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１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

 

  
前連結会計年度 

(平成14年９月30日) 
当連結会計年度 

(平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※１ 713,467  803,615

２ 受取手形及び売掛金  136,209  236,978

３ たな卸資産  21,614  10,361

４ 繰延税金資産  32,631  51,454

５ その他  4,759  13,288

６ 貸倒引当金  △404  △737

流動資産合計  908,279 85.9  1,114,960 84.7

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物  2,642 3,381 

減価償却累計額  330 2,312 641 2,739

(2) 車両運搬具  3,382 3,627 

減価償却累計額  1,813 1,568 482 3,145

(3) 工具器具備品  30,628 54,948 

減価償却累計額  17,238 13,389 26,427 28,521

有形固定資産合計  17,270 1.6  34,406 2.6

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  38,612  42,555

(2) その他  9,620  8,370

無形固定資産合計  48,233 4.6  50,926 3.9

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  11,890  11,890

(2) 繰延税金資産  37,389  56,551

(3) その他  34,308  46,916

投資その他の資産合計  83,588 7.9  115,358 8.8

固定資産合計  149,091 14.1  200,691 15.3

資産合計  1,057,371 100.0  1,315,651 100.0
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前連結会計年度 

(平成14年９月30日) 
当連結会計年度 

(平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  31,416  88,513

２ 一年以内返済予定 
長期借入金 

 19,512  10,702

３ 未払法人税等  92,281  43,443

４ 未払消費税等  12,250  6,379

５ 未払費用  28,227  27,116

６ 賞与引当金  19,500  25,000

７ その他  6,969  9,311

流動負債合計  210,157 19.9  210,465 16.0

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  13,198  2,496

固定負債合計  13,198 1.2  2,496 0.2

負債合計  223,355 21.1  212,961 16.2

   

(少数株主持分)   

少数株主持分  ― ―  ― ―

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※２ 194,375 18.4  ― ―

Ⅱ 資本準備金  162,875 15.4  ― ―

Ⅲ 連結剰余金  476,765 45.1  ― ―

資本合計  834,015 78.9  ― ―

Ⅰ 資本金  ― ―  277,375 21.1

Ⅱ 資本剰余金  ― ―  284,375 21.6

Ⅲ 利益剰余金  ― ―  540,939 41.1

資本合計  ― ―  1,102,689 83.8

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 1,057,371 100.0  1,315,651 100.0
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② 【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  1,074,572 100.0  1,156,573 100.0

Ⅱ 売上原価 ※２ 505,223 47.0  622,743 53.9

売上総利益  569,349 53.0  533,830 46.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 332,322 30.9  349,742 30.2

営業利益  237,026 22.1  184,087 15.9

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  624 48   

２ 為替差益  228 ―  

３ 雑収入  279 1,132 0.1 49 97 0.0

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  881 431  

２ 新株発行費  800 220  

３ 株式公開費  803 21,042  

４ 雑損失  269 2,754 0.3 1,035 22,729 2.0

経常利益  235,404 21.9  161,455 13.9

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入額  4 ―  

２ 投資有価証券売却益  5,253 5,258 0.5 ― ― ―

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※３ ― 634  

２ 固定資産除却損 ※４ 1,273 142  

３ 投資有価証券売却損  1,494 ―  

４ 関係会社整理損  435 3,202 0.3 ― 777 0.1

税金等調整前当期純利益  237,459 22.1  160,678 13.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 139,387 113,877  

法人税等調整額  △32,377 107,009 10.0 △37,984 75,893 6.5

当期純利益  130,450 12.1  84,784 7.3
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③ 【連結剰余金計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 連結剰余金期首残高  358,840  ―

Ⅱ 連結剰余金減少高   

１ 配当金  7,925 ― 

２ 取締役賞与金  4,600 12,525  ― ―

Ⅲ 当期純利益  130,450  ―

Ⅳ 連結剰余金期末残高  476,765  ―

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高   

 １ 資本準備金期首残高  ― ― 162,875 162,875

Ⅱ 資本剰余金増加高   

  １ 増資による新株式の発行  ― ― 121,500 121,500

Ⅲ 資本剰余金期末残高  ―  284,375

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   

１ 連結剰余金期首残高  ― ― 476,765 476,765

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 当期純利益  ― ― 84,784 84,784

Ⅲ 利益剰余金減少高   

  １ 配当金  ― 9,510 

２ 取締役賞与金  ― ― 11,100 20,610

Ⅳ 利益剰余金期末残高  ―  540,939
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 税金等調整前当期純利益  237,459 160,678

 ２ 減価償却費  21,844 32,651

 ３ 貸倒引当金の増減額  △4 333

 ４ 賞与引当金の増減額  6,200 5,500

 ５ 受取利息及び受取配当金  △624 △48

 ６ 支払利息  881 431

 ７ 固定資産除却損  1,273 142

 ８ 売上債権の増減額  △13,371 △100,768

 ９ 前受金の増減額  △3,587 1,295

 10 たな卸資産の増減額  1,091 11,253

 11 仕入債務の増減額  1,305 57,096

 12 前渡金の増減額  6,772 △7,144

 13 未払費用の増減額  △12,047 △1,110

 14 未払消費税等の増減額  12,197 △5,871

 15 役員賞与の支払額  △4,600 △11,100

 16 その他  2,738 △12,280

小計  257,528 131,057

 17 利息及び配当金の受取額  374 48

 18 利息の支払額  △881 △428

 19 法人税等の支払額  △75,235 △162,715

   営業活動によるキャッシュ・フロー  181,786 △32,038

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 定期預金の預入による支出  △10,000 △10,000

 ２ 定期預金の払戻による収入  20,000 10,000

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △12,178 △29,789

 ４ 無形固定資産の取得による支出  △27,716 △24,069

 ５ 投資有価証券の売却による収入  32,162 ―

 ６ その他  5,901 1,802

   投資活動によるキャッシュ・フロー  8,169 △52,055

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 長期借入金の返済による支出  △20,305 △19,512

 ２ 配当金の支出額  △7,925 △9,510

３ 株式発行による収入      ― 204,280

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △28,230 175,258

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  228 △1,015

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  161,954 90,147

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  541,513 703,467

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  703,467 793,615
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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13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数及び主要な連結子

会社の名称 

１社  コンパスティービー株式

会社 

すべての子会社を連結しております。 

 連結子会社の数  １社 

 連結子会社の名称 

    コンパスティービー株式会社 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社 JORUDAN AMERICA,

INC. 

非連結子会社は小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び剰余金(持分に

見合う額)は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

なお、JORUDAN AMERICA,INC.は

平成14年３月７日に清算結了いた

しました。 

 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及

び関連会社の数 

持分法適用会社はありません。

なお、関連会社はありません。 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及

び関連会社の数 

持分法適用会社はありません。

なお、関連会社はありません。 

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社の

名称等 

非連結子会社 JORUDAN AMERICA,

INC. 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、連結純損

益及び連結剰余金に及ぼす影響が

軽微であり重要性がないため、持

分法の適用を行っておりません。

なお、JORUDAN AMERICA,INC.は

平成14年３月７日に清算結了いた

しました。 

 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

(1) 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) 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

イ 有価証券 

―――――――― 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

 ロ たな卸資産 

商品・製品 

個別法に基づく原価法 

原材料 

終仕入原価法に基づく原価

法 

ロ たな卸資産 

製品・仕掛品 

個別法に基づく原価法 

原材料 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 (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 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。 

イ 有形固定資産 

同左 

 ロ 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェア 

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ェア 

社内における見込利用可能期

間(５年)に基づく定額法 

ロ 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェア 

同左 

 

自社利用目的のソフトウェア 

同左 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

新株発行費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

新株発行費 

同左 

 (4) 重要な引当金の計上基準 (4) 重要な引当金の計上基準 

 イ 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。 

イ 貸倒引当金 

同左 

 ロ 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。 

ロ 賞与引当金 

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 

税抜処理によっております。 

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

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 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

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 

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13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

 前連結会計年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて

表示しておりました「為替差益」については、当連結会

計年度において営業外収益の総額の百分の十を超えるこ

ととなったため、当連結会計年度より区分掲記すること

といたしました。なお、前連結会計年度の「為替差益」

は14千円であります。 

          

─────── 

 

(会計処理の変更) 

 

前連結会計年度 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

 

─────── 

（自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準）

当連結会計年度から「企業会計基準第1号 自己株式

及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（平成14年

2月21日 企業会計基準委員会）を適用しております。

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「１株当たり当期純利益に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日

企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用し

ております。 

  なお、同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響に

ついては、（１株当たり情報）注記事項に記載のとお

りであります。 

（連結貸借対照表） 

 連結財務諸表規則の改正により当連結会計年度から

「資本準備金」は「資本剰余金」と「連結剰余金」は

「利益剰余金」として表示しております。 

 

（連結剰余金計算書） 

１ 連結財務諸表規則の改正により当連結会計年度から

連結剰余金計算書を資本剰余金の部及び利益剰余金の

部に区分して記載しております。 

２ 連結財務諸表規則の改正により当連結会計年度から

「連結剰余金期首残高」は「利益剰余金期首残高」と

「連結剰余金増加高」は「利益剰余金増加高」と「連

結剰余金減少高」は「利益剰余金減少高」と「連結剰

余金期末残高」は「利益剰余金期末残高」として表示

しております。 

 また、前連結会計年度において独立掲記しておりま

した当期純利益については「利益剰余金増加高」の内

訳として表示してあります。 
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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14年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成15年９月30日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保差入資産 

定期預金 10,000千円

債務の内容 

対応債務はありません。 
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保差入資産 

定期預金 10,000千円

債務の内容 

同左 

 
 

―――――――― ※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式5,255千株で

  あります。 
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

役員報酬 48,814千円

給与手当 73,516千円

賞与引当金繰入額 7,800千円

通信費 14,194千円

広告宣伝費 56,584千円

減価償却費 2,742千円

地代家賃 15,316千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

役員報酬 57,153千円

給与手当 73,743千円

賞与引当金繰入額 8,830千円

通信費 15,352千円

広告宣伝費 72,109千円

減価償却費 4,404千円

地代家賃 12,167千円

貸倒引当金繰入額      333千円
 
※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

 146,669千円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

 79,274千円
 

※３ 固定資産売却損の内容 

車両運搬具 634千円
 

※４ 固定資産除却損の内容 

建物 428千円

工具器具備品 844千円

合計 1,273千円
 

※４ 固定資産除却損の内容 

工具器具備品 142千円
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(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13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30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 

現金及び預金勘定 713,467千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △10,000千円

現金及び現金同等物 703,467千円
  

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 803,615千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △10,000千円

現金及び現金同等物 793,615千円
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(リース取引関係) 

 

前連結会計年度(自平成13年10月１日至平成14年９月30日)及び当連結会計年度(自平成14年10月

１日至平成15年９月30日) 

いずれの年度も該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(自平成13年10月１日 至平成14年９月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

143,768 5,253 1,508

 

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

 

内容 連結貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 11,890

 

当連結会計年度(自平成14年10月１日 至平成15年９月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券  

該当事項はありません。 

 

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

 

内容 連結貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 11,890
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(デリバティブ取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

当社グループはデリバティブ取引をしておりませんの

で該当事項ありません。 

同左 
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(退職給付関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

提出会社は、中小企業退職金共済制度に加入してお

り、将来の退職給付について拠出以後に追加的な負担が

生じないため、当該制度に基づく要拠出額をもって費用

計上しております。従って、退職給付関係については、

該当がないため記載を省略しております。 

同左 

 

(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成15年９月30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 

(繰延税金資産) 

未払事業税 7,671千円

賞与引当金繰入限度超過額 5,070千円

研究開発費損金不算入額 52,963千円

製品廃棄損 2,833千円

その他 1,482千円

繰延税金資産合計 70,021千円

繰延税金資産純額 70,021千円
  

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) 

未払事業税 3,728千円

賞与引当金繰入限度超過額 8,639千円

研究開発費損金不算入額 93,842千円

製品廃棄損 46千円

その他 1,748千円

繰延税金資産合計 108,005千円

繰延税金資産純額 108,005千円
  

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 

法定実効税率 42.05％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.35％

同族会社の留保金額に係る 
法人税及び住民税額 

3.66％

評価性引当額 △0.88％

その他 △0.12％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.06％
  

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 

法定実効税率 42.05％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.25％

同族会社の留保金額に係る 
法人税及び住民税額 

4.02％

その他 0.91％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.23％
  

 ３ 地方税法等の一部を改正する法律（平成１５年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布されたことに伴

い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算（ただし、平成16年10月１日以降解消が見込ま

れるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前連

結会計年度の42.05%から40.69%に変更されました。 

その結果、繰延税金資産の金額が1,890千円減少

し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が同

額増加しております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成13年10月１日 至 平成14年９月30日) 

 

 
乗換案内事業

(千円) 

マルチ 
メディア事業

(千円) 

その他 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

755,408 242,097 77,066 1,074,572 ― 1,074,572

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,528 ― ― 4,528 (4,528) ―

計 759,937 242,097 77,066 1,079,100 (4,528) 1,074,572

営業費用 381,911 276,136 56,412 714,460 123,085 837,545

営業利益 
又は営業損失(△) 

378,025 △34,038 20,653 364,640 (127,613) 237,026

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

  

資産 364,587 64,066 32,345 460,999 596,371 1,057,371

減価償却費 17,314 2,341 149 19,805 2,038 21,844

資本的支出 29,660 5,270 239 35,170 4,724 39,895
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当連結会計年度(自 平成14年10月１日 至 平成15年９月30日) 

 

 
乗換案内事業

(千円) 

マルチ 
メディア事業

(千円) 

その他 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

913,458 185,945 57,169 1,156,573 ― 1,156,573

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,612 ― ― 2,612 (2,612) ―

計 916,071 185,945 57,169 1159,185 (2,612) 1,156,573

営業費用 543,167 238,395 47,162 828,725 143,760 972,485

営業利益 
又は営業損失(△) 

372,904 △52,450 10,006 330,460 (146,373) 184,087

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

  

資産 494,668 77,320 3,786 575,775 739,876 1,315,651

減価償却費 27,346 3,188 157 30,692 1,959 32,651

資本的支出 42,202 4,501 ― 46,704 7,153 53,858

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 (1) 乗換案内事業……「乗換案内時刻表対応版」 

 (2) マルチメディア事業……家庭用ゲームソフトウェア 

 (3) その他……受託開発ソフトウェア 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、前連結会計年度は127,613千円、

当連結会計年度は146,373千円であり、提出会社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、前連結会計年度は596,371千円、当連結会計年

度は739,876千円であり、その主なものは提出会社の余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金

(投資有価証券)、繰延税金資産及び管理部門に係る資産等であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自平成13年10月１日至平成14年９月30日)及び当連結会計年度(自平成14年10

月１日至平成15年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割

合が、いずれの年度も90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自平成13年10月１日至平成14年９月30日)及び当連結会計年度(自平成14年10

月１日至平成15年９月30日) 

海外売上高が、いずれの年度も連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 
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(関連当事者との取引） 

前連結会計年度(自平成13年10月１日至平成14年９月30日)及び当連結会計年度(自平成14年10月

１日至平成15年９月30日) 

いずれの年度も該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

１株当たり純資産額 175円40銭 207円97銭

１株当たり当期純利益 27円43銭 15円04銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 潜在株式がないため記載しており
ません。 

同左 

 

  平成14年７月２日付で普通株式１
株を30株に株式分割を行っておりま
す。なお、１株当たり当期純利益
は、期首に分割が行なわれたものと
して計算しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 当連結会計年度から、「１株当たり当
期純利益に関する会計基準」(企業会計
基準委員会 平成14年９月25日 企業会
計基準第２号)及び「１株当たり当期純
利益に関する会計基準の適用指針」(企
業会計基準委員会 平成14年９月25日
企業会計基準適用指針第４号)を適用し
ております。 
 従来と同様の方法によった場合の１株
当たり情報については、以下のとおりで
あります。 

  １株当たり純資産額    209円84銭 
   １株当たり当期純利益    17円01銭 

 
(１株当たり当期純利益の算定上の基礎)
 当期純利益 

84,784千円
 普通株主に帰属しない金額 

9,800千円
(うち利益処分による取締役賞与金) 

9,800千円
 普通株式に係る当期純利益 
            74,984千円 
普通株式の期中平均株式数 

4,985千株 
 

 

 

 

(重要な後発事象) 

 

前連結会計年度 
(自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

同左 
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⑤ 【連結附属明細表】 

ａ 【社債明細表】 

該当事項ありません。 

 

ｂ 【借入金等明細表】 

 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

一年以内返済予定長期借入金 19,512 10,702 2.0 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

13,198 2,496 2.0 
平成16年10月15日～
平成17年 1月31日 

合計 32,710 13,198 ― ― 

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のと

おりであります。 

 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 
２年超３年以内 

(千円) 
３年超４年以内 

(千円) 
４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 2,496 ― ― ―

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

 




