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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年９月30日)

当事業年度
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,790,222 2,888,771

売掛金 ※1 492,815 ※1 463,036

商品及び製品 197 267

仕掛品 6,541 9,753

原材料及び貯蔵品 25 4

前渡金 14,413 31,957

前払費用 51,762 49,817

繰延税金資産 45,303 43,902

その他 ※1 38,647 ※1 55,898

貸倒引当金 △8,719 △6,987

流動資産合計 3,431,209 3,536,422

固定資産

有形固定資産

建物 14,693 12,010

車両運搬具 3,813 2,543

工具、器具及び備品 85,722 81,397

有形固定資産合計 104,229 95,952

無形固定資産

ソフトウエア 83,889 77,553

電話加入権 1,099 1,099

無形固定資産合計 84,988 78,652

投資その他の資産

投資有価証券 326,530 353,614

関係会社株式 641,414 628,020

長期貸付金 8,440 8,440

関係会社長期貸付金 35,000 69,000

長期滞留債権 3,460 3,460

長期前払費用 15,029 10,109

敷金及び保証金 ※1 170,022 ※1 169,492

その他 3,795 3,645

貸倒引当金 △46,735 △56,735

投資その他の資産合計 1,156,956 1,189,045

固定資産合計 1,346,174 1,363,650

資産合計 4,777,384 4,900,072
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年９月30日)

当事業年度
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 ※1 149,891 ※1 156,992

未払金 3,991 304

未払費用 ※1 67,815 ※1 72,387

未払法人税等 132,204 57,043

未払消費税等 26,022 12,861

前受金 258,937 256,624

預り金 5,988 14,470

賞与引当金 65,000 73,300

役員賞与引当金 5,000 6,000

返品調整引当金 404 572

受注損失引当金 1,834 3,552

その他 6,051 7,102

流動負債合計 723,140 661,211

固定負債

繰延税金負債 1,936 6,064

その他 5,400 5,400

固定負債合計 7,336 11,464

負債合計 730,477 672,675

純資産の部

株主資本

資本金 277,375 277,375

資本剰余金

資本準備金 284,375 284,375

その他資本剰余金 2,915 2,915

資本剰余金合計 287,290 287,290

利益剰余金

利益準備金 3,600 3,600

その他利益剰余金

別途積立金 20,000 20,000

繰越利益剰余金 3,449,006 3,706,974

利益剰余金合計 3,472,606 3,730,574

自己株式 △17,440 △99,115

株主資本合計 4,019,830 4,196,124

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 27,076 31,272

評価・換算差額等合計 27,076 31,272

純資産合計 4,046,907 4,227,396

負債純資産合計 4,777,384 4,900,072
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②【損益計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年10月１日
　至 平成28年９月30日)

当事業年度
(自 平成28年10月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 ※2 3,412,935 ※2 3,477,382

売上原価 ※2 1,918,441 ※2 1,988,287

売上総利益 1,494,494 1,489,095

返品調整引当金戻入額 809 404

返品調整引当金繰入額 404 572

差引売上総利益 1,494,899 1,488,927

販売費及び一般管理費 ※1,※2 1,035,390 ※1,※2 1,060,655

営業利益 459,508 428,271

営業外収益

受取利息 ※2 546 ※2 2,430

受取配当金 ※2 7,791 ※2 10,512

為替差益 - 7,067

受取事務手数料 ※2 8,825 ※2 6,522

経営指導料 ※2 15,000 ※2 15,000

雑収入 ※2 1,985 ※2 710

営業外収益合計 34,149 42,242

営業外費用

支払利息 - 10

投資事業組合運用損 1,709 2,433

為替差損 6,427 -

貸倒引当金繰入額 30,000 10,000

雑損失 16 590

営業外費用合計 38,154 13,034

経常利益 455,503 457,478

特別利益

投資有価証券売却益 - 9,500

特別利益合計 - 9,500

特別損失

固定資産除却損 11 374

投資有価証券評価損 10,000 -

子会社株式評価損 55,387 -

子会社清算損 397 564

ゴルフ会員権評価損 37,670 -

特別損失合計 103,466 939

税引前当期純利益 352,037 466,039

法人税、住民税及び事業税 182,292 136,540

法人税等調整額 △4,017 3,677

法人税等合計 178,274 140,217

当期純利益 173,762 325,822
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 277,375 284,375 2,915 287,290 3,600 20,000 3,343,098 3,366,698

当期変動額

剰余金の配当 △67,854 △67,854

当期純利益 173,762 173,762

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - - - 105,907 105,907

当期末残高 277,375 284,375 2,915 287,290 3,600 20,000 3,449,006 3,472,606

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △17,410 3,913,953 41,458 41,458 3,955,411

当期変動額

剰余金の配当 △67,854 △67,854

当期純利益 173,762 173,762

自己株式の取得 △30 △30 △30

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△14,381 △14,381 △14,381

当期変動額合計 △30 105,877 △14,381 △14,381 91,495

当期末残高 △17,440 4,019,830 27,076 27,076 4,046,907
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当事業年度(自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 277,375 284,375 2,915 287,290 3,600 20,000 3,449,006 3,472,606

当期変動額

剰余金の配当 △67,854 △67,854

当期純利益 325,822 325,822

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - - - - - 257,967 257,967

当期末残高 277,375 284,375 2,915 287,290 3,600 20,000 3,706,974 3,730,574

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △17,440 4,019,830 27,076 27,076 4,046,907

当期変動額

剰余金の配当 △67,854 △67,854

当期純利益 325,822 325,822

自己株式の取得 △81,674 △81,674 △81,674

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

4,196 4,196 4,196

当期変動額合計 △81,674 176,293 4,196 4,196 180,489

当期末残高 △99,115 4,196,124 31,272 31,272 4,227,396
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【注記事項】

(重要な会計方針)

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

移動平均法による原価法

(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、売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

　但し、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）に

ついては、入手可能な 近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

　

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品及び製品、仕掛品

個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 原材料及び貯蔵品

終仕入原価法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

但し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

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。

主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物 10～18年

　車両運搬具 ６年

　工具、器具及び備品 ４～10年

(2) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウエア

販売可能な見込有効期間(３年以内)に基づく定額法

自社利用目的のソフトウエア

社内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額法

　

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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検討して回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づき計上しております。

(4) 返品調整引当金

製品の返品による損失に備えるため、過去の返品実績率に基づく返品損失見込額を計上しております。

(5) 受注損失引当金

受注業務に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が高く、かつ、その損失見込額を合理的に見積もる

ことができる受注業務について、当該損失見込額を計上しております。
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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。

　

(追加情報)

　 （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事業年

度から適用しております。

　

(貸借対照表関係)

※１ 関係会社に対する資産及び負債

　区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

前事業年度
(平成28年９月30日)

当事業年度
(平成29年９月30日)

短期金銭債権 64,642千円 81,507千円

長期金銭債権 1,420千円 1,420千円

短期金銭債務 37,632千円 34,442千円

　

　２ 保証債務

　関係会社の仕入債務に対して、次のとおり連帯保証を行っております。

前事業年度
(平成28年９月30日)

当事業年度
(平成29年９月30日)

Kiwi株式会社 ― 4,752千円

　

(損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

当事業年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

給与手当 324,985千円 339,851千円

賞与引当金繰入額 35,054千円 39,482千円

役員賞与引当金繰入額 5,000千円 6,000千円

法定福利費 62,172千円 65,501千円

広告宣伝費 159,657千円 154,372千円

減価償却費 21,655千円 22,998千円

貸倒引当金繰入額 2,795千円 807千円

支払手数料 99,006千円 100,732千円

販売費に属するおおよその割合 60％ 75％

一般管理費に属するおおよその割合 40％ 25％

　

※２ 関係会社に対する取引高

前事業年度
(自 平成27年10月１日
至 平成28年９月30日)

当事業年度
(自 平成28年10月１日
至 平成29年９月30日)

売上高 222,411千円 266,418千円

売上原価 66,107千円 100,561千円

販売費及び一般管理費 92,805千円 74,080千円

受取利息 348千円 2,253千円

受取配当金 4,049千円 3,120千円

受取事務手数料 8,825千円 6,522千円

経営指導料 15,000千円 15,000千円

雑収入 1,200千円 400千円
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(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

　 (注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
　(単位：千円)

区分
前事業年度

（平成28年９月30日）
当事業年度

（平成29年９月30日）

（1）子会社株式 550,894 537,501

（2）関連会社株式 90,519 90,519

計 641,414 628,020

上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるもので

あります。

　

(税効果会計関係)

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

前事業年度
(平成28年９月30日)

当事業年度
(平成29年９月30日)

(繰延税金資産)

未払事業税 8,589千円 4,402千円

賞与引当金 22,895千円 25,825千円

研究開発費損金不算入額 17,328千円 14,617千円

貸倒引当金 16,988千円 19,518千円

たな卸資産評価損 2,139千円 2,017千円

子会社株式評価損 61,883千円 61,883千円

関連会社株式評価損 26,461千円 26,461千円

その他 15,624千円 19,597千円

繰延税金資産小計 171,911千円 174,324千円

評価性引当額 △116,594千円 △122,685千円

繰延税金資産合計 55,316千円 51,639千円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 11,949千円 13,801千円

繰延税金負債合計 11,949千円 13,801千円

繰延税金資産（負債）の純額 43,366千円 37,837千円

　

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

前事業年度
(平成28年９月30日)

当事業年度
(平成29年９月30日)

法定実効税率 33.06％ 30.86％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.51％ 0.59％

同族会社の留保金額に係る法人税及び住民税額 3.55％ 3.91％

受取配当金等の益金不算入額 △0.45％ △0.30％

評価性引当額の増減 7.85％ 1.31％

法人税額の特別控除 △0.65％ △0.51％

住民税均等割額 1.90％ 1.43％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 2.50％ ―

子会社清算に伴う繰越欠損金の引継ぎ △0.08％ △7.38％

その他 0.45％ 0.18％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.64％ 30.09％
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分 資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期償却額
（千円）

当期末残高
（千円）

減価償却
累計額
（千円）

有形固定資産 建物 14,693 ― 357 2,325 12,010 17,091

車両運搬具 3,813 ― ― 1,269 2,543 3,862

工具、器具及び備品 85,722 33,780 17 38,088 81,397 227,010

計 104,229 33,780 374 41,683 95,952 247,964

無形固定資産 ソフトウエア 83,889 49,500 ― 55,837 77,553 66,052

電話加入権 1,099 ― ― ― 1,099 ―

計 84,988 49,500 ― 55,837 78,652 66,052

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 サービス用サーバ等 32,865千円

ソフトウエア 「乗換案内」の機能追加相当額 49,500千円

【引当金明細表】

科目
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 55,455 13,812 5,544 63,723

賞与引当金 65,000 73,300 65,000 73,300

役員賞与引当金 5,000 6,000 5,000 6,000

返品調整引当金 404 572 404 572

受注損失引当金 1,834 3,552 1,834 3,552

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。


