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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 28,144 △8.0 △33 ― △37 ― △117 ―
21年3月期 30,576 △5.1 891 △53.3 892 △53.1 506 △42.5

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 △18.54 ― △2.6 △0.3 △0.1
21年3月期 79.76 ― 11.2 6.5 2.9

（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 12,651 4,887 35.2 700.84
21年3月期 13,399 5,096 35.0 738.34

（参考） 自己資本   22年3月期  4,451百万円 21年3月期  4,689百万円

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 733 △505 △419 795
21年3月期 △558 △353 △249 986

2.  配当の状況 

 

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 ― 0.00 ― 20.00 20.00 127 25.1 2.8
22年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 31 ― 0.7
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 10.00 10.00 31.8

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

13,000 △4.9 0 ― 0 ― 0 ― 0.00

通期 30,000 6.6 400 ― 400 ― 200 ― 31.49
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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）  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、13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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）（連結）の算定の基礎となる株式数については、21ページ「１株当たり情報」をご覧下さ
い。 

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 6,355,000株 21年3月期 6,355,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  3,688株 21年3月期  3,588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 22,042 △9.5 △158 ― △153 ― △151 ―
21年3月期 24,368 △5.5 695 △47.0 702 △46.5 435 △44.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △23.92 ―
21年3月期 68.57 ―

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 9,959 3,915 39.3 616.48
21年3月期 10,902 4,187 38.4 659.36

（参考） 自己資本 22年3月期  3,915百万円 21年3月期  4,187百万円

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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。 

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

11,000 0.2 0 ― 0 ― 0 ― 0.00

通期 24,000 8.9 300 ― 300 ― 180 ― 28.34
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度のわが国の経済は、前連結会計年度後半からの景気後退により、企業収益の悪化や設備投資の減

少、雇用情勢の不安など極めて厳しい環境で推移し、当連結会計年度後半から一部業種においては回復の兆しは見え

つつも、不透明感は続いております。 

当情報サービス産業界においても、顧客のＩＴ投資の抑制やＩＴ関連費用の削減等により市場規模が縮小してお

ります。 

当社グループは、このような事業環境により、システム機器販売事業において受注が大幅に減少したことや情報

処理サービス事業及びシステム開発事業のビジネスシステム部門の操業度が著しく低下したこと等により、売上高は

281億44百万円（前連結会計年度比8.0％減）となりました。このような状況に対処するため、労務費の縮減や経費の

削減に努めましたが、利益は売上高減少に伴い各事業の粗利率が低下したことや、受注製作のソフトウェア開発案件

の一部に採算悪化見込みのものが発生したこと等により、経常損失37百万円、当期純損失1億17百万円となりまし

た。 

 以下、事業別の概況は次のとおりであります。  

〔情報処理サービス事業〕 

 当事業は操業度の低下により、売上高は65億54百万円（前連結会計年度比15.9％減）となりました。 

〔システム開発事業〕 

 当事業はビジネスシステム部門において操業度の低下がありましたが、エンジニアリングシステム部門においては

受注が堅調であったため、売上高は114億29百万円（前連結会計年度比2.9％増）となりました。 

〔システム機器販売事業〕 

 当事業は主要顧客等からの受注が大幅に減少し、売上高は101億59百万円（前連結会計年度比13.0％減）となりま

した。 

②次期の見通し 

当業界においては、顧客の投資抑制が続くなど引き続き厳しい環境で推移するものと考えられます。 

このような状況下において、当社グループはお客様に最適のサービスを提供するために、事業環境の変化に即応

し、新技術への対応力強化や上流工程業務への進出など事業体質の変革に努めてまいります。 

 次期業績予想は以下のとおり予想しております。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当連結会計年度末における資産合計は、126億51百万円（前連結会計年度末比７億47百万円減）となりました。

商品の減少が主な要因となっております。 

（負債） 

 当連結会計年度末における負債合計は、77億64百万円（前連結会計年度末比５億38百万円減）となりました。買

掛金、１年以内返済予定長期借入金の減少が主な要因となっております。 

（純資産） 

 当連結会計年度末における純資産合計は、48億87百万円（前連結会計年度比２億８百万円減）となりました。利

益剰余金の減少が主な要因となっております。 

１．経営成績

  連      結 単      独 

売 上 高    百万円 30,000    百万円 24,000

営業利益       百万円 400       百万円 300

経常利益       百万円 400       百万円 300

当期純利益        百万円 200        百万円 180
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②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ１億91百万円減少して、当連結会計年度末には７億95百万円となりました。 

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

 当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、７億33百万円（前連結会計年度は５億58百万円の減少）

となりました。これはたな卸資産の減少があったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、５億５百万円（前連結会計年度は３億53百万円の減少）

となりました。これは短期貸付金が２億31百万円増加したこと及び、無形固定資産取得で１億29百万円、有形固定

資産取得で１億２百万円の資金の減少があったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において財務活動による資金の減少は、４億19百万円（前連結会計年度は２億49百万円の減少）

となりました。これは主に長期借入金を３億円返済したこと及び、配当金で１億27百万円の支出がそれぞれあった

こと等によるものであります。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記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 

 債務償還年数：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×期末発行済株式総数により算出しております。 

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全ての負債を対象と

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

４．平成21年３月期は営業キャッシュ・フローがマイナスの為、「債務償還年数」及び「インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ」は算定しておりません。  

５．平成22年３月期は有利子負債がない為、「債務償還年数」は算定しておりません。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分については、株主への利益還元を経営の重要課題と位置付けると共に、安定した配当を行うことを基本方

針としております。 

 また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、年１回の期末配当を行うことを基本方針

としております。 

 当連結会計年度の期末配当金につきましては、当連結会計年度は当期純損失を計上しておりますが、上記基本方針

及び財政状態を総合的に勘案し、１株当たり５円の配当を実施することとしました。 

 内部留保資金については、今後の研究開発投資や設備投資及び財務体質の強化に活用して事業の拡大に努めてまい

いります。  

 また、次期配当については、１株当たり10円を予定しております。 

  

  
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（％）  25.6  28.4  30.7  35.0  35.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 56.8  37.3  29.9  24.2  27.0

債務償還年数（年）  0.8  2.5  0.3  －  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 81.2  31.5  233.5  －  175.5
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 当社グループ（当社及び連結子会社３社、以下同じ）は、情報サービスの提供（情報処理サービス、システム開発

及びシステム機器販売）を主な事業内容としております。 

 事業内容と当社及び関係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。 

 上記のほか、その他の関係会社（非連結）として主要な顧客である三菱重工業株式会社があります。 

 以上に述べた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

事業 主要事業内容 主要な会社 

情報処理サービス事業 １．コンピュータ及び通信ネットワークシステムの

運営・管理 

２．各種システムの運用、保守、管理及びユーザサ

ービス 

３．データ入力サービス 

当社 

株式会社菱友システムビジネス 

株式会社菱友システムサービス 

システム開発事業 １．ビジネスシステムの設計、開発、運用及び保守 

２．エンジニアリングシステムの設計、開発、運用

及び保守並びに技術計算 

当社 

株式会社菱友システム技術  

システム機器販売事業 １．パーソナルコンピュータ、オフィスコンピュー

タ、エンジニアリングワークステーション及び

周辺機器の販売 

２．システム機器の据付及び保守サービス 

当社 

株式会社菱友システムビジネス 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、次の３点を経営理念として定め、この経営理念のもと激変する時代環境に合わせ、品質の向上と技術力の

強化を図り、お客様のニーズに的確にお答えしていくとともに、時代を先取りした新しいサービスを心がけてまいり

ます。 

 ①お客様に最適のサービスを提供し、事業活動を通じて社会の発展に貢献する 

 ②技術力の強化と経営の改革を図り、時代に即応した魅力ある会社の実現に努める 

 ③社員の能力と創造力を尊重し、闊達なコミュニケーションで総合力を発揮する 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは将来にわたり安定した成長を継続的に確保するために、重要な経営指標として売上高経常利益率及

び１株当たり当期純利益の向上に努めてまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 「事業の質的転換を推進し一流企業に向け前進する」を基本方針とし、以下の事業別方針を経営戦略として展開し

てまいります。 

事業別方針 

 ①情報処理サービス事業 

・上流工程業務、高付加価値業務領域への転換のための自己改革 

 ②システム開発事業 

  ビジネスシステム 

・ソリューションビジネスへの変革とＩＴライフマネジメントビジネスへのシフト 

  エンジニアリングシステム 

・強み事業の拡大と新分野製品への事業挑戦 

 ③システム機器販売事業 

・受注力の強化と強み事業の拡大 

 (4）会社の対処すべき課題 

当業界においては、顧客の投資抑制が続くなど引き続き厳しい環境で推移するものと考えられます。 

このような状況下において、当社グループはお客様に最適のサービスを提供するために、事業環境の変化に即応

し、新技術への対応力強化や上流工程業務への進出など事業体質の変革に努めてまいります。  

３．経営方針
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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 986,791 795,460

受取手形及び売掛金 6,413,515 6,220,102

リース投資資産 11,475 17,865

商品 865,934 199,134

仕掛品 555,796 ※4  420,468

未収還付法人税等 － 6,263

繰延税金資産 929,281 985,983

その他 141,685 351,064

貸倒引当金 △16,172 △12,584

流動資産合計 9,888,309 8,983,758

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 665,044 654,857

土地 ※3  700,062 ※3  700,062

リース資産（純額） 29,690 75,289

その他（純額） 235,553 184,027

有形固定資産合計 ※1  1,630,351 ※1  1,614,237

無形固定資産   

リース資産 － 21,569

その他 173,697 230,254

無形固定資産合計 173,697 251,824

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  49,112 ※2  57,097

繰延税金資産 1,307,198 1,353,183

その他 350,708 391,847

貸倒引当金 △180 －

投資その他の資産合計 1,706,840 1,802,127

固定資産合計 3,510,889 3,668,189

資産合計 13,399,198 12,651,948
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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 2,061,320 1,720,624

1年内返済予定の長期借入金 300,000 －

未払費用 2,287,245 1,943,560

リース債務 7,300 26,561

未払法人税等 34,965 115,129

工事損失引当金 47,130 ※4  209,322

その他 389,367 497,931

流動負債合計 5,127,329 4,513,130

固定負債   

リース債務 21,900 69,581

再評価に係る繰延税金負債 ※3  575 ※3  575

退職給付引当金 3,054,430 3,101,072

役員退職慰労引当金 98,884 79,981

固定負債合計 3,175,790 3,251,210

負債合計 8,303,120 7,764,341

純資産の部   

株主資本   

資本金 685,927 685,927

資本剰余金 250,015 250,015

利益剰余金 4,182,715 3,937,956

自己株式 △2,631 △2,697

株主資本合計 5,116,025 4,871,201

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,202 7,803

土地再評価差額金 ※3  △427,720 ※3  △427,720

評価・換算差額等合計 △426,517 △419,916

少数株主持分 406,570 436,322

純資産合計 5,096,078 4,887,607

負債純資産合計 13,399,198 12,651,948
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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 30,576,510 28,144,153

売上原価 ※2  25,197,059 ※2，※3  23,867,775

売上総利益 5,379,450 4,276,378

販売費及び一般管理費   

役員報酬 176,961 155,138

従業員給料及び手当 2,037,647 2,141,174

退職給付費用 128,215 126,334

役員退職慰労引当金繰入額 30,933 31,594

従業員賞与 526,150 472,036

地代家賃 253,130 257,232

研究開発費 ※1  153,308 ※1  91,555

その他 1,182,074 1,034,688

販売費及び一般管理費合計 4,488,422 4,309,754

営業利益又は営業損失（△） 891,028 △33,376

営業外収益   

受取利息 4,064 2,156

受取配当金 2,509 1,379

その他 436 408

営業外収益合計 7,010 3,945

営業外費用   

支払利息 5,395 3,537

固定資産除却損 － 4,217

その他 470 108

営業外費用合計 5,866 7,863

経常利益又は経常損失（△） 892,172 △37,294

特別利益   

貸倒引当金戻入額 27,484 3,768

償却債権取立益 1,037 －

特別利益合計 28,521 3,768

特別損失   

投資有価証券評価損 － 3,145

減損損失 ※4  33,109 －

特別損失合計 33,109 3,145

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

887,584 △36,672

法人税、住民税及び事業税 405,653 152,641

法人税等調整額 △71,954 △107,215

法人税等合計 333,699 45,425

少数株主利益 47,277 35,631

当期純利益又は当期純損失（△） 506,607 △117,729
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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 685,927 685,927

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 685,927 685,927

資本剰余金   

前期末残高 250,015 250,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,015 250,015

利益剰余金   

前期末残高 3,803,151 4,182,715

当期変動額   

剰余金の配当 △127,044 △127,028

当期純利益又は当期純損失（△） 506,607 △117,729

当期変動額合計 379,563 △244,758

当期末残高 4,182,715 3,937,956

自己株式   

前期末残高 △2,124 △2,631

当期変動額   

自己株式の取得 △506 △66

当期変動額合計 △506 △66

当期末残高 △2,631 △2,697

株主資本合計   

前期末残高 4,736,969 5,116,025

当期変動額   

剰余金の配当 △127,044 △127,028

当期純利益又は当期純損失（△） 506,607 △117,729

自己株式の取得 △506 △66

当期変動額合計 379,056 △244,824

当期末残高 5,116,025 4,871,201
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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 17,627 1,202

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,424 6,601

当期変動額合計 △16,424 6,601

当期末残高 1,202 7,803

土地再評価差額金   

前期末残高 △427,720 △427,720

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △427,720 △427,720

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △410,093 △426,517

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,424 6,601

当期変動額合計 △16,424 6,601

当期末残高 △426,517 △419,916

少数株主持分   

前期末残高 366,282 406,570

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40,287 29,751

当期変動額合計 40,287 29,751

当期末残高 406,570 436,322

純資産合計   

前期末残高 4,693,158 5,096,078

当期変動額   

剰余金の配当 △127,044 △127,028

当期純利益又は当期純損失（△） 506,607 △117,729

自己株式の取得 △506 △66

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,863 36,353

当期変動額合計 402,919 △208,471

当期末残高 5,096,078 4,887,607
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

887,584 △36,672

減価償却費 220,610 240,324

固定資産除却損 － 4,217

減損損失 33,109 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,821 △3,768

工事損失引当金の増減額（△は減少） 47,130 162,191

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,770 46,642

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,488 △18,903

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,145

受取利息及び受取配当金 △6,574 △3,536

支払利息 5,395 3,537

売上債権の増減額（△は増加） 340,163 187,204

たな卸資産の増減額（△は増加） △743,195 802,128

その他の資産の増減額（△は増加） △24,524 △3,450

仕入債務の増減額（△は減少） 18,464 △340,695

未払消費税等の増減額（△は減少） △138,257 69,627

未払費用の増減額（△は減少） 19,044 △343,044

その他の負債の増減額（△は減少） △292,146 43,572

その他 461 －

小計 392,704 812,521

利息及び配当金の受取額 6,574 3,536

利息の支払額 △6,168 △4,178

法人税等の支払額 △952,093 △78,741

営業活動によるキャッシュ・フロー △558,984 733,137

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △238,370 △102,342

無形固定資産の取得による支出 △112,508 △129,918

短期貸付金の純増減額（△は増加） － △231,753

その他 △2,187 △41,096

投資活動によるキャッシュ・フロー △353,067 △505,110

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） 191,862 25,602

長期借入金の返済による支出 △300,000 △300,000

リース債務の返済による支出 △7,300 △11,986

自己株式の取得による支出 △506 △66

配当金の支払額 △127,044 △127,028

少数株主への配当金の支払額 △6,990 △5,880

財務活動によるキャッシュ・フロー △249,978 △419,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,162,030 △191,330

現金及び現金同等物の期首残高 2,148,821 986,791

現金及び現金同等物の期末残高 ※  986,791 ※  795,460
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

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     

(1）連結子会社数 連結の範囲に含めた子会社は次の３社で

あります。 

株式会社 菱友システム技術 

株式会社 菱友システムビジネス 

株式会社 菱友システムサービス 

同左 

(2）非連結子会社 連結の範囲から除外している子会社はあ

りません。 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用していない関連会社（赤い

靴株式会社）は、当期純利益及び利益剰

余金等に与える影響額は僅少であり、か

つ全体としても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しております。 

持分法を適用していない関連会社（赤い

靴株式会社）は、当期純損益及び利益剰

余金等に与える影響額は僅少であり、か

つ全体としても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は連結決算

日と一致しております。 

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 

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

総平均法により算定） 

（イ）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 

総平均法による原価法 

・時価のないもの 

同左 

  （ロ）たな卸資産 

商品 

個別法による原価法（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） 

（ロ）たな卸資産 

商品 

個別法による原価法（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 

個別法による原価法（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） 

（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 企業

会計基準委員会））を適用しておりま

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

72,685千円減少しております。  

仕掛品 

個別法による原価法（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） 
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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） 

建物（附属設備を除く）については定

額法、建物以外については定率法。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物  ３～48年 

（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） 

定額法 

ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法、市場販売目

的のソフトウェアについては、販売可

能な有効期間（３年以内）における見

込販売収益に基づく償却額と残存有効

期間に基づく均等配分額とを比較し、

いずれか大きい額を償却する方法を採

用しております。 

（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

額を零とする定額法を採用しており

ます。 

（会計方針の変更） 

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。 

これによる損益に与える影響は軽微で

あります。  

（ハ）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産  

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しており

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） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

（イ）貸倒引当金 

金銭債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については主として貸倒

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。 

（イ）貸倒引当金 

同左 

  （ロ）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

数理計算上の差異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間（15.8

年～19.4年）による定額法により、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。退職給

付制度の一部変更により発生した過去

勤務債務は、その発生時における従業

員の平均残存勤務期間（19.4年）によ

る定額法により、制度の改定日から費

用処理しております。 

（ロ）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

数理計算上の差異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間（16.0

年～19.4年）による定額法により、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。退職給

付制度の一部変更により発生した過去

勤務債務は、その発生時における従業

員の平均残存勤務期間（19.4年）によ

る定額法により、制度の改定日から費

用処理しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

なお、これによる損益への影響はあり

ません。  

  （ハ）役員退職慰労引当金 

取締役、監査役及び執行役員の退任に

伴う役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。 

（ハ）役員退職慰労引当金 

同左 

  （ニ）工事損失引当金 

受注案件の損失に備えるため、受注制

作のソフトウェア開発案件のうち当連

結会計年度末で将来の損失が確実視さ

れ、かつ、その金額を合理的に見積る

ことができる案件が発生したことに伴

い、翌連結会計年度以降に発生が見込

まれる損失額を計上しております。 

なお、工事損失引当金の計上対象案件

のうち、当連結会計年度末の仕掛品残

高が当連結会計年度末の受注残高を既

に上回っている案件については、その

上回った金額は仕掛品の評価損として

計上しており、工事損失引当金には含

めておりません。 

（ニ）工事損失引当金 

受注案件の損失に備えるため、受注制

作のソフトウェア開発案件のうち当連

結会計年度末で将来の損失が確実視さ

れ、かつ、その金額を合理的に見積る

ことができる案件について、翌連結会

計年度以降に発生が見込まれる損失額

を計上しております。 

なお、工事損失引当金の計上対象案件

のうち、当連結会計年度末の仕掛品残

高が当連結会計年度末の受注残高を既

に上回っている案件については、その

上回った金額は仕掛品の評価損として

計上しており、工事損失引当金には含

めておりません。 
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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） 

(4）重要な収益及び費用の

計上基準 

（イ）    ────── （イ）完成工事高及び完成工事原価の計上

基準 

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案件  

 工事進行基準（進捗率の見積りは原

価比例法） 

その他の案件 

 工事完成基準  

（会計方針の変更） 

受注製作のソフトウェア開発案件に係

る収益の計上基準については、従来、

完成基準を採用しておりましたが、当

連結会計年度より、「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）を適用し、当連結会計年度に着

手した受注製作のソフトウェア開発案

件から、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

る案件については工事進行基準（進捗

率の見積りは原価比例法）を、その他

の案件については完成基準を適用して

おります。 

なお、当連結会計年度においては対象

案件がないため損益への影響はありま

せん。  

  （ロ）    ────── （ロ）ファイナンス・リース取引に係る収

益の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を

計上する方法によっております。   

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

（イ）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。 

（イ）消費税等の会計処理 

同左 

  （ロ）収益及び費用の計上基準 

ファイナンス・リース取引に係る収益

の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価

を計上する方法によっております。 

（ロ）    ────── 

  

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．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 
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表示方法の変更

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） 

（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「商品」「仕掛品」に区分掲記

しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」

に含まれる「商品」「仕掛品」は、それぞれ390,291千

円、288,244千円であります。 

（連結貸借対照表） 

────── 

（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営業外費用

の「固定資産除却損」（当連結会計年度468千円）は、営

業外費用の総額の100分の10以下となったため、「その

他」に含めて表示することとしました。 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度に営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりました「固定資産除却損」は、当連結会計年度

において、営業外費用の総額の100分の10を超えたため

区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度の「固定資産除却損」は 千円

であります。 

468

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活動に

よるキャッシュ・フローの「固定資産除却損」（当連結

会計年度468千円）は、金額的重要性がなくなったため

「その他」に含めて表示することとしました。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産除却

損」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記して

おります。 

なお、前連結会計年度の「固定資産除却損」の金額は

千円であります。 

468
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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 有形固定資産の減価償却累計額は、966,733千円で

あります。 

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 千円

であります。 

1,103,793

 ※２ 関連会社に対するものは次のとおりであります。  ※２ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 0千円 投資有価証券（株式） 0千円 

 ※３ 「土地」については、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行っております。この

評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当分

を「再評価に係る繰延税金負債」として固定負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

 ※３ 「土地」については、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行っております。この

評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当分

を「再評価に係る繰延税金負債」として固定負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

再評価の方法 「土地の再評価に関す

る法律施行令」（平成

10年３月31日公布政令

119号）第２条第３号

に定める地方税法第

341条第10号の土地課

税台帳又は同条第11号

の土地補充課税台帳に

登録されている価格に

合理的な調整を行う方

法により算出 

再評価及び減損処理を

行った土地の期末にお

ける時価と再評価及び

減損処理後の帳簿価額

との差額       △34,792千円 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

再評価の方法 「土地の再評価に関す

る法律施行令」（平成

10年３月31日公布政令

119号）第２条第３号

に定める地方税法第

341条第10号の土地課

税台帳又は同条第11号

の土地補充課税台帳に

登録されている価格に

合理的な調整を行う方

法により算出 

再評価及び減損処理を

行った土地の期末にお

ける時価と再評価及び

減損処理後の帳簿価額

との差額        千円 △10,200

──────  ※４ 損失が確実視される工事契約に係る仕掛品と工事

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しており

ます。  

損失が確実視される工事契約に係る仕掛品のう

ち、工事損失引当金に対応する額は144,638千円で

あります。 
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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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加798株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

（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、153,308千円

であります。 

     なお、売上原価に含まれる研究開発費はありませ

ん。 

 ※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、売上原価に含まれる研究開発費はありませ

ん。   

91,555

──────  ※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、たな卸資産評価損（28,395千円）が

売上原価に含まれております。 

    なお、前連結会計年度については、「連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項」の「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」に記載しております。 

──────  ※３ 売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額は

千円であります。 162,191

 ※４ 減損損失 

当連結会計年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。 

当社グループは主として支社・営業所単位をグルーピン

グの基礎とし、遊休資産については上記グループから区

別してグルーピングを行っております。 

当該資産は現在遊休資産であり、また将来の用途が定ま

っていないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（33,109千円）として特別損失に

計上しました。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測

定し、固定資産税評価額を合理的に調整した価格に基づ

き評価しております。  

場所 用途 種類 

富山県富山市 遊休資産 土地 

────── 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（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  6,355,000  －  －  6,355,000

合計  6,355,000  －  －  6,355,000

自己株式         

普通株式  2,790  798  －  3,588

合計  2,790  798  －  3,588
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２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

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

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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加100株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力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） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年４月24日 

取締役会 
普通株式  127,044  20 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

  
（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４月28日 

取締役会 
普通株式  127,028 利益剰余金  20 平成21年３月31日 平成21年６月26日

  
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  6,355,000  －  －  6,355,000

合計  6,355,000  －  －  6,355,000

自己株式         

普通株式  3,588  100  －  3,688

合計  3,588  100  －  3,688

  
（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４月28日 

取締役会 
普通株式  127,028  20 平成21年３月31日 平成21年６月26日 

  
（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22年４月28日 

取締役会 
普通株式  31,756 利益剰余金  5 平成22年３月31日 平成22年６月24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） 

※ 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） （平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 986,791千円 

現金及び現金同等物 986,791千円 

現金及び預金勘定 795,460千円 

現金及び現金同等物 795,460千円 
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リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者との取引、ストック・

オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくな

いと考えられるため開示を省略しております。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは情報処理サービスの総合的な提供を事業内容として

おり、不可分の営業形態でありますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外拠点

がないため開示する事項はありません。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しておりま

す。 

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

 該当事項はありません。 

（開示の省略）

（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

（１株当たり情報）

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    738円34銭 

１株当たり当期純利益    79円76銭 

１株当たり純資産額     円 銭 700 84

１株当たり当期純損失（△）     円 銭 △18 54

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

  
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) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  506,607  △117,729

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 506,607  △117,729

期中平均株式数（株）  6,351,475  6,351,337

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
 （１）貸借対照表 

(単位：千円)

第41期 
(平成21年３月31日) 

第42期 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 598,985 447,280

受取手形 68,895 38,960

売掛金 ※2  4,949,092 ※2  4,845,518

リース投資資産 11,475 17,865

商品 864,723 197,913

仕掛品 461,933 ※4  309,433

前払費用 53,061 44,718

繰延税金資産 690,580 749,264

その他 38,306 53,664

貸倒引当金 △7,000 △7,000

流動資産合計 7,730,054 6,697,619

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 652,816 637,181

構築物（純額） 1,181 1,025

工具、器具及び備品（純額） 187,620 139,002

土地 ※3  700,062 ※3  700,062

リース資産（純額） 29,690 75,289

有形固定資産合計 ※1  1,571,371 ※1  1,552,561

無形固定資産   

ソフトウエア 141,368 105,020

リース資産 － 21,569

その他 4,217 101,073

無形固定資産合計 145,586 227,663

投資その他の資産   

投資有価証券 37,182 41,607

関係会社株式 145,020 148,580

破産更生債権等 180 －

長期前払費用 3,931 －

繰延税金資産 1,005,841 989,527

敷金及び保証金 251,271 276,546

その他 12,607 25,506

貸倒引当金 △180 －

投資その他の資産合計 1,455,854 1,481,767

固定資産合計 3,172,811 3,261,993

資産合計 10,902,866 9,959,612
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(単位：千円)

第41期 
(平成21年３月31日) 

第42期 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※2  1,811,538 ※2  1,506,969

1年内返済予定の長期借入金 300,000 －

リース債務 7,300 26,561

未払金 46,277 95,757

未払費用 1,646,613 1,328,881

未払法人税等 36,705 29,757

未払消費税等 36,690 106,186

前受金 148,764 166,672

預り金 ※2  150,663 ※2  73,165

工事損失引当金 47,130 ※4  209,322

その他 － 35

流動負債合計 4,231,683 3,543,311

固定負債   

リース債務 21,900 69,581

再評価に係る繰延税金負債 ※3  575 ※3  575

退職給付引当金 2,418,915 2,384,802

役員退職慰労引当金 41,895 45,863

固定負債合計 2,483,286 2,500,823

負債合計 6,714,969 6,044,134

純資産の部   

株主資本   

資本金 685,927 685,927

資本剰余金   

資本準備金 250,015 250,015

資本剰余金合計 250,015 250,015

利益剰余金   

利益準備金 26,500 26,500

その他利益剰余金   

別途積立金 3,050,000 3,350,000

繰越利益剰余金 604,604 25,650

利益剰余金合計 3,681,104 3,402,150

自己株式 △2,631 △2,697

株主資本合計 4,614,414 4,335,395

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,202 7,803

土地再評価差額金 ※3  △427,720 ※3  △427,720

評価・換算差額等合計 △426,517 △419,916

純資産合計 4,187,896 3,915,478

負債純資産合計 10,902,866 9,959,612
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

第41期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

第42期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

情報サービス売上高 13,738,191 12,740,157

商品売上高 10,630,097 9,302,408

売上高合計 ※1  24,368,289 ※1  22,042,566

売上原価   

情報サービス売上原価 11,697,127 11,170,052

商品売上原価 8,238,121 7,508,924

売上原価合計 ※3  19,935,249 ※3，※4  18,678,976

売上総利益 4,433,040 3,363,589

販売費及び一般管理費   

役員報酬 80,561 64,320

従業員給料及び手当 1,658,554 1,743,643

退職給付費用 98,508 106,165

役員退職慰労引当金繰入額 19,390 18,155

従業員賞与 465,042 414,175

外注費 216,157 105,383

地代家賃 168,510 157,185

租税公課 54,269 51,805

減価償却費 128,193 147,257

研究開発費 ※2  137,150 ※2  80,126

その他 711,020 633,665

販売費及び一般管理費合計 3,737,359 3,521,885

営業利益又は営業損失（△） 695,680 △158,296

営業外収益   

受取利息 2,205 834

受取配当金 ※1  10,519 ※1  9,499

その他 415 478

営業外収益合計 13,139 10,812

営業外費用   

支払利息 ※1  6,372 ※1  4,569

固定資産除却損 － 1,247

その他 309 94

営業外費用合計 6,682 5,911

経常利益又は経常損失（△） 702,138 △153,394

特別利益   

償却債権取立益 1,037 －

貸倒引当金戻入額 27,180 －

特別利益合計 28,217 －

特別損失   

投資有価証券評価損 － 3,145

年金資産子会社移管損 － 8,035

減損損失 ※5  33,109 －

特別損失合計 33,109 11,181

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 697,246 △164,576

法人税、住民税及び事業税 302,979 34,248

法人税等調整額 △41,235 △46,899

法人税等合計 261,744 △12,651

当期純利益又は当期純損失（△） 435,502 △151,925
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

第41期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

第42期 
(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 685,927 685,927

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 685,927 685,927

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 250,015 250,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,015 250,015

資本剰余金合計   

前期末残高 250,015 250,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,015 250,015

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 26,500 26,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 26,500 26,500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,500,000 3,050,000

当期変動額   

別途積立金の積立 550,000 300,000

当期変動額合計 550,000 300,000

当期末残高 3,050,000 3,350,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 846,146 604,604

当期変動額   

別途積立金の積立 △550,000 △300,000

剰余金の配当 △127,044 △127,028

当期純利益又は当期純損失（△） 435,502 △151,925

当期変動額合計 △241,542 △578,953

当期末残高 604,604 25,650

利益剰余金合計   

前期末残高 3,372,646 3,681,104

当期変動額   

剰余金の配当 △127,044 △127,028

当期純利益又は当期純損失（△） 435,502 △151,925

当期変動額合計 308,457 △278,953

当期末残高 3,681,104 3,402,150
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(単位：千円)

第41期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

第42期 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △2,124 △2,631

当期変動額   

自己株式の取得 △506 △66

当期変動額合計 △506 △66

当期末残高 △2,631 △2,697

株主資本合計   

前期末残高 4,306,463 4,614,414

当期変動額   

剰余金の配当 △127,044 △127,028

当期純利益又は当期純損失（△） 435,502 △151,925

自己株式の取得 △506 △66

当期変動額合計 307,951 △279,019

当期末残高 4,614,414 4,335,395

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 17,627 1,202

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,424 6,601

当期変動額合計 △16,424 6,601

当期末残高 1,202 7,803

土地再評価差額金   

前期末残高 △427,720 △427,720

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △427,720 △427,720

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △410,093 △426,517

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,424 6,601

当期変動額合計 △16,424 6,601

当期末残高 △426,517 △419,916

純資産合計   

前期末残高 3,896,370 4,187,896

当期変動額   

剰余金の配当 △127,044 △127,028

当期純利益又は当期純損失（△） 435,502 △151,925

自己株式の取得 △506 △66

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,424 6,601

当期変動額合計 291,526 △272,418

当期末残高 4,187,896 3,915,478

株式会社菱友システムズ（4685）平成22年３月期決算短信

- 26 -



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
第41期 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

第42期 
（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）子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法 

（１）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  （２）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、売却原価は総平均

法により算定） 

（２）その他有価証券 

・時価のあるもの 

同左 

  ・時価のないもの 

総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 

（１）商品 

個別法による原価法（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） 

（１）商品 

個別法による原価法（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） 

  （２）仕掛品 

個別法による原価法（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） 

（会計方針の変更） 

当期より「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 企業会計基準委

員会））を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ72,685千

円減少しております。 

（２）仕掛品 

個別法による原価法（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） 

  

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） 

建物（附属設備を除く）については定

額法、建物以外については定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物  ３～48年 

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

同左 

  （２）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法、市場販売目

的のソフトウェアについては、販売可

能な有効期間（３年以内）における見

込販売収益に基づく償却額と残存有効

期間に基づく均等配分額とを比較し、

いずれか大きい額を償却する方法を採

用しております。 

（２）無形固定資産（リース資産を除く）

同左 
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項目 
第41期 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

第42期 
（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

額を零とする定額法を採用しており

ます。 

（会計方針の変更） 

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、当期より「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。 

これによる損益に与える影響は軽微で

あります。 

（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

額を零とする定額法を採用しており

ます。 

  

４．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 

金銭債権の貸倒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。 

（１）貸倒引当金 

同左 

  （２）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間（16年

～19.4年）による定額法により、それ

ぞれ発生の翌期から費用処理すること

としております。退職給付制度の一部

変更により発生した過去勤務債務は、

その発生時における従業員の平均残存

勤務期間（19.4年）による定額法によ

り、制度の改定日から費用処理してお

ります。 

（２）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間（16年

～19.4年）による定額法により、それ

ぞれ発生の翌期から費用処理すること

としております。退職給付制度の一部

変更により発生した過去勤務債務は、

その発生時における従業員の平均残存

勤務期間（19.4年）による定額法によ

り、制度の改定日から費用処理してお

ります。 

（会計方針の変更）  

当期より、「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」（企業会

計基準第19号 平成20年７月31日）を

適用しております。なお、これによる

損益への影響はありません。  
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項目 
第41期 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

第42期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

（３）役員退職慰労引当金 

取締役、監査役及び執行役員の退任に

伴う役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

（３）役員退職慰労引当金 

同左 

  

（４）工事損失引当金 

受注案件の損失に備えるため、受注制

作のソフトウェア開発案件のうち当期

末で将来の損失が確実視され、かつ、

その金額を合理的に見積ることができ

る案件が発生したことに伴い、翌期以

降に発生が見込まれる損失額を計上し

ております。 

なお、工事損失引当金の計上対象案件

のうち、当期末の仕掛品残高が当期末

の受注残高を既に上回っている案件に

ついては、その上回った金額は仕掛品

の評価損として計上しており、工事損

失引当金には含めておりません。 

（４）工事損失引当金 

受注案件の損失に備えるため、受注制

作のソフトウェア開発案件のうち当期

末で将来の損失が確実視され、かつ、

その金額を合理的に見積ることができ

る案件について、翌期以降に発生が見

込まれる損失額を計上しております。

なお、工事損失引当金の計上対象案件

のうち、当期末の仕掛品残高が当期末

の受注残高を既に上回っている案件に

ついては、その上回った金額は仕掛品

の評価損として計上しており、工事損

失引当金には含めておりません。 

５．収益及び費用の計上基準 （１）    ──────  

  

  

（１）完成工事高及び完成工事原価の計上

基準 

当期末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる案件  

 工事進行基準（進捗率の見積りは原

価比例法） 

その他の案件 

 工事完成基準  

（会計方針の変更） 

受注製作のソフトウェア開発案件に係

る収益の計上基準については、従来、

完成基準を採用しておりましたが、当

期より、「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

適用し、当期に着手した受注製作のソ

フトウェア開発案件から、当期末まで

の進捗部分について成果の確実性が認

められる案件については工事進行基準

（進捗率の見積りは原価比例法）を、

その他の案件については完成基準を適

用しております。 

なお、当期においては対象案件がない

ため損益への影響はありません。  

  （２）ファイナンス・リース取引に係る収

益の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を

計上する方法によっております。 

（２）ファイナンス・リース取引に係る収

益の計上基準 

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

（１）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。 

（１）消費税等の会計処理 

同左 
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表示方法の変更

第41期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

第42期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（損益計算書） 

前期まで区分掲記しておりました営業外費用の「固定資

産除却損」（当期309千円）は、営業外費用の総額の100

分の10以下となったため、「その他」に含めて表示する

こととしました。 

（損益計算書） 

前期に営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま

した「固定資産除却損」は、当期において、営業外費用

の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前期の「固定資産除却損」は 千円でありま

す。 

309

注記事項

（貸借対照表関係）

第41期 
（平成21年３月31日） 

第42期 
（平成22年３月31日） 

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は843,390千円であ

ります。 

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は 千円であ

ります。 

955,632

 ※２ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ

ります。 

 ※２ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ

ります。 

売掛金 2,759,985千円 

買掛金 20,599  

預り金 100,000  

売掛金 2,339,200千円 

買掛金 22,078  

預り金 20,675  

 ※３ 「土地」については、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行っております。この

評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当分

を「再評価に係る繰延税金負債」として固定負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

 ※３ 「土地」については、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用土地の再評価を行っております。この

評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当分

を「再評価に係る繰延税金負債」として固定負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評

価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

再評価の方法 「土地の再評価に関す

る法律施行令」（平成

10年３月31日公布政令

119号）第２条第３号

に定める地方税法第

341条第10号の土地課

税台帳又は同条第11号

の土地補充課税台帳に

登録されている価格に

合理的な調整を行う方

法により算出 

再評価及び減損処理を

行った土地の期末にお

ける時価と再評価及び

減損処理後の帳簿価額

との差額 △34,792 千円 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

再評価の方法 「土地の再評価に関す

る法律施行令」（平成

10年３月31日公布政令

119号）第２条第３号

に定める地方税法第

341条第10号の土地課

税台帳又は同条第11号

の土地補充課税台帳に

登録されている価格に

合理的な調整を行う方

法により算出 

再評価及び減損処理を

行った土地の期末にお

ける時価と再評価及び

減損処理後の帳簿価額

との差額 △10,200 千円 

──────  ※４ 損失が確実視される工事契約に係る仕掛品と工事

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しており

ます。  

損失が確実視される工事契約に係る仕掛品のう

ち、工事損失引当金に対応する額は144,638千円で

あります。 
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（損益計算書関係）

第41期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

第42期 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 ※１ 関係会社との主な取引高は次のとおりでありま

す。 

 ※１ 関係会社との主な取引高は次のとおりでありま

す。 

売上高 売上高 

情報サービス売上高 7,021,429千円 

商品売上高 3,490,034  

計 10,511,463  

受取配当金 8,250千円 

支払利息 1,193千円 

情報サービス売上高 4,503,615千円 

商品売上高 3,155,062  

計 7,658,677  

受取配当金 8,320千円 

支払利息 1,054千円 

 ※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は137,150千円で

あります。 

    なお、売上原価に含まれる研究開発費はありませ

ん。   

 ※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、売上原価に含まれる研究開発費はありませ

ん。  

80,126

──────  ※３ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、たな卸資産評価損（28,395千円）が

売上原価に含まれております。 

    なお、前期については、「重要な会計方針」の

「２．たな卸資産の評価基準及び評価方法」に記

載しております。 

──────  ※４ 売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額は

千円であります。     162,191

 ※５ 減損損失 

当期において、以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。 

当社は支社・営業所単位をグルーピングの基礎とし、遊

休資産については上記グループから区別してグルーピン

グを行っております。 

当該資産は現在遊休資産であり、また将来の用途が定ま

っていないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（33,109千円）として特別損失に

計上しました。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測

定し、固定資産税評価額を合理的に調整した価格に基づ

き評価しております。 

場所 用途 種類 

富山県富山市 遊休資産 土地 

────── 
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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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加798株は、単元未満株式の買取による増加であります。  

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加100株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

リース取引、有価証券、税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略しております。 

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

 該当事項はありません。 

(1）役員の異動 

 記載が可能になり次第、開示いたします。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  2,790  798  －  3,588

合計  2,790  798  －  3,588

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  3,588  100  －  3,688

合計  3,588  100  －  3,688

（開示の省略）

（１株当たり情報）

第41期 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

第42期 
（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       659円36銭

１株当たり当期純利益      68円57銭

１株当たり純資産額 円 銭616 48

１株当たり当期純損失（△） 円 銭△23 92

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

  
第41期 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

第42期 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  435,502  △151,925

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 435,502  △151,925

期中平均株式数（株）  6,351,475  6,351,337

（重要な後発事象）

６．その他
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