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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 3,497 △7.6 680 16.6 730 14.5 207 △41.0
21年3月期 3,783 △8.7 583 △8.3 638 △7.7 352 △45.2

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 ％ ％ ％

22年3月期 50.03 ― 3.3 10.2 19.5
21年3月期 83.51 ― 5.6 9.0 15.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 7,257 6,262 86.3 1,507.61
21年3月期 7,050 6,339 89.9 1,526.00

（参考） 自己資本   22年3月期  6,262百万円 21年3月期  6,339百万円

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

22年3月期 1,211 767 △295 4,665
21年3月期 793 △644 △321 2,981

2.  配当の状況 

（注）平成21年3月期 期末配当金の内訳 普通配当28円00銭 記念配当15円00銭 

1株当たり配当金 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 ％ ％

21年3月期 ― 28.00 ― 43.00 71.00 297 85.0 4.7
22年3月期 ― 28.00 ― 28.00 56.00 232 111.9 3.7
23年3月期 

（予想）
― 28.00 ― 28.00 56.00 80.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

1,930 0.1 430 △4.3 442 △10.2 256 6.3 61.62

通期 3,500 0.1 484 △28.9 500 △31.6 290 39.5 69.81

－1－



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) 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、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、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 4,250,000株 21年3月期 4,250,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  95,958株 21年3月期  95,908株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 3,258 △3.2 689 △0.8 747 △2.1 265 14.8
21年3月期 3,364 △5.1 695 5.8 763 4.6 231 △68.8

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

22年3月期 64.01 ―
21年3月期 54.93 ―

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

22年3月期 7,256 6,297 86.8 1,516.07
21年3月期 7,020 6,316 90.0 1,520.54

（参考） 自己資本 22年3月期  6,297百万円 21年3月期  6,316百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載の業績予想数値は、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の内外の経済情勢、
事業運営における状況変化、あるいは見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等さまざまな要因によって、実際の業績は予想数値と大きく異なる
結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には、将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

1,780 △2.2 430 △8.6 447 △13.6 259 △15.2 62.34

通期 3,200 △1.8 460 △33.3 485 △35.2 280 5.3 67.40

－2－



１．経営成績  

(1）経営成績に関する分析 

〔当期の経営成績〕 

  

平成22年３月期の連結業績の概要 

（単位：百万円） 

（注）記載金額は単位未満を切捨て表示しております。 

  

当連結会計年度（以下、当期）におけるわが国経済は、世界的な金融危機による景気後退から、

輸出や生産など一部で回復の動きが見られはじめたものの、企業業績の低迷や設備投資の抑制に加

え、雇用や所得環境にも改善が見られず、年間を通じて厳しい状況で推移しました。 

  

情報サービス産業を取り巻く環境を見ますと、IT投資の大幅な削減はようやく落ち着きつつあ

り、ITを活用した業務効率化やコスト削減等に加え、業績拡大、競争力強化等を目的とする新たな

IT投資の需要も立ち上がりはじめましたが、投資効果を慎重に見極めようとする企業姿勢は変わら

ず、厳しい受注環境で推移しました。 

  

このような状況のもと、当社グループは多様化するニーズに応える組織的な営業活動に努めまし

た。なかでも、顧客の関心が高まりつつあるITサービスマネジメントツール「LMIS（エルミス）」

をはじめとするオープン系製品の拡販に注力しました。さらに、顧客の課題解決に直結する運用コ

ンサルテーションやソリューション案件の受注拡大にも積極的に取り組みました。 

しかしながら、新規投資の凍結や先送りなど顧客におけるIT投資の抑制は予想以上に厳しく、プ

ロダクト事業、ソリューション事業ともに案件数が伸び悩み、売上高は34億97百万円（前年同期比

7.6％減）となりました。 

  

利益については、将来の成長へ向けた新たな事業モデルの研究や連結子会社であるBSP上海の体制

強化など戦略的な投資を実行した一方で、経費合理化運動による業務効率化に努めたこと等によっ

て販管費を削減した結果、営業利益は６億80百万円（同16.6％増）、経常利益は７億30百万円（同

14.5％増）となり、増益を達成しました。 

当期純利益については、投資有価証券評価損１億71百万円を特別損失に計上したこと等によって

２億７百万円（同41.0％減）となりました。 

また、１株当たり当期純利益は50円03銭（前年同期は83円51銭）となりました。 

  

＜プロダクト事業＞ 

当期のプロダクト事業売上は、32億63百万円（前年同期比5.6％減）となり、売上高構成比は

93.3％（前年同期は91.4％）となりました。 

  

  

  

平成22年３月期 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

平成21年３月期 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

増減率

（％） 

売上高 3,497 3,783 △7.6 

  プロダクト事業 3,263 3,456 △5.6 

  ソリューション事業 233 326 △28.5 

営業利益 680 583 16.6 

経常利益 730 638 14.5 

当期純利益 207 352 △41.0 

１株当たり当期純利益 50円03銭 83円51銭 △40.1 
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オープン系プロダクトについては、運用自動化ツール「A-AUTO（エーオート）」をはじめとする

主力製品群の販売強化に努めました。さらに、パートナー企業との連携による新規案件の開拓に注

力し30社以上の新規受注を獲得しました。 

また、次期主力製品として注力している「LMIS（エルミス）」については、事業会社だけでな

く、データセンターでの採用が進みました。 

しかしながら、市場競争の激化や受注成約までのリードタイムの長期化等が影響し、オープン系

プロダクトの売上は年間を通じて低調に推移しました。 

一方、メインフレーム系プロダクトについては、専任チームによる戦略的な提案および営業活動

が奏功し、計画を上回る売上となりました。 

なお、安定的なストック収入である、製品導入後のサポート業務による保守サービス売上は堅調

に推移しました。 

  

＜ソリューション事業＞ 

当期のソリューション事業売上は、２億33百万円（前年同期比28.5％減）となり、売上高構成比

は6.7％（前年同期は8.6％）となりました。 

ITIL®関連のライフサイクルマネジメントなどの運用改革や業務改善等に対する潜在ニーズは大き

いものの、受注競争の激化に加え、顧客内の内製化の推進等によって、コンサルテーションをはじ

めとするソリューション事業は計画を下回る売上となりました。 

他方、今期、新規顧客を含む４社で成約した「LMIS（エルミス）」の成功事例に見られるよう

に、プロダクト導入前のアセスメントからコンサルテーション、プロダクト導入におけるカスタマ

イズから運用支援まで、一貫したソリューション提案による営業活動が着実に効果をあげてきてお

ります。この結果、当期末の受注残は61百万円（前年同期比55.3％増）となりました。 

  

（注）ITIL®（IT Infrastructure Library）：ITインフラストラクチャ・ライブラリ 

ITサービスマネジメントに関する業務プロセスや手法を体系的に標準化したフレームワーク。 

1988年に英国商務省によって策定。 

  

＜研究開発費について＞ 

当期における研究開発活動は、平成21年５月に開設した新たな研究開発拠点BSP R&Dセンターにお

いて、ITサービスマネジメントツール「LMIS（エルミス）」の機能拡充とともに、当社ならではの

ユニークな製品の企画開発、さらにはクラウドコンピューティングなどのITサービス化への対応お

よび新しいビジネスモデルの調査研究等に取り組みました。 

また、BSP上海との一層の連携強化によるグループ内の開発の内製化にも注力し、ノウハウの蓄積

とともに開発期間の短縮および開発費用の削減に努めました。 

以上の結果、当期の研究開発費は２億38百万円（前年同期比43.7％減）となり、対連結売上高比

率は6.8％（前年同期は11.2％）となりました。 
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〔次期の見通し〕 

次期については、好調な外需を牽引役に景気の回復が期待されるものの、設備投資に積極的に取

り組むのは一部の業種にとどまるものと予想されます。 

こうしたなか、情報サービス業界においても、顧客企業のIT投資の本格的な回復には、なお時間

を要するものと見込まれます。 

一方で、経営環境変化に対応するためのITシステムの再構築や刷新など、投資意欲は徐々に高ま

りつつあり、さらに、サーバ等の仮想化技術を取り入れた新しいITサービスの活用に対する取り組

みが潮流となりはじめており、ニーズの多様化とともにIT市場の活性化の動きも期待されます。 

このような環境のもと、当社グループは以下の施策を通じて受注および業績拡大に取り組んでま

いります。 

  

(1）製品力の強化 

 今後ニーズ拡大が見込まれるITサービスマネジメント領域および当社が優位性を持つ運用自

動化領域に集中投資し、BSP R&Dセンターが総力を挙げて、BSPならではのユニークで競争力の

高い製品の企画開発に取り組んでまいります。 

 特に、主力製品である「A-AUTO（エーオート）」については、クラウドコンピューティング

等に積極投資を行っている大規模データセンター向けに、大規模かつ高速処理機能を一段と強

化した新バージョンの開発を予定しております。 

  

(2）受注の拡大 

①「LMIS（エルミス）」によるプロダクトおよびソリューションの受注拡大 

 ITサービスマネジメントツール「LMIS（エルミス）」を中心に、顧客の経営課題の解決に直

結する満足度の高い製品や良質なサービス提供を通じ、オープン系分野における受注拡大に努

めてまいります。 

 特に、クラウドコンピューティング等の重要なインフラ基盤であるデータセンター向けに、

その優位性を発揮しサービス品質を高めるツールとして「LMIS（エルミス）」の販売強化に取

り組んでまいります。 

  

②マイグレーション提案によるメインフレーム顧客の受注拡大 

 大手企業を中心とするメインフレームの顧客を対象に、パートナー企業との提携による、上

流工程からのマイグレーション提案等による新規案件の立ち上げと受注拡大に努めてまいりま

す。 

  

(3）海外事業の強化 

 中国での有力代理店との提携をはじめ新たな販売チャネルによる現地企業へのプロダクト販

売など中国市場でのビジネスを拡充してまいります。 

 さらに主力製品「A-AUTO（エーオート）」の多言語対応によるグローバル市場でのダウンロ

ード販売等を推進してまいります。 

  

(4）ソリューション事業の強化 

 ITシステム運用の現場で培った経験とノウハウを活かし、顧客側に立ち、顧客と一体となっ

て、方針決定の支援から運用設計、運用ツールの選定等に至るまで、顧客密着型の広範かつ質

の高いサービス提供を通じて、ソリューション事業の受注拡大に取り組んでまいります。 

  

  

また、当社グループの中期的な成長達成へ向けて、市場拡大が予測されるSaaS（サース）やクラ

ウドコンピューティング等の新技術、新サービスに対応した独自のビジネスモデルの研究開発を、

引き続き進めてまいります。 
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平成23年３月期の業績見通しについては、以下のとおり予想しております。 

  

平成23年３月期の連結業績予想 

  

第２四半期累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

  

通期（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

    

  

売上高 1,930百万円（前年同期比  0.1％増） 

営業利益 430百万円（前年同期比  4.3％減） 

経常利益 442百万円（前年同期比 10.2％減） 

四半期純利益 256百万円（前年同期比  6.3％増） 

１株当たり四半期純利益 61円62銭（前年同期比  6.3％増） 

売上高 3,500百万円（前年同期比  0.1％増） 

営業利益 484百万円（前年同期比 28.9％減） 

経常利益 500百万円（前年同期比 31.6％減） 

当期純利益 290百万円（前年同期比 39.5％増） 

１株当たり当期純利益 69円81銭（前年同期比 39.5％増） 
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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 

当期末における総資産は、前期末と比較して２億６百万円増加し72億57百万円となりました。こ

れは主に、現預金が10億82百万円増加した一方で、長期預金が３億円30百万円、繰延税金資産が１

億74百万円、未収還付法人税等が１億48百万円、ソフトウエアが96百万円、投資有価証券が90百万

円それぞれ減少したことによるものであります。 

負債合計は、前期末と比較して２億83百万円増加し９億94百万円となりました。これは主に、未

払金が89百万円、未払法人税等が１億82百万円、役員賞与引当金が12百万円それぞれ増加したこと

によるものであります。 

純資産は、前期末と比較して76百万円減少し62億62百万円となりました。これは主に、当期純利

益の計上により２億７百万円増加した一方で、配当金の支払いにより２億94百万円減少したことに

よるものであります。 

この結果、自己資本比率は86.3％（前期末は89.9％）となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下、資金）は前期末と比較して16億84百万円増加（前年

同期は１億85百万円の減少）し、46億65百万円となりました。当期における各キャッシュ・フロー

の状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は12億11百万円（前年同期比52.7％増）となりました。主な資金増加

要因は、税金等調整前当期純利益の計上５億51百万円（同2.1％増）、減価償却費２億21百万円（同

18.9％減）、投資有価証券評価損１億71百万円（同128.3％増）、法人税等の還付１億62百万円およ

び未払金の増加89百万円（前年同期は65百万円の減少）であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の増加は７億67百万円（前年同期は６億44百万円の減少）となりました。収

入の主な内容は定期預金の払戻収入（純額）９億30百万円（前年同期は預入支出（純額）５億円）

であります。支出の主な内容は、無形固定資産の取得による支出１億１百万円（同49.0％増）およ

び投資有価証券の取得支出65百万円（同160.0％増）であります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は２億95百万円となりました。支出の主な内容は、配当金の支払額２

億94百万円（同23.9％増）であります。  
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移  

（注１）キャッシュ・フロー関連指標の算出方法は以下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／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 

（注２）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

（注３）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）により算出しております。 

（注４）該当する算出数値がない場合には「─」で表記しております。 

 （注５）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象と

し、利払いにつきまし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 平成22年３月期

自己資本比率(％)  83.9  85.3  87.8  89.9  86.3

時価ベースの自己資本
比率(％) 

 282.4  107.8  58.3  46.2  63.6

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) 

.4 2,638 －  －  －  －
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、長期的な観点から企業価値の拡大に努めるとともに、株主の皆さまへ長期にわたって安

定的な利益還元を行うことを経営の重要課題として認識しております。 

配当による利益還元については、将来の成長に必要な投資、健全な財務体質の維持向上に充てる

内部留保の水準等を総合的に考慮したうえで、連結配当性向30％以上を目処として年間配当額を決

定し、中間および期末配当を継続して実施することを、上場以来の基本方針としております。 

また、株価の動向や経営環境変化への対応、資本効率の向上および配当を補完する株主の皆さま

への利益還元策の１つとして、自己株式の取得等についても適宜検討のうえ実施してまいります。 

  

①当期の配当金について 

当期の期末配当金につきましては、特別損失の計上によって当期業績が予想を下回ったものの、

利益剰余金の分配可能額等を勘案し、予定通り１株当たり28円00銭、年間配当金は１株当たり56円

00銭といたしました。この結果、当期の配当性向は111.9％となります。 

  

②次期の配当金について 

次期の配当金につきましては、大規模な開発投資を予定しておりますが、１株当たり年間56円00

銭（うち中間配当28円00銭）を予定しており、配当性向は80.2％を見込んでおります。  

  

（ご参考）１株当たり配当額および連結配当性向の推移 

 （注１）平成19年３月期より中間配当を実施しております。 

 （注２）平成21年３月期の配当額には創立15周年の記念配当（１株当り15円00銭）を含んでおります。  

  

  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 平成22年３月期 

１株当たり配当額 50円00銭 55円00銭 56円00銭 56円00銭 71円00銭 56円00銭

（うち中間配当額） － － （28円00銭） （28円00銭） （28円00銭） （28円00銭）

連結配当性向 47.0% 31.1% 41.8% 37.1% 85.0% 111.9%
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(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主な事項を記載しており

ます。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断に影

響を及ぼす可能性があると考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から記載しており

ます。 

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生防止および発生した場合

の適切な対処に努めてまいります。 

なお、本項においては将来に関する事項が含まれておりますが、本決算短信発表日（平成22年５

月７日）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特定領域向け製品への依存度が高いこと 

当期において、運用自動化関連製品の売上高は３億47百万円でプロダクト売上高の53.7％を占

めており、帳票関連製品の売上高は２億31百万円で同35.7％を占めており、これら特定領域向け

の製品への依存度が高くなっております。 

当社グループの製品の機能は、運用自動化や帳票等の機能に限られておりますが、大手メーカ

ーの中にはシステム稼働やパフォーマンス管理、ネットワーク管理、セキュリティ管理等を含め

た総合的な製品を提供しているところもあります。 

当社グループの製品は、こういった総合的な製品と比べて、運用自動化や帳票の作成管理等の

特定領域における機能が充実しておりますが、システムの運用管理を行うにあたって、顧客が総

合的な製品を選好する場合もあり、今後、こうした傾向が高まると、当社グループの経営成績に

重要な影響を与える可能性があります。 

  

②IT市場の環境変化 

a）ダウンサインジング化やオープン化の進展 

当社グループは、これまで大手企業や官公庁の基幹業務システムとして広く使用されてきた

メインフレームコンピュータに対応したメインフレーム系製品の開発販売に注力してきたこと

もあり、当期において、メインフレーム系プロダクトの売上高３億9百万円は、プロダクト売上

高６億47百万円の47.8％を占めております。 

システムのダウンサイジング化やオープン化の進展に伴って、国内のメインフレームコンピ

ュータの出荷額は減少傾向にありますが、今後、主要なハードメーカーのメインフレームコン

ピュータ出荷額が急激に減少した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があり

ます。 

また、当期の連結売上高の70.3％を占める期間使用料を含む保守サービス料は、主にメイン

フレーム系の製品に係るものであります。これらメインフレーム系の製品は、顧客企業の基幹

業務システムに組み込まれており、そのためにオペレーティングシステム（OS）の変更等に伴

う改訂や改良等の保守サービスが重要であるため、プロダクト販売に比較して安定的な収益に

なっております。 

しかしながら、企業の統廃合、IT技術革新等により従来のメインフレームコンピュータが使

用されなくなったり、当社グループが適時に適切な製品の改訂版や改良版の提供ができず、保

守サービスの解約が急激に増加した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があ

ります。 

  

b）システムのオープン化に伴う環境変化への対応 

ITシステム運用は、メインフレームコンピュータを中心としたものから、オープン系システ

ムへの移行が進んでおりますが、一方でシステムの分散化に伴う弊害も発生しております。 

当社グループは、このような変化に対応した事業を行っておりますが、IT関連技術は技術革

新のスピードが早く、それに応じて業界標準および顧客ニーズも変化するため、これらの変化

への対応が遅れた場合、市場での競争力低下を招き、当社グループの経営成績に影響を与える

可能性があります。 
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c）新製品・新サービスについて 

当社グループでは、今後とも新製品、新サービスの開発が当社グループの成長の牽引役とな

るものと考えております。 

また、クラウドコンピューティングやSaaS（サース）関連技術など近年開発された先進的な

技術についても、経営戦略における重要テーマの１つとして取り組んでおります。 

しかしながら、ソフトウェア業界の技術革新のスピードは速く、その技術革新を予測するこ

とは極めて難しいため、当社グループが常に先進技術に適合した魅力的な新製品および新サー

ビスをタイムリーに開発できるとは限りません。当社の予測の見込み違い、競合他社との競争

激化、社内体制の不備等によって技術革新や市場動向に遅れをとった場合、当社グループの経

営成績に影響を与える可能性があります。 

  

③情報セキュリティについて 

当社グループは、業務遂行上、顧客が保有する様々な機密情報を取り扱う機会が多く、慎重な

対応と厳格な情報管理体制の構築、徹底が求められております。 

このような機密情報に関し、万一、何らかの理由で紛失、破壊、漏洩等が生じた場合、当社グ

ループの社会的信用の低下や失墜、損害賠償責任の発生等により、当社グループの経営成績およ

び財政状態、事業活動等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④その他 

a）人材の獲得 

当社グループが属する情報サービス業界では、慢性的な技術者の不足が共通の課題となって

おります。また、近年では、従来のようなシステムエンジニアやプログラマーといった大きな

括りの職務分野から、アプリケーション分野別、技術分野別、業務上の役割別、技術レパート

リー別、経験や実績別など多様な要素により細分化され、限られた分野での人材の獲得競争は

年々厳しくなっております。 

このような状況の中で、当社製品の企画開発に必要な分野の能力を有する人材の確保、育

成、定着が重要な課題であり、適時に適切な人材の確保等ができない場合、当社グループの経

営成績に影響を与える可能性があります。 

  

b）知的財産権 

製品の企画開発、販売においては、特許権、商標権、実用新案権および意匠権等の工業所有

権や著作権など多くの知的財産権が関係しております。当社グループは、自社開発の製品をは

じめとして、特許権や実用新案権などの対象となる可能性のあるものについては、その取得を

目指して対応しております。 

しかしながら、当社グループにおいて必要な知的財産権の取得ができない場合や、当社グル

ープ製品等の類似製品が他社によって開発、販売された場合には、当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。 

  

c）訴訟の可能性 

当社グループは、過去において、損害賠償請求や起訴を受けた事実はありません。当社グル

ープが事業を行う上で、当社グループの事業または製品が、他人の特許等を知らないうちに使

用したことによる知的財産権侵害などを理由とした訴訟その他の請求（以下「訴訟等」といい

ます。）の対象とされる可能性があるほか、当社グループの製品に起因するシステム障害など

によって顧客に損害を与え、このために訴訟等を提起される可能性もあり、その訴訟等の内容

によっては業績に影響を与える可能性があります。 
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d）敵対的買収防衛策について 

当社グループは、基幹業務ソフトウェア分野において、長年にわたり当社製品をご利用いた

だいている顧客を多数抱えております。これらの顧客の獲得等を目的として、当社株式の買収

事案が発生する可能性があります。決算短信発表日（平成22年５月７日）現在、買収者出現の

有無および当該買収者を特定できるものではありませんが、当社としては、このような買収事

案に適切な判断を下すための指針が必要であると考えました。 

このため当社は、経営陣による恣意的な買収防衛策の発動がなされないようにする目的で、

定款において、買収防衛策の発動にあたっての手続き等を定めております。この中では、将来

における当社の株式に対する大規模買付行為等によって、当社の企業価値ないし株主共同の利

益が不当に害されることを防止するため、取締役会に対し、大規模買付行為等の当否について

の検討の機会を確保するための事項の策定、不当な大規模買付行為等がなされた場合等におけ

る防衛策の実施、および不当な大規模買付行為等を未然に防止するための防衛策の導入につき

一定の裁量を与え、これに併せて、取締役会の判断の公正を担保するべく、社外取締役等によ

り組織される企業価値検討委員会に対し諮問することを義務付けております。 

さらに、定款の授権に基づき、当該方針が仮に導入された場合には、当社株式の大規模買付

行為をしようとする者からの事前の資料提出がなされず検討期間が十分に確保されない場合、

または当該買収提案者が濫用的な目的を有していると認めた場合には、企業価値検討委員会に

対する諮問を行ったうえで株主に対する新株予約権の無償割当等の対抗措置を講じることとし

ております。このような対抗措置の１つとして例えば、新株予約権が行使された場合には、当

社の株式について株式価値の希薄化が生じる可能性があります。 

かかる定款規定に基づき、平成18年５月11日開催の取締役会において取得条項付新株予約権

の無償割当を内容とする具体的な買収防衛策の導入を決議し、公表いたしました。また同防衛

策については、平成18年６月22日開催の第24期定時株主総会において承認、決議されました。 

その後、平成20年６月19日開催の第26期定時株主総会において、当社グループの企業価値お

よび株主共同の利益の更なる確保・向上を図るため、大規模買付行為に対する当社対抗策の発

動の可否を直接株主の皆さまにお伺いする株主意思尊重の考え方を積極的に取り入れ、当社の

考え方を一層明確にしてより分かり易い内容に改定、承認、決議されました。 

  

e）投資有価証券の価格変動 

当社は、経営戦略並びに営業戦略上の必要性のため投資有価証券を保有しておりますが、発

行企業の業績および財政状態の悪化等によって、時価あるいは実質価額が著しく下落した場

合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

f）中国ビジネスについて 

当社は、中国を今後の成長市場ととらえ、連結子会社であるBSP上海を拠点に中国現地企業に

対して製品販売を拡充していく計画です。今後、中国において景気の悪化や、競争の激化、カ

ントリーリスク（注）の顕在化等の状況が生じた場合には、当社の業績及び財務状況に影響を

与える可能性があります。 

  

（注）カントリーリスクとは、海外で事業等を行う場合に、その国の政治・経済・社会状況の

不安定化や混乱などによって、投資回収が困難になる、またはその影響によって製品等の

価格が変動し損失を被るリスクを指します。 

  

  

なお、以上に述べた事項が当社グループの事業活動その他に係る全てのリスクを網羅したもので

はなく、記載された事項以外のリスクも存在しております。 
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２．企業集団の状況 

当社を中心とする企業集団（以下、当社グループ）は、当社および連結子会社である株式会社ビー

エスピーソリューションズ、備実必（上海）軟件科技有限公司の３社により構成されており、主に基

幹業務システムの運用管理等のためのソフトウェアプロダクト（以下、製品）の開発・販売およびサ

ポートサービス等を行う「プロダクト事業」および独自のノウハウ等を活かした運用コンサルティン

グや人材育成サービス等を行う「ソリューション事業」を行っております。 

当社グループの顧客は、金融機関、大手民間企業並びに指定されたシステムインテグレータを通じ

ての官公庁等であります。 

なお、当社グループはITサービス領域に係る製品およびソリューションの提供を主な事業とした単

一事業分野での営業活動を行っており、事業部門別に記載しております。 

  

(1) プロダクト事業部門 

①製品の開発・販売 

４つの領域（①ITサービスマネジメント、②運用自動化、③帳票、④セキュリティ）における製

品を当社グループで開発、販売しております。そのほか、一部、他社の製品も取り扱っておりま

す。 

当社グループは、顧客のシステムの処理能力等に応じて製品の使用権の許諾料（ライセンス料）

を受け取ることによって売上を計上しております。 

また、当社グループ製品の特徴は、メインフレームからオープン系のコンピュータシステムまで

幅広く対応できる点にあり、主要なハードメーカーのコンピュータ上で稼働し、コンピュータの規

模やメーカー等の制約を受けることなく、システムのスムーズな運用を可能にしていることです。 

  

②期間使用料 

製品の使用期間を定めてライセンス料と保守サービス料を合わせて期間使用料として売上を計上

しております。 

   

③保守サービス料 

当社グループは、メインフレーム系製品の利用者からは製品の販売翌年度以降に、オープン系製

品の利用者からは製品の販売時から、保守サービス料として製品価格の一定割合を受け取り売上計

上しております。 

保守サービス料には、製品の新たなバージョンの無償購入、ライセンス交換等の権利の対価とし

ての技術サービス料の他、使用上の制限および回避措置に関する情報提供の対価としてのプログラ

ムサービス料、およびこれらの情報に基づく問題解決の実施の対価としてのサポートサービス料等

が含まれております。 

  

④導入支援サービス他 

製品の販売に伴うインストール、導入教育などのサービス提供や当社グループの製品のマニュア

ル販売等を売上計上しております。 

  

(2) ソリューション事業部門 

ITサービス領域におけるソリューションサービス、会員制サービス「シスドック」等を提供して

おります。ソリューションサービスとしては、システム構築のコンサルティング、人材育成サービ

ス、受託開発およびシステム統合等システム移行に伴う支援を行っております。 

また、独自の会員制サービスである「シスドック」においては、当社グループのアドバイザーが

定期的に顧客（会員）を訪問し、主にITシステム運用に関する専門的なアドバイス等を行うアドバ

イスサービス、Webサイトを通じてシステム運用に関する 新技術動向や事例紹介、研究レポートな

どのさまざまな情報を提供する情報提供サービスを行っております。 
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以上に述べた当社グル－プの事業内容および連結子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおり

であります。  

  

 

  

グループ各社は、主に以下の事業を行っております。 

  

＜株式会社ビーエスピー＞ 

４つの領域（①ITサービスマネジメント、②運用自動化、③帳票、④セキュリティ）における製

品の開発、販売および24時間365日のサポートサービス等を行っております。 

  

＜株式会社ビーエスピーソリューションズ＞ 

ITシステムの診断（アセスメント）から運用改善等に関するコンサルティング、人材育成やIT業

務関連の各種資格取得支援など、独自のノウハウを活用したサービス提供を行っております。 

  

＜備実必（上海）軟件科技有限公司（略称、BSP上海）＞ 

中国・上海において当社グループのオフショア開発、および現地市場における営業活動等を行っ

ております。 
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３．経営方針  

平成21年３月期決算短信（平成21年５月８日開示）の内容から重要な変更がないため、記載を省略

しております。 

なお、当該決算短信は、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.bsp.jp/ 

  

（大阪証券取引所ジャスダック市場ホームページ） 

 http://www.jasdaq.co.jp/  
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,287,229 ※2  3,369,753

受取手形及び売掛金 509,023 512,207

有価証券 1,497,910 1,499,647

たな卸資産 ※1  4,022 ※1  9,899

繰延税金資産 249,329 127,637

その他 196,984 53,995

流動資産合計 4,744,498 5,573,141

固定資産   

有形固定資産   

建物 108,947 124,272

減価償却累計額 △57,968 △64,939

建物（純額） 50,979 59,333

工具、器具及び備品 98,271 110,067

減価償却累計額 △68,102 △69,689

工具、器具及び備品（純額） 30,169 40,377

有形固定資産合計 81,148 99,710

無形固定資産   

ソフトウエア 307,709 211,029

のれん 78,609 48,238

その他 2,119 1,839

無形固定資産合計 388,438 261,107

投資その他の資産   

投資有価証券 685,340 594,590

差入保証金 213,551 176,265

繰延税金資産 79,169 26,100

長期預金 ※2  830,000 500,000

その他 28,385 26,159

投資その他の資産合計 1,836,447 1,323,116

固定資産合計 2,306,034 1,683,934

資産合計 7,050,532 7,257,075
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 50,120 65,336

未払法人税等 709 183,645

賞与引当金 56,420 52,140

役員賞与引当金 － 12,000

保守サービス引当金 154,000 125,400

その他 383,688 498,325

流動負債合計 644,938 936,846

固定負債   

長期未払金 66,426 50,586

リース債務 － 6,950

固定負債合計 66,426 57,536

負債合計 711,364 994,383

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,330,000 1,330,000

資本剰余金 1,450,500 1,450,500

利益剰余金 3,646,388 3,559,299

自己株式 △83,913 △83,967

株主資本合計 6,342,975 6,255,832

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 84 10,504

為替換算調整勘定 △3,891 △3,644

評価・換算差額等合計 △3,807 6,860

純資産合計 6,339,167 6,262,692

負債純資産合計 7,050,532 7,257,075
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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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,783,048 3,497,366

売上原価 217,506 175,501

売上総利益 3,565,541 3,321,864

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 915,497 875,597

賞与引当金繰入額 52,485 32,570

役員賞与引当金繰入額 － 12,000

研究開発費 ※1  424,129 ※1  238,825

保守サービス引当金繰入額 19,000 －

その他 1,570,552 1,482,065

販売費及び一般管理費合計 2,981,664 2,641,058

営業利益 583,876 680,806

営業外収益   

受取利息 24,622 14,273

受取配当金 28,588 28,816

その他 9,669 11,136

営業外収益合計 62,880 54,226

営業外費用   

投資事業組合運用損 2,377 2,321

為替差損 3,587 －

支払手数料 756 －

コミットメントフィー 2,000 1,958

その他 7 7

営業外費用合計 8,729 4,287

経常利益 638,027 730,745

特別利益   

ゴルフ会員権売却益 6,735 －

特別利益合計 6,735 －

特別損失   

投資有価証券評価損 74,876 171,000

ゴルフ会員権評価損 5,142 2,225

為替換算調整勘定取崩額 24,521 －

固定資産除却損 － 5,920

特別損失合計 104,540 179,146

税金等調整前当期純利益 540,222 551,599

法人税、住民税及び事業税 26,606 176,136

法人税等調整額 161,346 167,610

法人税等合計 187,952 343,747

当期純利益 352,269 207,851
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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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,330,000 1,330,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,330,000 1,330,000

資本剰余金   

前期末残高 1,450,500 1,450,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,450,500 1,450,500

利益剰余金   

前期末残高 3,532,104 3,646,388

当期変動額   

剰余金の配当 △237,985 △294,940

当期純利益 352,269 207,851

当期変動額合計 114,284 △87,089

当期末残高 3,646,388 3,559,299

自己株式   

前期末残高 △520 △83,913

当期変動額   

自己株式の取得 △83,392 △54

当期変動額合計 △83,392 △54

当期末残高 △83,913 △83,967

株主資本合計   

前期末残高 6,312,083 6,342,975

当期変動額   

剰余金の配当 △237,985 △294,940

当期純利益 352,269 207,851

自己株式の取得 △83,392 △54

当期変動額合計 30,891 △87,143

当期末残高 6,342,975 6,255,832
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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 △18,172 84

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,256 10,420

当期変動額合計 18,256 10,420

当期末残高 84 10,504

為替換算調整勘定   

前期末残高 △26,799 △3,891

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,907 247

当期変動額合計 22,907 247

当期末残高 △3,891 △3,644

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △44,971 △3,807

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41,163 10,667

当期変動額合計 41,163 10,667

当期末残高 △3,807 6,860

純資産合計   

前期末残高 6,267,112 6,339,167

当期変動額   

剰余金の配当 △237,985 △294,940

当期純利益 352,269 207,851

自己株式の取得 △83,392 △54

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41,163 10,667

当期変動額合計 72,055 △76,475

当期末残高 6,339,167 6,262,692
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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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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 540,222 551,599

減価償却費 273,313 221,551

のれん償却額 30,371 30,371

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,235 △4,280

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,275 12,000

保守サービス引当金の増減額（△は減少） 19,000 △28,600

受取利息及び受取配当金 △53,210 △43,089

為替差損益（△は益） 11,873 －

投資有価証券評価損益（△は益） 74,876 171,000

投資事業組合運用損益（△は益） 2,377 2,321

ゴルフ会員権評価損 5,142 2,225

為替換算調整勘定取崩額 24,521 －

固定資産除却損 － 5,920

売上債権の増減額（△は増加） 128,375 △3,134

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,224 △5,877

その他の資産の増減額（△は増加） 27,181 11,056

仕入債務の増減額（△は減少） △15,255 15,216

未払金の増減額（△は減少） △65,687 89,801

長期未払金の増減額（△は減少） △11,835 △15,839

前受金の増減額（△は減少） △8,994 25,484

その他の負債の増減額（△は減少） 4,396 △8,981

小計 951,381 1,028,745

利息及び配当金の受取額 53,210 43,089

法人税等の支払額 △210,927 △22,047

法人税等の還付額 － 162,163

営業活動によるキャッシュ・フロー 793,663 1,211,950

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 △1,203,800 △203,800

定期預金の払戻による収入 703,800 1,133,800

有形固定資産の取得による支出 △15,419 △33,209

無形固定資産の取得による支出 △68,287 △101,741

投資有価証券の取得による支出 △25,000 △65,002

その他の支出 △79,088 △364

その他の収入 43,159 37,650

投資活動によるキャッシュ・フロー △644,635 767,333

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △302

自己株式の取得による支出 △83,392 △54

配当金の支払額 △237,985 △294,940

財務活動によるキャッシュ・フロー △321,378 △295,296

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,100 274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △185,450 1,684,261

現金及び現金同等物の期首残高 3,166,790 2,981,339

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,981,339 ※1  4,665,600
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。 子会社はすべて連結しております。 

  連結子会社の数 ２社 連結子会社の数 ２社 

  連結子会社の名称 

株式会社ビーエスピーソリューションズ

備実必（上海）軟件科技有限公司 

 なお、株式会社ビーエスピー・プリズム

については、当連結会計年度において当社

に吸収合併したことにより、また、BSP 

International Corp.については当連結会

計年度において清算したことにより、いず

れも連結の範囲から除いております。 

連結子会社の名称 

株式会社ビーエスピーソリューションズ

備実必（上海）軟件科技有限公司 

  

２ 持分法の適用に関する事項  関連会社がない為、該当事項はありませ

ん。 

同 左 

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 連結子会社のうち、株式会社ビーエスピ

ーソリューションズの決算日は連結決算日

と一致しております。 

 ただし、備実必（上海）軟件科技有限公

司の決算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同日

現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に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。 

同 左 

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 

イ 有価証券 

満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

イ 有価証券 

満期保有目的の債券 

同 左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定しております。） 

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 

  ロ たな卸資産 

仕掛品 個別法による原価法 

（収益性の低下による簿価切

下げの方法） 

ロ たな卸資産 

仕掛品 個別法による原価法 

（収益性の低下による簿価切

下げの方法） 

  貯蔵品 終仕入原価法による原価法

（収益性の低下による簿価切

下げの方法） 

貯蔵品 終仕入原価法による原価法

（収益性の低下による簿価切

下げの方法） 

  （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、評価

基準については、原価法から原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）に変更

しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響

はありません。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物         15年 

工具、器具及び備品  ６年 

 また、当社及び国内連結子会社は、平

成19年３月31日以前に取得した有形固定

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。 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

同 左 

  

  

  

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定額法を採

用し、在外連結子会社は所在地国の会計

基準に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 なお、市場販売目的のソフトウェアは

販売可能な見込有効期間（３年以内）に

基づく定額法によっております。自社利

用目的のソフトウェアは社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同 左 

  

  ハ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額をゼロとする定額法によっておりま

す。 

ハ リース資産 

同 左 

  

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ 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検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

 なお、当連結会計年度においては、過

去の貸倒実績及び回収不能と見込まれる

債権残高がないため、計上しておりませ

ん。 

イ 貸倒引当金 

同 左 

  

  ロ 賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、当連結会計年度に負担すべき支給見

込額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同 左 

  ハ 役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支払に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

 なお、当連結会計年度においては支給

見込みがないため、計上しておりませ

ん。 

ハ 役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支払に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しておりま

す。 
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項目 
前連結会計年度 

（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 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

  ニ 保守サービス引当金 

 将来の保守サービスに係る費用の発生

に備えるため、当連結会計年度に負担す

べき支出見込額を計上しております。 

ニ 保守サービス引当金 

同 左 

(4）連結財務諸表の作成の

基礎となった重要な外貨

建て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並びに収益及び費

用は在外子会社の決算日の直物為替相場に

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。 

同 左 

(5）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 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。 

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、全面時価評価法によっております。

同 左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんは定額法により５年間で償却して

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 

(7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準等） 

 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、リース取引会計基準の改正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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 受注制作のソフトウェア開発プロジェクトに係る売上高

及び売上原価の計上基準の変更 

 受注制作のソフトウェア開発プロジェクトに係る収益及

び費用の計上基準については、従来、完成基準を適用して

おりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平

成19年12月27日）を当連結会計年度より適用し、当連結会

計年度に着手したプロジェクトから、当連結会計年度末ま

での進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェ

クトについては工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見

積りは原価比例法）を、その他のプロジェクトについては

工事完成基準を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

（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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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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21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 ※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

仕掛品 千円2,615

貯蔵品 千円1,406

仕掛品 千円8,665

貯蔵品 千円1,234

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 担保付債務 

種類 金額 内容 金額 

  千円   千円 

長期預金  200,000 －  －

担保資産 担保付債務 

種類 金額 内容 金額 

  千円   千円 

現金及び預金  200,000 －  －

 長期預金はビーエスピー共済会借入金枠 千

円に対して担保提供しております。 

200,000  現金及び預金はビーエスピー共済会借入金枠

千円に対して担保提供しております。 200,000

３ 偶発債務 

債務保証 

 ビーエスピー共済会について、金融機関よりの借

入に対し債務保証を行っております。 

３ 偶発債務 

債務保証 

 ビーエスピー共済会について、金融機関よりの借

入に対し債務保証を行っております。 

保証先 金額 内容 

  千円   

ビーエスピー
共済会 

 200,000 金融機関よりの借入金 

合計  200,000   

保証先 金額 内容 

  千円   

ビーエスピー
共済会 

 200,000 金融機関よりの借入金 

合計  200,000   

 なお、ビーエスピー共済会への債務保証は借入枠

を記載しております。 

 なお、ビーエスピー共済会への債務保証は借入枠

を記載しております。 

４ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行１行とコミットメントライン設定契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次の通りであります。 

４ 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行１行とコミットメントライン設定契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次の通りであります。 

貸出コミットメントの総額 千円1,000,000

借入実行残高 －

差引額 千円1,000,000

貸出コミットメントの総額 千円1,000,000

借入実行残高 －

差引額 千円1,000,000

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（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 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、 千円

であります。なお、当期製造費用に含まれるものはあ

りません。 

424,129 ※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、 千円

であります。なお、当期製造費用に含まれるものはあ

りません。 

238,825
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 千株 4,250 千株 － 千株 － 千株 4,250

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 株 200 株 95,708 株 － 株 95,908

取締役会決議による取得による増加 株95,600   

単元未満株式の買取りによる増加 株108   

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19日 

定時株主総会 
普通株式 118,994 28.00 平成20年３月31日 平成20年６月20日

平成20年11月６日 

取締役会 
普通株式 118,991 28.00 平成20年９月30日 平成20年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月18日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  178,625  43.00 平成21年３月31日 平成21年６月19日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）および当連結会計年度（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 千株 4,250 千株 － 千株 － 千株 4,250

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 株 95,908 株 50 株 － 株 95,958

単元未満株式の買取りによる増加 株50   

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成21年６月18日 

定時株主総会 
普通株式 178,625 43.00 平成21年３月31日 平成21年６月19日

平成21年11月10日 

取締役会 
普通株式 116,314 28.00 平成21年９月30日 平成21年12月10日

決議 株式の種類 配当の原資 
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22年６月17日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  116,313  28.00 平成22年３月31日 平成22年６月18日

（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20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 千円2,287,229

預入期間３ヶ月超の定期預金 千円△803,800

有価証券 千円1,497,910

現金及び現金同等物 千円2,981,339

現金及び預金 千円3,369,753

預入期間３ヶ月超の定期預金 千円△203,800

有価証券 千円1,499,647

現金及び現金同等物 千円4,665,600

（退職給付関係）
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 千円22,957

保守サービス引当金 千円62,662

繰越欠損金 千円170,311

その他 千円13,177

小計 千円269,108

評価性引当額 千円△9,686

繰延税金資産（流動）小計 千円259,421

  

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労引当金 千円27,028

ソフトウェア評価損 千円14,210

営業権償却 千円18,171

繰越欠損金 千円18,579

その他 千円6,155

小計 千円84,146

評価性引当額 千円△4,919

繰延税金資産（固定）小計 千円79,226

繰延税金資産合計 千円338,648

  

繰延税金負債（流動） 

未収還付事業税 千円10,092

繰延税金負債（流動）小計 千円10,092

  

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 千円57

繰延税金負債（固定）小計 千円57

繰延税金負債合計 千円10,150

  

繰延税金資産の純額 千円328,498

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 千円21,215

保守サービス引当金 千円51,025

未払期末賞与 千円27,695

未払事業税 千円16,531

その他 千円19,933

小計 千円136,400

評価性引当額 千円△8,763

繰延税金資産（流動）小計 千円127,637

  

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労引当金 千円20,583

ソフトウェア評価損 千円10,156

営業権償却 千円9,123

投資有価証券評価損 千円69,579

繰越欠損金 千円34,914

その他 千円6,062

小計 千円150,420

評価性引当額 千円△117,112

繰延税金資産（固定）小計 千円33,307

繰延税金資産合計 千円160,945

  

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 千円7,206

繰延税金負債（固定）小計 千円7,206

繰延税金負債合計 千円7,206

  

繰延税金資産の純額 千円153,738

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った重要な項目別の内訳 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った重要な項目別の内訳 

  ％

法定実効税率 40.6

（調 整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.1

住民税均等割等 1.3

役員賞与引当金 2.3

評価性引当額の増減 △12.8

連結消去 3.0

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.6

  ％

法定実効税率 40.6

（調 整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.1

住民税均等割等 1.3

役員賞与引当金 0.9

評価性引当額の増減 21.2

法人税等還付 △1.5

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.3
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 重要な企業結合等はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）および当連結会計年度（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、ＩＴシステム運用管理領域に係るソフトウェア・プロダクトおよびソリューションの提

供を主な事業とした単一事業分野の営業活動を行っているため、事業の種類別セグメントの記載を省略して

おります。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）および当連結会計年度（自 平成21年４

月１日 至 平成22年３月31日） 

 本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）および当連結会計年度（自 平成21年４

月１日 至 平成22年３月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（企業結合等関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）および当連結会計年度（自 平成21年４月

１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、ストックオプション等、賃貸等不動産、関連当事者に関する

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）

項目 
前連結会計年度 

（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 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,526円00銭 円 銭 1,507 61

１株当たり当期純利益 円 銭 83 51 円 銭 50 03

潜在株式調整後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

益については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。 

項目 
前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 6,339,167  6,262,692

普通株式に係る純資産額（千円） 6,339,167  6,262,692

普通株式の発行済株式数（株） 4,250,000  4,250,000

普通株式の自己株式数（株） 95,908  95,958

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株） 4,154,092  4,154,042

項目 
前連結会計年度 

（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 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

連結損益計算書上の当期純利益（千円）  352,269  207,851

普通株式に係る当期純利益（千円）  352,269  207,851

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式の期中平均株式数（株）  4,218,056  4,154,088

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まれなかった潜

在株式の概要 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数 個） 

新株予約権の概要は、「第４ 提

出会社の状況、１ 株式等の状

況、(2）新株予約権等の状況」に

記載のとおりであります。 

2,972

新株予約権１種類 

（新株予約権の数 個） 

新株予約権の概要は、「第４ 提

出会社の状況、１ 株式等の状

況、(2）新株予約権等の状況」に

記載のとおりであります。 

2,912

（重要な後発事象）

（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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,081,876 ※2  3,186,323

売掛金 ※1  515,729 ※1  500,588

有価証券 1,497,910 1,499,647

貯蔵品 1,279 1,091

前払費用 40,689 45,112

繰延税金資産 236,715 127,637

未収入金 ※1  16,359 ※1  8,730

未収還付法人税等 148,160 －

その他 ※1  15,898 ※1  14,471

流動資産合計 4,554,618 5,383,603

固定資産   

有形固定資産   

建物 102,242 122,847

減価償却累計額 △55,288 △64,725

建物（純額） 46,954 58,121

工具、器具及び備品 86,545 97,144

減価償却累計額 △57,931 △58,724

工具、器具及び備品（純額） 28,614 38,419

有形固定資産合計 75,568 96,541

無形固定資産   

商標権 134 15

ソフトウエア 306,208 209,970

のれん 78,609 48,238

電話加入権 1,478 1,478

特許権 506 346

無形固定資産合計 386,937 260,048

投資その他の資産   

投資有価証券 685,340 594,590

関係会社株式 192,850 192,850

出資金 28,385 26,159

繰延税金資産 53,649 26,100

差入保証金 213,551 176,265

長期預金 ※2  830,000 500,000

投資その他の資産合計 2,003,777 1,515,966

固定資産合計 2,466,283 1,872,556

資産合計 7,020,901 7,256,159
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※1  99,138 ※1  84,162

リース債務 － 1,813

未払金 ※1  64,644 ※1  160,485

未払費用 33,783 41,840

未払法人税等 － 182,838

未払消費税等 20,724 13,716

前受金 207,616 227,151

預り金 14,049 13,201

賞与引当金 56,420 52,140

役員賞与引当金 － 12,000

保守サービス引当金 154,000 125,400

その他 3,971 2,398

流動負債合計 654,349 917,147

固定負債   

リース債務 － 6,950

長期未払金 50,047 34,207

固定負債合計 50,047 41,158

負債合計 704,397 958,306

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,330,000 1,330,000

資本剰余金   

資本準備金 1,450,500 1,450,500

資本剰余金合計 1,450,500 1,450,500

利益剰余金   

利益準備金 120,000 120,000

その他利益剰余金   

別途積立金 1,982,200 1,982,200

繰越利益剰余金 1,517,633 1,488,616

利益剰余金合計 3,619,833 3,590,816

自己株式 △83,913 △83,967

株主資本合計 6,316,420 6,287,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 84 10,504

評価・換算差額等合計 84 10,504

純資産合計 6,316,504 6,297,853

負債純資産合計 7,020,901 7,256,159
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 3,364,521 3,258,038

売上原価 72,484 59,911

売上総利益 3,292,036 3,198,126

販売費及び一般管理費   

外注費 220,142 220,375

役員報酬 195,918 195,845

給料及び手当 699,768 721,526

賞与引当金繰入額 46,829 32,570

役員賞与引当金繰入額 － 12,000

保守サービス引当金繰入額 19,000 －

研究開発費 ※2  419,926 ※2  251,068

地代家賃 114,416 130,146

減価償却費 214,764 242,834

販売手数料 23,938 43,389

支払手数料 89,063 66,089

その他 552,759 592,406

販売費及び一般管理費合計 2,596,526 2,508,252

営業利益 695,510 689,873

営業外収益   

受取利息 25,390 13,702

受取配当金 28,588 28,816

受取事務手数料 ※1  14,400 ※1  9,600

その他 5,329 10,247

営業外収益合計 73,707 62,366

営業外費用   

投資事業組合運用損 2,377 2,321

為替差損 157 2

支払手数料 756 －

コミットメントフィー 2,000 1,958

その他 7 7

営業外費用合計 5,298 4,289

経常利益 763,919 747,950

特別利益   

ゴルフ会員権売却益 6,735 －

貸倒引当金戻入額 ※1  9,164 －

特別利益合計 15,899 －

特別損失   

投資有価証券評価損 74,876 171,000

関係会社株式評価損 266,918 －

ゴルフ会員権評価損 5,142 2,225

固定資産除却損 － 5,920

特別損失合計 346,936 179,146

税引前当期純利益 432,881 568,804

法人税、住民税及び事業税 24,008 173,403

法人税等調整額 177,157 129,477

法人税等合計 201,166 302,881

当期純利益 231,715 265,923
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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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,330,000 1,330,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,330,000 1,330,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,450,500 1,450,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,450,500 1,450,500

資本剰余金合計   

前期末残高 1,450,500 1,450,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,450,500 1,450,500

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 120,000 120,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 120,000 120,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,982,200 1,982,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,982,200 1,982,200

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,523,903 1,517,633

当期変動額   

剰余金の配当 △237,985 △294,940

当期純利益 231,715 265,923

当期変動額合計 △6,270 △29,017

当期末残高 1,517,633 1,488,616

利益剰余金合計   

前期末残高 3,626,103 3,619,833

当期変動額   

剰余金の配当 △237,985 △294,940
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当期純利益 231,715 265,923

当期変動額合計 △6,270 △29,017

当期末残高 3,619,833 3,590,816

自己株式   

前期末残高 △520 △83,913

当期変動額   

自己株式の取得 △83,392 △54

当期変動額合計 △83,392 △54

当期末残高 △83,913 △83,967

株主資本合計   

前期末残高 6,406,082 6,316,420

当期変動額   

剰余金の配当 △237,985 △294,940

当期純利益 231,715 265,923

自己株式の取得 △83,392 △54

当期変動額合計 △89,662 △29,071

当期末残高 6,316,420 6,287,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △18,172 84

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,256 10,420

当期変動額合計 18,256 10,420

当期末残高 84 10,504

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △18,172 84

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,256 10,420

当期変動額合計 18,256 10,420

当期末残高 84 10,504

純資産合計   

前期末残高 6,387,910 6,316,504

当期変動額   

剰余金の配当 △237,985 △294,940

当期純利益 231,715 265,923

自己株式の取得 △83,392 △54

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,256 10,420

当期変動額合計 △71,406 △18,650

当期末残高 6,316,504 6,297,853
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 該当事項はありません。  

  

  

(4）継続企業の前提に関する注記

(5)重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(1）満期保有目的の債券 

同 左 

  (2）子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2）子会社株式 

同 左 

  (3）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定している。） 

(3）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 たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

貯蔵品 終仕入原価法による原価法 

（収益性の低下による簿価切下げ

の方法） 

貯蔵品 終仕入原価法による原価法 

（収益性の低下による簿価切下げ

の方法） 

  （会計方針の変更） 

 当事業年度より「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。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響

はありません。 

  

３ 固定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） 

 定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物         15年 

工具、器具及び備品  ６年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同 左 

  

  

  

   また、平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産については、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％に到達した事業年度

の翌事業年度より、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。 

  

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

商標権 

 定額法によっております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

商標権 

同 左 

  ソフトウェア 

 市場販売目的のソフトウェアは販売

可能な見込有効期間（３年以内）に基

づく定額法によっております。自社利

用目的のソフトウェアは社内における

見込利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。 

ソフトウェア 

同 左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

  (3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額をゼロとする定額法によっておりま

す。 

(3）リース資産 

同 左 

４ 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検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

 なお、当事業年度においては、過去の

貸倒実績及び回収不能と見込まれる債権

残高がないため、計上しておりません。

(1）貸倒引当金 

同 左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、当事業年度に負担すべき支給見込額

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 

 役員に対する賞与の支払に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

 なお、当事業年度においては、支給見

込みがないため、計上しておりません。

(3）役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支払に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

  

  (4）保守サービス引当金 

 将来の保守サービスに係る費用の発生

に備えるため、当事業年度に負担すべき

支出見込額を計上しております。 

(4）保守サービス引当金 

同 左 

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同 左 
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(6)会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準等） 

 当事業年度より、「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、リース取引会計基準の改正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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 受注制作のソフトウェア開発プロジェクトに係る売上高

及び売上原価の計上基準の変更  

 受注制作のソフトウェア開発プロジェクトに係る収益及

び費用の計上基準については、従来、完成基準を適用して

おりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平

成19年12月27日）を当事業年度より適用し、当事業年度に

着手したプロジェクトから、当事業年度末までの進捗部分

について成果の確実性が認められるプロジェクトについて

は工事進行基準（プロジェクトの進捗率の見積りは原価比

例法）を、その他のプロジェクトについては工事完成基準

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

(7)表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（貸借対照表） 

 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「未収還付法人税等」は、総資産額の100分の

１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前事業年度における「未収還付法人税等」の金額

は 千円であります。 3,676

  

  

－ 
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(8)個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

※１ 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

売掛金 千円72,495

買掛金 千円53,358

未収入金 千円15,120

流動資産（その他） 千円15,415

未払金 千円4,988

売掛金 千円69,015

買掛金 千円38,989

未収入金 千円7,560

流動資産（その他） 千円14,313

未払金 千円18,895

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 担保付債務 

種類 金額 内容 金額 

  千円  千円

長期預金  200,000 －  －

担保資産 担保付債務 

種類 金額 内容 金額 

  千円  千円

現金及び預金  200,000  －   －

 長期預金はビーエスピー共済会借入金枠 千

円に対して担保提供しております。 

200,000  現金及び預金はビーエスピー共済会借入金枠

千円に対して担保提供しております。 200,000

３ 偶発債務 

債務保証 

 ビーエスピー共済会について、金融機関よりの借

入に対し債務保証を行っております。 

３ 偶発債務 

債務保証 

 ビーエスピー共済会について、金融機関よりの借

入に対し債務保証を行っております。 

保証先 金額 内容 

  千円

ビーエスピー共
済会 

 200,000 金融機関よりの借入金 

保証先 金額 内容 

  千円

ビーエスピー共
済会 

 200,000 金融機関よりの借入金 

 ビーエスピー共済会の金額は借入枠を記載してお

ります。 

 ビーエスピー共済会の金額は借入枠を記載してお

ります。 

４ 当社は取引銀行１行とコミットメントライン設定契

約を締結しております。これら契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次の通りであります。 

４ 当社は取引銀行１行とコミットメントライン設定契

約を締結しております。これら契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次の通りであります。 

貸出コミットメントの総額 千円1,000,000

借入実行残高  －

差引額 千円1,000,000

貸出コミットメントの総額 千円1,000,000

借入実行残高  －

差引額 千円1,000,000

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

関係会社よりの受取事務手数料 千円14,400

関係会社貸倒引当金戻入額 千円9,164

関係会社よりの受取事務手数料 千円9,600

  

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、 千円

であります。なお、当期製造費用に含まれるものはあ

りません。 

419,926 ※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、 千円

であります。なお、当期製造費用に含まれるものはあ

りません。 

251,068
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式に関する事項 

（注） 自己株式の数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得による増加95,600株、単元未満株式の買取による

増加108株であります。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式に関する事項 

（注） 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取による増加50株であります。 

  

  

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 株 200 株 95,708 株 － 株 95,908

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 株 95,908 株 50 株 － 株 95,958
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 千円22,957

保守サービス引当金 千円62,662

繰越欠損金 千円155,620

その他 千円5,567

繰延税金資産（流動）小計 千円246,807

  

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労金 千円20,364

ソフトウェア評価損 千円14,210

ゴルフ会員権 千円4,919

営業権償却 千円18,171

その他 千円960

小計 千円58,626

評価性引当額 千円△4,919

繰延税金資産（固定）小計 千円53,707

繰延税金資産合計 千円300,514

  

繰延税金負債（流動） 

未収還付事業税 千円10,092

繰延税金負債（流動）小計 千円10,092

  

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 千円57

繰延税金負債（固定）小計 千円57

繰延税金負債合計 千円10,150

  

繰延税金資産の純額 千円290,364

繰延税金資産（流動） 

賞与引当金 千円21,215

保守サービス引当金 千円51,025

未払事業税 千円16,203

未払期末賞与 千円25,325

その他 千円13,868

繰延税金資産（流動）小計 千円127,637

  

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労金 千円13,919

ソフトウェア評価損 千円10,156

ゴルフ会員権 千円5,825

営業権償却 千円9,123

投資有価証券評価損 千円69,579

その他 千円107

小計 千円108,712

評価性引当額 千円△75,404

繰延税金資産（固定）小計 千円33,307

繰延税金資産合計 千円160,945

  

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 千円7,206

繰延税金負債（固定）小計 千円7,206

繰延税金負債合計 千円7,206

  

繰延税金資産の純額 千円153,738

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 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  ％

法定実効税率  40.6

（調  整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.4

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 

 △1.3

役員賞与引当金  2.7

住民税均等割等  1.6

評価性引当額の増減  1.1

その他  0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率  46.5

  ％

法定実効税率  40.6

（調  整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.0

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 

 △1.0

役員賞与引当金  0.9

住民税均等割等  1.2

評価性引当額の増減  12.4

法人税等還付  △1.5

その他  △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率  53.2
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

連結子会社である株式会社ビーエスピー・プリズムの吸収合併 

１ 結合当事企業の事業の内容、企業結合の目的及び法的形式 

(1）結合当事企業の事業の内容 

① 株式会社ビーエスピー（存続会社） 

ITシステム運用パッケージソフトの開発、販売、サポート等 

② 株式会社ビーエスピー・プリズム（消滅会社） 

帳票パッケージソフトの開発、販売、サポート等 

(2）企業結合の目的 

 営業および開発を中心とする両社のオペレーションの一体化による意思決定の迅速化と戦略的な事業展

開の加速 

(3）企業結合の法的形式 

 株式会社ビーエスピーを存続会社とし、株式会社ビーエスピー・プリズムを消滅会社とする吸収合併を

平成20年10月１日付けで実施 

  

２ 実施した会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準に基づき、共通支配下における取引として会計処理を実施 

(1）吸収合併により承継した資産の総額 321百万円 

(2）吸収合併により承継した負債の総額 188百万円 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

（企業結合等関係）
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（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）および当事業年度（自 平成21年４月１日 至

平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 1,520 54 円 銭 1,516 07

１株当たり当期純利益 円 銭 54 93 円 銭 64 01

潜在株式調整後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

益については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため、記載し

ておりません。 

項目 
前事業年度 

（平成21年３月31日） 
当事業年度 

（平成22年３月31日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）  6,316,504  6,297,853

普通株式に係る純資産額（千円）  6,316,504  6,297,853

普通株式の発行済株式数（株）  4,250,000  4,250,000

普通株式の自己株式数（株）  95,908  95,958

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（株） 
 4,154,092  4,154,042

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

損益計算書上の当期純利益（千円）  231,715  265,923

普通株式に係る当期純利益（千円）  231,715  265,923

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式の期中平均株式数（株）  4,218,092  4,154,088

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まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数 個） 

新株予約権の概要は、「第４

提出会社の状況、１ 株式等

の状況、(2）新株予約権等の

状況」に記載のとおりであり

ます。 

2,972

新株予約権１種類 

（新株予約権の数 個） 

新株予約権の概要は、「第４

提出会社の状況、１ 株式等

の状況、(2）新株予約権等の

状況」に記載のとおりであり

ます。 

2,912

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

 平成22年５月７日開催の取締役会において、平成22年６月17日開催予定の定時株主総会およびそ

の後の取締役会において下記のとおり役員の異動を行うことを内定いたしました。 

 なお、代表取締役の異動については、本日、別途開示しております。 

  

① 代表取締役の異動（平成22年６月17日付予定）   

  

  退任予定 

山口 謙二（やまぐち けんじ） （補欠監査役に就任予定） 

   

  

② その他の役員の異動（平成22年６月17日付予定）  

  

a) 新任取締役候補 

秋山 幸廣（あきやま ゆきひろ） 

  

b) 補欠監査役候補 

山口 謙二（やまぐち けんじ） 

  

c) 退任予定補欠監査役 

木村 輝昭（きむら てるあき） 

  

  

(2）その他 

 生産、受注及び販売の状況 

 ①生産実績 

前連結会計年度および当連結会計年度における生産実績を事業別に示すと、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、消費税は含まれておりません。 

  

６．その他

事業部門 

前連結会計年度 

(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 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)

比較増減 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年同期比（％）

ソリューション事業  321,615  245,897  △75,718  △23.5

合計  321,615  245,897  △75,718  △23.5
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 ②受注状況 

前連結会計年度および当連結会計年度における受注状況を事業別に示すと、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、消費税は含まれておりません。 

  

 ③販売実績 

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

 （注）１ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

    ２ 当連結会計年度におけるプロダクト販売のうち、プラットフォーム別（メインフレーム系、オープン・

メインフレーム系およびオープン系）の販売高、プロダクト販売に占める構成比、前年同期比は以下の

とおりであります。 

    ３ 当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については、

10％以上に該当する相手先がないため、記載を省略しております。 

事業部門 区分 

前連結会計年度 

(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 

(自 平成21年４月１日  

 至 平成22年３月31日) 

比較増減 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

ソリューション

事 業

プロフェッショ

ナ ル サ ー ビ ス
 322,771  39,388  255,463  61,186  △67,308  21,798

  合計  322,771  39,388  255,463  61,186  △67,308  21,798

事業部門 区分 機能別 プロダクト別 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日  

 至 平成22年３月31日) 

販売高(千円) 前年同期比(％) 

 プロダクト事業    ジョブ管理  A-AUTO系  347,986  0.9

     帳票管理 
 A-SPOOL系 

 BSP-RM系 
 231,092  △21.6

     その他  LMIS他  68,774  30.1

   プロダクト販売  647,853  △6.4

   期間使用料    467,551  △5.7

   保守サービス料  1,992,654  △2.7

   導入支援サービス他  155,641  △29.4

     プロダクト事業計  3,263,700  △5.6

 ソリューション事業  プロフェッショナルサービス  233,665  △28.5

     ソリューション事業計  233,665  △28.5

    合 計  3,497,366  △7.6

  区分 販売高(千円) 販売高構成比(％) 前年同期比(％) 

 プロダクト  メインフレーム系  99,994  15.4  △26.3

   オープン・メインフレーム系  209,886  32.4  68.4

   オープン系  337,971  52.2  △21.7

  計  647,853  100.0  △6.4
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