました。今後とも、信頼ある

情報セキュリティマネジメントのもと、お客様に満足していただけるサービスを提供してまいりま

す。しかしながら、不正アクセスや重大ミス等により、顧客情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等があ

った場合には信用が失墜し、当社グループの財政状況および経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

②価格競争について 

情報サービス業界においては、昨年来の経済状況の急激な悪化に伴い、顧客のＩＴ関連投資に対す

る投資対効果を求めた要請が強くなっております。 

 当社グループはプロジェクト案件の採算管理を徹底し、更に生産性の向上を図るとともに、品質向

上の観点からより良いサービス・成果物を提供することで顧客の要請に応えるべく努めております。

しかし、現状の厳しい環境下で受注価格の引き下げ要請が強まれば、当社グループの財政状況および

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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③ソフトウエア開発業務遂行上のリスクについて 

高度化、複雑化、短納期化するシステムの受託開発においては、開発途中での要件変更、品質の低

下、納期遅延などの問題が発生するリスクがあります。このため当社では、ＩＳＯ９００１に準拠し

た品質マネジメントシステムを導入し、不採算案件の発生防止に努めておりますが、このような取り

組みにもかかわらず障害が防止できない場合、追加費用が発生して採算が悪化し、当社グループの財

政状況および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。  

④システム運営管理業務遂行上のリスクについて 

システム運営管理サービスにおいて、誤操作等によるシステム障害や情報提供の遅延等を発生させ

る可能性は、皆無ではありません。当社グループでは、このような障害を未然に防止するため、品質

管理部門を設け、「障害の未然防止研修」「障害要因分析・フィードバック」「現場立ち入り検査」

等を企画実施しております。またＩＳＯ９００１認証を取得し（ＩＴＯ第１部、第２部）、品質向上

を図っております。しかしながら、大規模なシステム障害等を発生させた場合、損害賠償責任が発生

し、当社グループの財政状況および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤人材確保のリスクについて 

人材の採用環境は、売り手市場から、買い手市場へと大きく変化しておりますが、優秀な人材の確

保は、 新のＩＴ技術への対応、顧客満足度の向上のためには、当社グループにとって必要不可欠な

状況にあります。このような環境の変化を好機と捉え、採用活動に注力しておりますが、優秀な人材

を確保・育成できない場合、また退職者発生に対する補充ができない場合、当社グループの財政状況

および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥保有土地の減損会計の影響について 

当社では、当連結会計年度末現在、帳簿価額16億86百万円の土地を所有しておりますが、これらの

土地は全て、現在当社グル－プの従業員のための独身寮等の福利厚生施設用地として使用しており、

また、今後においても継続して所有し同用地として使用することとしております。 

「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しておりますが、地価の動向、当社所有土地に係る使用

範囲または使用方法の変化および当社グループの収益、営業キャッシュ・フロ－等の状況によって

は、将来、当社グループの財政状況および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦確定給付年金制度について 

当社グループは確定給付型の制度としてポイント制キャッシュバランス型の企業年金制度および退

職一時金制度を設けておりますが、年金資産の運用成績の変動および退職給付債務の数理計算の基礎

となる割引率（現行2.5％）等の見積数値の変動により、当社グループの財政状況および経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。 

⑧特定の取引先への依存について 

当社グループは、みずほフィナンシャルグループ傘下の企業への売上高比率が多くを占めておりま

す。同グループとの受託業務について変動が生じた場合には、当社グループの財政状況および経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。 
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当社グループは、当社と連結子会社５社により構成され、①システム運営管理、②ソフトウエア開発、

③データ入力、④その他の４つの事業を行っております。事業内容と当社および連結子会社の当該事業に

かかる位置付けは、次のとおりであります。 

なお、株式会社シィ・エイ・ティにつきましては、当第２四半期連結会計期間末より連結子会社として

おります。 

 
各事業の系統図は次のとおりであります。 

 

2. 企業集団の状況

区分 内容 会社名

システム運営管理 ・顧客のコンピュータ部門に常駐して情報処理 当社

 システムの管理、運営ならびにオペレーションを  (株)日本カルチャソフトサービス

 行う業務

・システムの新規導入や再構築の際の運用構築業務

ソフトウエア開発 ・顧客のソフトウエア開発を一括で請け負い、 当社

 当社グループ内で開発を行う受託開発業務 （株）ソフトウエア・ディベロプメント

・顧客の事業所に常駐してソフトウエア開発を （株）日本カルチャソフトサービス

 行う業務

・海外（中国）生産拠点におけるソフトウエア開発
艾迪系統開発(武漢)有限公司    

 業務

データ入力 ・入力データ等を当社内で一括集中処理する業務 当社

・顧客先に常駐してデータ入力等を行う業務 （株）シィ・エイ・ティ

・事務代行業務等

・書類電子化、図面電子化等を行う業務

その他 ・ネットワークセキュリティ商品の販売および 当社

 ①セキュリティ  セキュリティシステム構築・導入支援サービス

 ②コンサルティ ・情報システム開発・運営技術に関する教育、 (株)プライド

  ング  コンサルティング業務
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当社グループは、お客様に対して高品質で効率的なシステム構築やシステム運営管理等の情報サービ

スの提供を実現し、お客様の発展と情報化社会の進展に貢献することを経営の基本方針としておりま

す。また、以下の点をキーワードとして情報技術と品質の向上に努めております。 

① 卓越した技術  

② 高品質のサービス 

③ 未知への挑戦 

  

当社グループは、競争力の強化と企業価値の向上を図るため、売上高の増加と営業利益率の改善を重

要と考えており、これらの経営指標の向上に継続的に努力してまいります。 

【重点数値目標】  

 平成24年３月期 

①売上高    203億円  

②営業利益率    6.5％ 

  

 【戦略ポイント】  

 中期経営計画「Breakthrough 200！」を推進しておりますが、経営環境の変化などを勘案して見直し

を行い、下記を重点戦略として取り組むことといたしました。  

 当社グループの強みであるシステム運営管理部門、データ入力業務部門、基盤系業務(注)におい

て新規顧客からの受注拡大を図ります。 

（注) 基盤系業務とは、ハードウエア、ＯＳ、ミドルウエアの機能を 適な手段で活用し、低コス

ト高信頼性のシステム稼動環境を設計・構築するサービスです。 

 当社グループの幅広いサービスをトータルでご提供することにより、顧客の要求により広く深く

応えて高い信頼を獲得し、強力な営業チャネルの構築と売上規模の拡大を図ってまいります。既存

ビジネスの拡大ならず、新規サービスの提供およびシステム開発から運営管理、事務代行に至る事

業部横断的なＢＯＯ（ビジネスオペレーションズアウトソーシング）戦略の推進（一顧客複数取

引）を積極的に行います。 

 海外生産拠点の活用による収益性の安定、さらに将来的には国内標準の高品質な運営管理業務や

データ入力を含むトータルなビジネスサービスの提供を目指す戦略であります。  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

① 新規顧客開拓分野の選定 

② 既存顧客の拡大

③ グループ経営の効率化

 生産ならびに管理体制の改善を行い、当社グループリソースの 大限活用を推進しております。

今後は、管理業務の一元化ならびに連結子会社の全国的な営業基盤に基づいたグループとしての営

業展開をさらに推進してまいります。

④ オフショア戦略
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平成20年３月期中間決算短信（平成19年11月９日開示）により開示を行った内容から重要な変更がな

いため開示を省略します。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ) 

 http://www.idnet.co.jp 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）) 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/（銘柄コード：4709） 

  

  

(4) 会社の対処すべき課題
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,550,449 1,894,986 

受取手形及び売掛金 2,632,392 2,623,465 

たな卸資産 232,958 － 

仕掛品 － 210,742 

繰延税金資産 339,985 336,400 

その他 93,901 122,243 

流動資産合計 4,849,688 5,187,838 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,527,200 1,530,482 

減価償却累計額 △825,215 △865,985 

建物及び構築物（純額） 701,984 664,497 

車両運搬具 17,846 15,405 

減価償却累計額 △11,230 △8,843 

車両運搬具（純額） 6,615 6,561 

工具、器具及び備品 301,490 310,467 

減価償却累計額 △212,975 △224,588 

工具、器具及び備品（純額） 88,515 85,879 

土地 1,686,795 1,686,795 

有形固定資産合計 2,483,911 2,443,734 

無形固定資産 

のれん 564,242 823,355 

ソフトウエア 95,291 89,828 

その他 9,290 9,361 

無形固定資産合計 668,825 922,545 

投資その他の資産 

投資有価証券 495,532 479,495 

差入保証金 348,017 318,537 

繰延税金資産 591,799 518,537 

その他 278,165 227,617 

貸倒引当金 △95,750 △42,550 

投資その他の資産合計 1,617,764 1,501,638 

固定資産合計 4,770,502 4,867,917 

資産合計 9,620,190 10,055,756 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 432,870 413,289 

短期借入金 ※1 730,000 ※1 630,000 

1年内償還予定の社債 119,420 31,450 

1年内返済予定の長期借入金 － 100,200 

リース債務 － 721 

未払法人税等 286,832 288,889 

賞与引当金 643,271 654,021 

役員賞与引当金 26,130 21,710 

受注損失引当金 1,136 1,476 

その他 668,337 686,673 

流動負債合計 2,907,998 2,828,431 

固定負債 

社債 31,450 － 

長期借入金 － 141,350 

リース債務 － 2,500 

退職給付引当金 822,871 725,488 

役員退職慰労引当金 438,881 462,178 

固定負債合計 1,293,203 1,331,517 

負債合計 4,201,201 4,159,949 

純資産の部 

株主資本 

資本金 591,541 592,344 

資本剰余金 544,942 545,719 

利益剰余金 4,598,311 5,020,712 

自己株式 △429,119 △429,792 

株主資本合計 5,305,676 5,728,984 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △20,103 △16,511 

為替換算調整勘定 2,834 △6,686 

評価・換算差額等合計 △17,268 △23,198 

少数株主持分 130,582 190,020 

純資産合計 5,418,989 5,895,807 

負債純資産合計 9,620,190 10,055,756 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 18,032,997 18,458,027 

売上原価 14,641,706 15,018,727 

売上総利益 3,391,291 3,439,300 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 152,419 168,900 

給料手当及び賞与 975,547 1,051,926 

賞与引当金繰入額 69,341 74,130 

役員賞与引当金繰入額 26,130 21,710 

退職給付費用 22,050 30,735 

役員退職慰労引当金繰入額 23,718 26,330 

法定福利及び厚生費 180,733 192,580 

地代家賃 143,877 148,903 

減価償却費 64,750 69,553 

のれん償却額 63,876 99,764 

その他 467,975 497,485 

販売費及び一般管理費合計 2,190,421 2,382,021 

営業利益 1,200,870 1,057,279 

営業外収益 

受取利息 2,020 1,742 

受取配当金 12,592 62,716 

保険事務手数料 4,710 － 

受取保険金及び配当金 2,990 － 

その他 6,059 22,836 

営業外収益合計 28,373 87,295 

営業外費用 

支払利息 18,666 14,646 

コミットメントライン手数料 17,265 17,400 

その他 1,906 3,180 

営業外費用合計 37,839 35,227 

経常利益 1,191,403 1,109,347 

特別利益 

固定資産売却益 ※1 － ※1 74 

投資有価証券売却益 － 38 

貸倒引当金戻入額 454 9,418 

特別利益合計 454 9,530 

特別損失 

固定資産売却損 ※2 1,331 ※2 678 

固定資産除却損 ※3 7,336 ※3 853 

投資有価証券売却損 － 20 

投資有価証券評価損 － 23,336 

解約清算損 － 11,330 

過年度受託業務解約損 ※4 63,000 ※4 － 

事業所移転費用 － 22,373 

貸倒引当金繰入額 9,700 800 

特別損失合計 81,367 59,392 

税金等調整前当期純利益 1,110,490 1,059,486 

法人税、住民税及び事業税 439,570 405,448 

法人税等調整額 66,108 77,744 

法人税等合計 505,678 483,192 

少数株主利益 △9,828 △12,795 

当期純利益 594,983 563,497 
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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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 591,541 591,541

当期変動額

新株の発行 － 803

当期変動額合計 － 803

当期末残高 591,541 592,344

資本剰余金

前期末残高 544,943 544,942

当期変動額

新株の発行 － 803

自己株式の処分 △0 △26

当期変動額合計 △0 776

当期末残高 544,942 545,719

利益剰余金

前期末残高 4,139,713 4,598,311

当期変動額

剰余金の配当 △136,385 △141,096

当期純利益 594,983 563,497

当期変動額合計 458,598 422,401

当期末残高 4,598,311 5,020,712

自己株式

前期末残高 △322,030 △429,119

当期変動額

自己株式の取得 △107,106 △778

自己株式の処分 17 105

当期変動額合計 △107,089 △673

当期末残高 △429,119 △429,792

株主資本合計

前期末残高 4,954,167 5,305,676

当期変動額 

新株の発行 － 1,607

剰余金の配当 △136,385 △141,096

当期純利益 594,983 563,497

自己株式の取得 △107,106 △778

自己株式の処分 16 78

当期変動額合計 351,508 423,308

当期末残高 5,305,676 5,728,984
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 76,821 △20,103

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △96,925 3,592

当期変動額合計 △96,925 3,592

当期末残高 △20,103 △16,511

為替換算調整勘定

前期末残高 3,193 2,834

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △358 △9,521

当期変動額合計 △358 △9,521

当期末残高 2,834 △6,686

評価・換算差額等合計

前期末残高 80,015 △17,268

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △97,284 △5,929

当期変動額合計 △97,284 △5,929

当期末残高 △17,268 △23,198

少数株主持分

前期末残高 125,748 130,582

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,834 59,438

当期変動額合計 4,834 59,438

当期末残高 130,582 190,020

純資産合計

前期末残高 5,159,931 5,418,989

当期変動額

新株の発行 － 1,607

剰余金の配当 △136,385 △141,096

当期純利益 594,983 563,497

自己株式の取得 △107,106 △778

自己株式の処分 16 78

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92,450 53,509

当期変動額合計 259,057 476,817

当期末残高 5,418,989 5,895,807
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 1,110,490 1,059,486 

減価償却費 147,746 149,307 

固定資産除却損 7,336 853 

固定資産売却損益（△は益） 1,331 604 

投資有価証券評価損益（△は益） － 23,336 

のれん償却額 63,876 99,764 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,830 △4,420 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,627 △8,100 

受注損失引当金の増減額（△は減少） △26,485 339 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △87,867 △97,383 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,038 23,297 

受取利息及び受取配当金 △14,612 △64,459 

支払利息 18,666 14,646 

為替差損益（△は益） 821 △951 

売上債権の増減額（△は増加） △58,010 39,974 

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,787 28,818 

仕入債務の増減額（△は減少） △36,956 △30,107 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7,782 15,764 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △60,434 9,731 

その他 38,815 41,752 

小計 1,220,785 1,302,254 

利息及び配当金の受取額 14,364 64,198 

利息の支払額 △18,921 △14,479 

法人税等の支払額 △420,897 △438,246 

営業活動によるキャッシュ・フロー 795,331 913,727 

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収入 50,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △97,096 △65,795 

有形固定資産の売却による収入 111 1,679 

投資有価証券の取得による支出 △636 △600 

投資有価証券の売却による収入 － 242 

無形固定資産の取得による支出 △33,033 △39,320 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

※２ － ※２ △339,978 

貸付けによる支出 △1,077 △3,570 

貸付金の回収による収入 1,567 1,406 

その他 6,458 3,927 

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,706 △442,008 
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（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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） △228,000 △100,000 

長期借入れによる収入 － 300,000 

長期借入金の返済による支出 △83,908 △58,450 

社債の償還による支出 △125,420 △119,420 

株式の発行による収入 － 1,607 

リース債務の返済による支出 － △526 

自己株式の取得による支出 △107,106 △778 

自己株式の売却による収入 16 78 

配当金の支払額 △135,942 △140,739 

少数株主への配当金の支払額 △3,753 △4,722 

財務活動によるキャッシュ・フロー △684,113 △122,951 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,447 △4,230 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,064 344,536 

現金及び現金同等物の期首残高 1,494,385 1,530,449 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,530,449 ※１ 1,874,986 
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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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 子会社は、株式会社ソフトウエア・デ

ィベロプメント、株式会社プライド、株

式会社日本カルチャソフトサービス及び

艾迪系統開発（武漢）有限公司の４社で

あり連結対象としております。 

子会社は、株式会社ソフトウエア・デ

ィベロプメント、株式会社プライド、株

式会社日本カルチャソフトサービス、株

式会社シィ・エイ・ティ及び艾迪系統開

発（武漢）有限公司の５社であり連結対

象としております。 

なお、株式会社シィ・エイ・ティの株

式を平成20年８月に2,817株、平成20年

９月に50株取得（計2,867株、所有割合

59.5％）し、株式会社シィ・エイ・ティ

を当連結会計年度より連結の範囲に含め

ております。

２ 持分法の適用に関する事

項

非連結子会社及び関連会社がないた

め、持分法の適用会社はありません。

同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社４社のうち３社の決算日は

連結決算日と一致しております。また、

１社（艾迪系統開発（武漢）有限公司）

の決算日については12月31日であります

が、連結決算日との差異が３ヶ月を超え

ないため、当該子会社の同日現在の財務

諸表を使用しております。なお、連結決

算日との間で生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っております。

連結子会社５社のうち４社の決算日は

連結決算日と一致しております。また、

１社（艾迪系統開発（武漢）有限公司）

の決算日については12月31日であります

が、連結決算日との差異が３ヶ月を超え

ないため、当該子会社の同日現在の財務

諸表を使用しております。なお、連結決

算日との間で生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っております。

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

・その他有価証券

時価のあるもの

…決算末日の市場価格等に基づく

時価法。(評価差額は、全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算

定)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

・その他有価証券

時価のあるもの

     同左

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

     同左

 

② たな卸資産

・商品……… 総平均法による 

原価法

・仕掛品…… 個別法による原価法

・貯蔵品…… 終仕入原価法

② たな卸資産

・商品……… 総平均法による原価

法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方

法により算定） 

・仕掛品…… 同左

・貯蔵品…… 同左

（会計方針の変更）

当連結会計年度より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。

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に与える

影響はありません。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方
法

① 有形固定資産 
……定率法
なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と
同一の基準によっております。
ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除く)
については、定額法を採用しており
ます。
なお、平成10年４月１日以降取得

した取得価額10万円以上20万円未満
の資産については、３年間で均等償
却する方法を採用しております。
（会計方針の変更）
当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正（（所得税法等の一部を
改正する法律 平成19年３月30日
法律第６号）及び（法人税法施行令
の一部を改正する政令 平成19年３
月30日 政令第83号））に伴い、当
連結会計年度より、平成19年４月１
日以降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に与える
影響は軽微であります。
（追加情報）
当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正（（所得税法等の一部を
改正する法律 平成19年３月30日
法律第６号）及び（法人税法施行令
の一部を改正する政令 平成19年３
月30日 政令第83号））に伴い、平
成19年３月31日以前に取得した資産
については、改正前の法人税法に基
づく減価償却の方法の適用により取
得価額の５％に到達した連結会計年
度の翌連結会計年度より、取得価額
の５％相当額と備忘価額との差額を
５年間にわたり均等償却し、減価償
却費に含めて計上しております。
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に与える
影響は軽微であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方
法

① 有形固定資産 
（リース資産を除く）……定率法
なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と
同一の基準によっております。
ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除く)
については、定額法を採用しており
ます。
なお、平成10年４月１日以降取得

した取得価額10万円以上20万円未満
の資産については、３年間で均等償
却する方法を採用しております。

② 無形固定資産 
……定額法
なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に
よっております。
ただし、自社利用のソフトウエア

については、社内における利用可能
期間(５年間)に基づく定額法、市場
販売目的のソフトウエアについて
は、見込販売数量に基づく償却額と
残存有効期間（３年間）に基づく均
等配分額のいずれか大きい額を計上
する方法によっております。

② 無形固定資産 
（リース資産を除く）

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――― ③ リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース

取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する

減価償却方法と同一の方法を採用
しております。

・所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用し
ております。
なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取
引開始日が平成20年３月31日以前
のリース取引については、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理によっております。

③ 長期前払費用……定額法
なお、償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に
よっております。

④ 長期前払費用
同左

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

従業員（取締役でない執行役員を

含む）の賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上しております。

② 賞与引当金

同左

③ 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当

連結会計年度末における期末要支給

額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

同左

④ 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備え

るため、当連結会計年度末における

受注契約に係る損失見込額を計上し

ております。

④ 受注損失引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

⑤ 退職給付引当金
従業員（取締役でない執行役員を

含む）の退職給付に備えるため、当
連結会計年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、
当連結会計年度末において発生して
いる額を計上しております。
過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（12年）による定額
法により損益処理しております。
数理計算上の差異については、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(12年)による定率法により、翌
連結会計年度より損益処理しており
ます。
（追加情報）
当社及び連結子会社１社は、平成

19年10月１日に税制適格退職年金制
度をポイント制キャッシュバランス
型の確定給付年金制度へ移行し、
「退職給付制度間の移行等に関する
会計処理」（企業会計基準適用指針
第１号）を適用しております。本移
行に伴い、退職給付債務が198,116
千円減少し、当該減少額は過去勤務
債務として、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数
（12年）による定額法により処理し
ております。
これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞ
れ18,379千円増加しております。
また、数理計算上の差異の処理年

数は従来14年としておりましたが、
従業員の平均残存勤務期間が短縮さ
れたため、当連結会計年度より12年
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に与える
影響は軽微であります。

⑤ 退職給付引当金
従業員（取締役でない執行役員を

含む）の退職給付に備えるため、当
連結会計年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、
当連結会計年度末において発生して
いる額を計上しております。
過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（12年）による定額
法により損益処理しております。
数理計算上の差異については、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(12年)による定率法により、翌
連結会計年度より損益処理しており
ます。
（追加情報）
連結子会社１社は、平成21年１月

１日に税制適格退職年金制度をポイ
ント制キャッシュバランス型の確定
給付年金制度へ移行し、「退職給付
制度間の移行等に関する会計処理」
（企業会計基準適用指針第１号）を
適用しております。本移行に伴い、
退職給付債務が78,940千円増加し、
当該増加額は過去勤務債務として、
その発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（12年）によ
る定額法により処理しております。
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に与える
影響は軽微であります。

⑥ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を
計上しております。

⑥ 役員退職慰労引当金
同左

(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。

(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

同左

(5) 重要なリース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ
ナンス・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。

(5) 重要なリース取引の処理方法
――――――――
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(6) 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。

(6) 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

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６ 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年間及び

10年間で均等償却しております。

同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、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。

同左
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(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】

(会計処理の変更)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――― （リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

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

純利益に与える影響はありません。

―――――――― （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。

(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――― （連結貸借対照表）

「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20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「仕掛品」として掲記

しております。

―――――――― （連結損益計算書）

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取

保険金及び配当金」および「保険事務手数料」は、営

業外収益の総額の100分の10以下となったため、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」に含まれている

「受取保険金及び配当金」は7,472千円、「保険事務手

数料」は3,769千円であります。
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(8)【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20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため

取引銀行４行と貸出コミットメントライン契約を締

結しております。 

 この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントラインの総額 1,000,000千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 700,000千円

※１ 当社は、資金調達の機動性と効率性を高めるため

取引銀行４行と貸出コミットメントライン契約を締

結しております。 

 この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントラインの総額 1,000,000千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 700,000千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１       ―――――――― ※１ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりでありま

す。

車両運搬具 74千円

※２ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

車両運搬具 78千円

工具、器具及び備品 1,252千円

計 1,331千円

※２ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

車両運搬具 285千円

工具、器具及び備品 392千円

計 678千円

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 3,125千円

工具、器具及び備品 1,413千円

ソフトウエア 2,797千円

計 7,336千円

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 520千円

工具、器具及び備品 292千円

ソフトウエア 41千円

計 853千円

※４ 過年度受託業務解約損

連結子会社（株）日本カルチャソフトサービス

が、過年度において受託開発を行ったソフトウエア

開発業務に関し、受託業務解約に伴い顧客より請求

された損失負担額であります。

※４       ――――――――
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 (注) １．普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
２．普通株式の自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  
  

該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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

前連結会計年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株)

当連結会計年度 

減少株式数(株)

当連結会計年度 

末株式数(株)

発行済株式

普通株式 8,026,675 ― ― 8,026,675

合計 8,026,675 ― ― 8,026,675

自己株式

普通株式(注)1,2 449,720 150,860 24 600,556

合計 449,720 150,860 24 600,556

自己株式買付けによる増加 150,000株

単元未満株式の買取請求による増加 860株

単元未満株式の売渡請求による減少 24株

２ 新株予約権等に関する事項

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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19年６月26日 

定時株主総会
普通株式 136,385 18 平成19年３月31日 平成19年６月27日

(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

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり 

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成20年６月24日 

定時株主総会
普通株式 141,096 利益剰余金 19 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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 (注) １．普通株式の発行済株式総数の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
２．普通株式の自己株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 
３．普通株式の自己株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 
  
  

該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21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

前連結会計年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株)

当連結会計年度 

減少株式数(株)

当連結会計年度 

末株式数(株)

発行済株式

普通株式(注)1 8,026,675 2,860 ― 8,029,535

合計 8,026,675 2,860 ― 8,029,535

自己株式

普通株式(注)2,3 600,556 1,257 147 601,666

合計 600,556 1,257 147 601,666

ストックオプション権利行使による増加 2,860株

単元未満株式の買取請求による増加 1,257株

単元未満株式の売渡請求による減少 147株

２ 新株予約権等に関する事項

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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20年６月24日 

定時株主総会
普通株式 141,096 19 平成20年３月31日 平成20年６月25日

(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

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
配当の原資

１株当たり 

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成21年６月24日 

定時株主総会
普通株式 141,129 利益剰余金 19 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成

20年４月１日 至 平成21年３月31日）において、情報サービス事業の売上高、営業利益及び資産の

金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％を超えており、その他の事業には重要性がないため、事業の種類別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成

20年４月１日 至 平成21年３月31日）において、本邦の売上高及び資産の合計に占める割合が90％

を超えているため、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19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成

20年４月１日 至 平成21年３月31日）において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、

海外売上高の記載を省略しております。 

  

(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19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21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

(平成20年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,550,449千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金
△20,000千円

現金及び現金同等物 1,530,449千円

※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21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,894,986千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金
△20,000千円

現金及び現金同等物 1,874,986千円

※２       ――――――――

 

※２ 株式の取得により新たに株式会社シィ・エイ・テ

ィを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債

の内訳並びに株式の取得価額と取得に伴う支出（純

額との関係）

流動資産 141,567千円

固定資産 22,617千円

のれん 358,876千円

流動負債 38,042千円

少数株主持分 51,033千円

小計 433,986千円

株式会社シィ・エイ・ティの当連
結会計年度の取得価額

433,986千円

株式会社シィ・エイ・ティの現金
及び現金同等物

94,007千円

差引：株式会社シィ・エイ・ティ
の取得に伴う支出

339,978千円

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額

相当額

(千円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円)

期末残高

相当額

(千円)

工具、器具 

及び備品
79,360 54,490 24,869

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額

１年以内 15,203千円

１年超 10,593千円

合計 25,796千円

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 16,612千円

減価償却費相当額 15,655千円

支払利息相当額 781千円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

 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。

 (5) 利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。

 (減損損失について) 

  リース資産に配分された減損損失はありません。

 

 

 

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

データ入力事業における生産設備（工具、器具 

及び備品）であります。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであり

ます。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取得開始日が、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、その内容は次の通りで

あります。

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額

相当額

(千円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(千円)

期末残高

相当額

(千円)

工具、器具 

及び備品
79,360 69,221 10,138

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額

１年以内 10,593千円

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 15,616千円

減価償却費相当額 14,730千円

支払利息相当額 413千円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

 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。

 (5) 利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。

 (減損損失について) 

  リース資産に配分された減損損失はありません。
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(注) １．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等を含んでおります。 

２．データ入力等の受託取引は、宮部善彦氏が、第三者（みずほ代行ビジネス株式会社）の代表者として行った

取引であり、その取引条件につきましては、一般取引条件を参考にして交渉により決定しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10

月17日）及び「関連当事者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13号 平

成18年10月17日）を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

 
(注) １．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等を含んでおります。 

２．データ入力等の受託取引は、宮部善彦氏が、第三者（みずほ代行ビジネス株式会社）の代表者として行った

取引であり、その取引条件につきましては、一般取引条件を参考にして交渉により決定しております。 

  

  

  

  

【関連当事者情報】

  (1) 役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有(被 
所有)割合

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及 
びその 
近親者

宮部 善彦 ― ―

当社監査役 
みずほ代行
ビジネス株
式会社取締
役社長

 ― ― ―
データ入力等
の受託

710,717 売掛金 58,709

  (追加情報) 

  関連当事者との取引 

   連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

  (1) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員及 
びその 
近親者

宮部 善彦 ― ―

当社監査役
みずほ代行
ビジネス株
式会社取締
役社長

― ―
データ入力
等の受託

695,167 売掛金 24,325
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前連結会計年度(平成20年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した有価証券については、期末後１年以内に時価

が取得原価にほぼ近い水準に回復することを合理的な根拠で予測できる場合を除きすべて減損処理を行い、

30～50％程度下落した有価証券については、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行うこととしております。 

  

  ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

  

(有価証券関係)

種類
取得原価 
（千円）

連結決算日におけ
る連結貸借対照表
計上額

（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上 

額が取得原価を超え 

るもの

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他

125,299

―

16,245

149,127 

― 

20,197

23,827

―

3,951

小計 141,545 169,324 27,778

連結貸借対照表計上 

額が取得原価を超え 

ないもの

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他

316,629

―

7,638

261,172 

― 

5,981

△55,457

―

△1,657

小計 324,268 267,153 △57,115

合計 465,814 436,477 △29,336

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

   非上場株式 59,054
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当連結会計年度(平成21年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において、その他有価

証券で時価のあるものについて23,336千円減損処理を行っております。 

なお、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した有価証券については、期末後１年以内に時価

が取得原価にほぼ近い水準に回復することを合理的な根拠で予測できる場合を除きすべて減損処理を行い、

30～50％程度下落した有価証券については、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行うこととしております。 

  

  ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

種類
取得原価 
（千円）

連結決算日におけ
る連結貸借対照表
計上額

（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上 

額が取得原価を超え 

るもの

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他

108,393

―

8,292

125,886

―

8,400

17,493

―

108

小計 116,685 134,286 17,601

連結貸借対照表計上 

額が取得原価を超え 

ないもの

(1)株式 

(2)債券 

(3)その他

314,213

―

12,215

277,717

―

8,436

△36,495

―

△3,779

小計 326,429 286,154 △40,274

合計 443,114 420,441 △22,673

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

   非上場株式                                     59,054
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１ 採用している退職給付制度の概要 

当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、ポイント制キャッシュバランス型の企業年金制
度および退職一時金制度を設けております。 
 なお、当社の執行役員（取締役である執行役員を除く）につきましては、確定給付型の制度として、
退職一時金制度を設けております。 
 また、連結子会社１社は平成21年１月１日に税制適格退職年金制度をポイント制キャッシュバランス
型の確定給付年金制度へ移行致しました。 
  

２ 退職給付債務等の内容 

(1) 退職給付債務に関する事項 

 
  (注)１ 執行役員(取締役である執行役員を除く)の期末要支給額については、①退職給付債務に計上しております。

    ２ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

(2) 退職給付費用に関する事項 

 
(注) 執行役員（取締役である執行役員を除く）の退職給付費用及び簡便法を採用しております。連結子会社の退職

給付費用は、①勤務費用に計上しております。 

  

(3) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

(退職給付関係)

前連結会計年度 

(平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(平成21年３月31日)

① 退職給付債務 

② 年金資産

△2,758,513千円

1,980,913千円

△2,971,908千円

1,913,068千円

③ 未積立退職給付債務 

④ 未認識数理計算上の差異 

⑤ 未認識過去勤務債務

△777,599千円

144,588千円

△189,861千円

△1,058,840千円

429,408千円

△96,055千円

⑥ 連結貸借対照表計上額純額 

⑦ 前払年金費用

△822,871千円

―千円

△725,488千円

―千円

⑧ 退職給付引当金 △822,871千円 △725,488千円

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日

至 平成20年３月31日)

(自 平成20年４月１日

至 平成21年３月31日)

 

  

 

① 勤務費用 

② 利息費用

211,736千円

67,745千円

222,924千円

68,480千円

③ 期待運用収益 

④ 数理計算上の差異の費用処理額

△62,290千円

△30,729千円

△59,426千円

25,303千円

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 △8,255千円 △14,865千円

⑥ 退職給付費用 178,207千円 242,415千円

前連結会計年度 

(平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(平成21年３月31日)

① 割引率 

② 期待運用収益率

2.5％

3.0％

同左

同左

③ 退職給付見込額の期間配分方法 

④ 数理計算上の差異の処理年数

期間定額基準

12年

同左

同左

(発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数による定率法により、翌連結会計年度から費用処理)

⑤ 過去勤務債務の処理年数 12年 同左

(発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数による定額法により、費用処理)
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   前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 
該当事項はありません。 

  

   当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 
（株式会社シィ・エイ・ティの株式取得） 
１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日、企業結合の法的形式、

結合後企業の名称及び取得した議決権比率 

 
  
２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

平成20年10月１日から平成21年３月31日 
  
３．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳、取得した事業の取得

原価及びその内訳、発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

 
(注) １．取得した事業の取得原価は全て現金です。 

２．のれんの発生原因は、今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したも
のであります。 

３．のれんの償却については、５年間で均等償却しております。 
  
４．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計

算書に及ぼす影響の概算額 
当該影響は軽微なため、記載を省略しています。 

  

(企業結合等関係)

被取得企業の名称 株式会社シィ・エイ・ティ

取得した事業の内容 書類電子化、図面電子化、データ入力等のデジタルソリューション事業

企業結合を行った理由 ＢＰＯ業務の領域拡大と成長

企業結合日 平成20年８月20日

企業結合の法的形式 株式取得

結合後企業の名称 株式会社シィ・エイ・ティ

取得した議決権比率 59.5％

区分 金額（千円）

流動資産 141,567

固定資産 22,617

のれん 358,876

流動負債 38,042

少数株主持分 51,033

取得した事業の取得原価 433,986
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(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

 
  

 
  

税効果会計関係、デリバティブ取引関係、ストック・オプション等関係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ます。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１株当たり純資産額 712.14円

１株当たり当期純利益 79.58円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
79.37円

１株当たり純資産額 768.16円

１株当たり当期純利益 75.87円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
75.82円

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 １株当たり当期純利益

当期純利益 594,983千円 563,497千円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 594,983千円 563,497千円

期中平均株式数 普通株式       7,476,278株 普通株式       7,427,010株

 潜在株式調整後１株当たり 

 当期純利益

当期純利益調整額 ― ―

普通株式増加数 19,921株 4,793株

（うち新株予約権方式によるス

トックオプション）
(19,921株) (4,793株)

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株引受権

株主総会の特別決議日 潜在株式の数

平成12年６月29日 35,000株

平成13年６月28日 66,500株
 

新株引受権

株主総会の特別決議日 潜在株式の数

平成13年６月28日 61,500株

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――― 重要な事業の譲受について

当社は、平成21年３月10日開催の当社取締役会決議に

基づき、ＮＳＫ株式会社と平成21年３月10日付にて事業

譲渡契約を締結し、同社の事業の一部である手形交換業

務およびデータエントリーサポート業務について、平成

21年４月１日をもって譲受いたしました。

１．譲受ける相手会社

の名称

: ＮＳＫ株式会社

２．譲受ける事業内容 : 手形交換業務、データエント

リーサポート業務

３．譲受の時期 : 平成21年４月１日

４．譲受価額 : 73百万円

(開示の省略)
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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20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 724,650 1,087,069 

売掛金 1,862,007 1,876,194 

仕掛品 207,289 167,635 

前払費用 60,718 55,236 

繰延税金資産 236,766 260,108 

短期貸付金 1,000 1,164 

その他 2,783 30,332 

流動資産合計 3,095,215 3,477,740 

固定資産 

有形固定資産 

建物 1,474,266 1,473,113 

減価償却累計額 △800,706 △833,942 

建物（純額） 673,560 639,171 

構築物 22,588 23,586 

減価償却累計額 △18,976 △19,617 

構築物（純額） 3,612 3,969 

車両運搬具 17,846 15,405 

減価償却累計額 △11,230 △8,843 

車両運搬具（純額） 6,615 6,561 

工具、器具及び備品 243,231 218,820 

減価償却累計額 △179,247 △164,479 

工具、器具及び備品（純額） 63,983 54,340 

土地 1,686,795 1,686,795 

有形固定資産合計 2,434,568 2,390,839 

無形固定資産 

のれん 2,447 1,631 

ソフトウエア 82,298 77,817 

電話加入権 6,878 6,878 

電信電話専用施設利用権 187 155 

無形固定資産合計 91,812 86,483 

投資その他の資産 

投資有価証券 480,205 469,545 

関係会社株式 928,020 1,388,611 

出資金 100 100 

長期貸付金 － 2,000 

長期前払費用 5,995 3,402 

繰延税金資産 474,697 433,004 

差入保証金 317,089 277,061 

施設利用会員権 107,800 53,800 

長期預金 100,000 100,000 

その他 63,663 65,428 

貸倒引当金 △95,750 △42,550 

投資その他の資産合計 2,381,821 2,750,404 

固定資産合計 4,908,202 5,227,726 

資産合計 8,003,418 8,705,467 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 313,888 338,806 

短期借入金 400,000 400,000 

1年内返済予定の長期借入金 － 100,200 

未払金 139,104 129,954 

未払費用 221,588 193,379 

未払法人税等 260,126 270,606 

未払消費税等 76,793 92,973 

預り金 37,610 38,405 

前受収益 112 112 

賞与引当金 427,260 502,871 

役員賞与引当金 21,900 20,850 

受注損失引当金 － 936 

流動負債合計 1,898,383 2,089,095 

固定負債 

長期借入金 － 141,350 

退職給付引当金 619,417 542,752 

役員退職慰労引当金 416,873 437,312 

その他 15,768 15,802 

固定負債合計 1,052,060 1,137,217 

負債合計 2,950,443 3,226,312 

純資産の部 

株主資本 

資本金 591,541 592,344 

資本剰余金 

資本準備金 542,489 543,293 

その他資本剰余金 2,453 2,426 

資本剰余金合計 544,942 545,719 

利益剰余金 

利益準備金 43,687 43,687 

その他利益剰余金 

プログラム等準備金 28,044 12,574 

別途積立金 3,610,000 3,910,000 

繰越利益剰余金 680,593 818,754 

利益剰余金合計 4,362,324 4,785,016 

自己株式 △429,119 △429,792 

株主資本合計 5,069,689 5,493,288 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △16,714 △14,133 

評価・換算差額等合計 △16,714 △14,133 

純資産合計 5,052,974 5,479,154 

負債純資産合計 8,003,418 8,705,467 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

情報サービス売上高 13,257,371 13,725,565 

商品売上高 258,537 262,393 

その他の売上高 8,258 7,016 

売上高合計 13,524,167 13,994,975 

売上原価 

情報サービス売上原価 10,772,751 11,170,271 

商品売上原価 234,277 210,142 

売上原価合計 11,007,028 11,380,414 

売上総利益 2,517,138 2,614,560 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 102,150 107,100 

給料及び手当 663,895 711,259 

賞与 95,692 96,239 

賞与引当金繰入額 46,816 56,660 

役員賞与引当金繰入額 21,900 20,850 

退職給付費用 16,614 25,300 

役員退職慰労引当金繰入額 21,042 23,471 

法定福利及び厚生費 132,353 140,170 

交際費 28,648 27,571 

教育研修費 33,162 34,235 

地代家賃 113,769 118,558 

業務委託費 66,110 55,699 

減価償却費 56,197 60,250 

その他 238,259 264,059 

販売費及び一般管理費合計 1,636,613 1,741,425 

営業利益 880,524 873,134 

営業外収益 

受取利息 805 704 

受取配当金 20,251 75,558 

業務受託料 30,330 40,050 

その他 14,304 23,354 

営業外収益合計 65,691 139,666 

営業外費用 

支払利息 6,423 9,075 

コミットメントライン手数料 17,265 17,400 

その他 634 262 

営業外費用合計 24,324 26,738 

経常利益 921,892 986,063 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

固定資産売却益 － 74 

貸倒引当金戻入額 454 9,418 

特別利益合計 454 9,492 

特別損失 

固定資産売却損 1,331 678 

固定資産除却損 2,271 468 

投資有価証券評価損 － 15,836 

事業所移転費用 － 22,373 

貸倒引当金繰入額 9,700 800 

特別損失合計 13,303 40,156 

税引前当期純利益 909,043 955,398 

法人税、住民税及び事業税 409,343 375,030 

法人税等調整額 △24,570 16,580 

法人税等合計 384,772 391,610 

当期純利益 524,270 563,788 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 591,541 591,541 

当期変動額 

新株の発行 － 803 

当期変動額合計 － 803 

当期末残高 591,541 592,344 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 542,489 542,489 

当期変動額 

新株の発行 － 803 

当期変動額合計 － 803 

当期末残高 542,489 543,293 

その他資本剰余金 

前期末残高 2,453 2,453 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 △26 

当期変動額合計 △0 △26 

当期末残高 2,453 2,426 

資本剰余金合計 

前期末残高 544,943 544,942 

当期変動額 

新株の発行 － 803 

自己株式の処分 △0 △26 

当期変動額合計 △0 776 

当期末残高 544,942 545,719 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 43,687 43,687 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 43,687 43,687 

その他利益剰余金 

プログラム等準備金 

前期末残高 55,233 28,044 

当期変動額 

プログラム等準備金の取崩 △27,189 △15,470 

当期変動額合計 △27,189 △15,470 

当期末残高 28,044 12,574 

特別償却準備金 

前期末残高 2,100 － 

当期変動額 

特別償却積立金の取崩 △2,100 － 

当期変動額合計 △2,100 － 

当期末残高 － － 

別途積立金 

前期末残高 3,310,000 3,610,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 300,000 300,000 

当期変動額合計 300,000 300,000 

当期末残高 3,610,000 3,910,000 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 563,417 680,593 

当期変動額 

プログラム等準備金の取崩 27,189 15,470 

特別償却準備金の取崩 2,100 － 

別途積立金の積立 △300,000 △300,000 

剰余金の配当 △136,385 △141,096 

当期純利益 524,270 563,788 

当期変動額合計 117,175 138,161 

当期末残高 680,593 818,754 

利益剰余金合計 

前期末残高 3,974,439 4,362,324 

当期変動額 

プログラム等準備金の取崩 － － 

特別償却準備金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △136,385 △141,096 

当期純利益 524,270 563,788 

当期変動額合計 387,885 422,691 

当期末残高 4,362,324 4,785,016 

自己株式 

前期末残高 △322,030 △429,119 

当期変動額 

自己株式の取得 △107,106 △778 

自己株式の処分 17 105 

当期変動額合計 △107,089 △673 

当期末残高 △429,119 △429,792 

株主資本合計 

前期末残高 4,788,893 5,069,689 

当期変動額 

新株の発行 － 1,607 

剰余金の配当 △136,385 △141,096 

当期純利益 524,270 563,788 

自己株式の取得 △107,106 △778 

自己株式の処分 16 78 

当期変動額合計 280,795 423,598 

当期末残高 5,069,689 5,493,288 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 75,084 △16,714 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △91,799 2,580 

当期変動額合計 △91,799 2,580 

当期末残高 △16,714 △14,133 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 75,084 △16,714 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △91,799 2,580 

当期変動額合計 △91,799 2,580 

当期末残高 △16,714 △14,133 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 4,863,978 5,052,974 

当期変動額 

新株の発行 － 1,607 

剰余金の配当 △136,385 △141,096 

当期純利益 524,270 563,788 

自己株式の取得 △107,106 △778 

自己株式の処分 16 78 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △91,799 2,580 

当期変動額合計 188,996 426,179 

当期末残高 5,052,974 5,479,154 
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該当事項はありません。 

  

代表取締役専務 山川 利雄（現 専務取締役兼専務執行役員） 

１.新任監査役候補 

  常勤監査役  若松 和男（現 経営監査室長） 

２.退任予定監査役 

  常勤監査役  尾﨑 禮巳 

  

    当連結会計年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
 (注)１ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

   当連結会計年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
 (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

   当連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
３ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】

6. その他

(1) 役員の異動

① 代表者の異動（平成21年６月24日付予定）

② その他の役員の異動（平成21年６月24日付予定）

(2)生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

事業部門 生産高(千円) 前年同期比(％)

システム運営管理 9,618,476 104.5

ソフトウエア開発 6,673,121 98.2

データ入力 1,489,711 117.5

その他 340,733 94.7

合計 18,122,043 102.8

② 受注実績

事業部門 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

システム運営管理 9,717,060 98.6 1,013,581 107.0

ソフトウエア開発 6,682,716 98.0 325,058 102.4

データ入力 1,596,883 126.0 125,699 588.6

合計 17,996,660 100.3 1,464,338 113.9

③ 販売実績

事業部門 販売高(千円) 前年同期比(％)

システム運営管理 9,650,741 104.9

ソフトウエア開発 6,674,948 96.9

データ入力 1,492,541 118.1

その他 639,795 94.5

合計 18,458,027 102.4

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社みずほトラストシステムズ 2,879,281 16.0 3,068,131 16.6
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