
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21年９月30日) 

当事業年度 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,458,882 1,710,075

受取手形 5,670 －

売掛金 ※1  643,943 ※1  652,087

商品及び製品 13,249 6,739

仕掛品 22,531 14,704

原材料及び貯蔵品 289 338

前渡金 16,748 15,798

前払費用 14,859 30,036

繰延税金資産 67,440 68,413

短期貸付金 ※1  50,629 －

その他 1,563 7,394

貸倒引当金 △8,251 △7,853

流動資産合計 2,287,557 2,497,735

固定資産   

有形固定資産   

建物 14,878 15,478

減価償却累計額 △5,850 △6,959

建物（純額） 9,027 8,519

車両運搬具 4,714 4,918

減価償却累計額 △982 △2,616

車両運搬具（純額） 3,731 2,301

工具、器具及び備品 223,156 323,872

減価償却累計額 △152,534 △203,367

工具、器具及び備品（純額） 70,622 120,505

有形固定資産合計 83,381 131,326

無形固定資産   

ソフトウエア 121,394 154,673

電話加入権 1,079 1,079

その他 677 －

無形固定資産合計 123,151 155,752

投資その他の資産   

投資有価証券 33,940 76,440

関係会社株式 430,825 431,925

関係会社長期貸付金 29,669 23,940

敷金及び保証金 191,743 188,743

長期滞留債権 5,817 5,271

長期前払費用 － 5,000

繰延税金資産 30,279 24,224

その他 4,845 4,695

貸倒引当金 △5,817 △5,271

投資その他の資産合計 721,304 754,970

固定資産合計 927,836 1,042,048

資産合計 3,215,393 3,539,784

― 85 ―



(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年９月30日) 

当事業年度 
(平成22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 203,479 174,777

未払金 712 －

未払費用 76,395 58,005

未払法人税等 125,783 137,871

未払消費税等 21,631 10,584

前受金 72,515 134,546

預り金 4,605 4,592

賞与引当金 60,000 66,400

役員賞与引当金 9,500 10,000

返品調整引当金 7,945 4,823

受注損失引当金 1,358 －

その他 11,143 6,104

流動負債合計 595,070 607,706

固定負債   

その他 － 3,000

固定負債合計 － 3,000

負債合計 595,070 610,706

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

資本剰余金合計 284,375 284,375

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 2,058,856 2,367,755

利益剰余金合計 2,082,456 2,391,355

自己株式 △23,883 △24,027

株主資本合計 2,620,323 2,929,078

純資産合計 2,620,323 2,929,078

負債純資産合計 3,215,393 3,539,784
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②【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 ※2  3,370,528 ※2  3,347,496

売上原価   

商品期首たな卸高 119 －

製品期首たな卸高 7,999 13,249

当期製品製造原価 ※2  826,819 ※2  826,197

ソフトウエア償却費 43,739 57,482

当期商品仕入高 ※2  936,040 ※2  881,528

合計 1,814,718 1,778,457

商品期末たな卸高 － －

製品期末たな卸高 13,249 6,739

売上原価合計 ※3  1,801,469 ※3  1,771,718

売上総利益 1,569,059 1,575,778

返品調整引当金戻入額 4,100 7,945

返品調整引当金繰入額 7,945 4,823

差引売上総利益 1,565,214 1,578,900

販売費及び一般管理費 ※1, ※2, ※3  1,002,607 ※1, ※2, ※3  988,727

営業利益 562,606 590,173

営業外収益   

受取利息 2,085 2,782

受取配当金 ※2  12,108 ※2  9,313

受取事務手数料 ※2  4,571 ※2  3,809

経営指導料 ※2  12,857 ※2  14,000

雑収入 266 2,516

営業外収益合計 31,888 32,421

営業外費用   

為替差損 1,995 1,046

雑損失 － 516

営業外費用合計 1,995 1,562

経常利益 592,499 621,032

特別利益   

固定資産売却益 ※4  376 －

特別利益合計 376 －

特別損失   

固定資産除却損 ※5  4,310 ※5  597

投資有価証券評価損 1,137 －

減損損失 282 －

特別損失合計 5,729 597

税引前当期純利益 587,145 620,435

法人税、住民税及び事業税 259,252 264,801

法人税等調整額 △5,914 5,082

法人税等合計 253,338 269,884

当期純利益 333,807 350,550
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【製造原価明細書】 

  

 
  

(注) 

  

 
  

  (自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

前事業年度
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) 

当事業年度

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費  23,834 2.6 14,626 1.6 

Ⅱ 労務費 ※２ 287,555 31.2 295,294 32.9 

Ⅲ 経費 ※３ 609,309 66.2 588,369 65.5 

  当期総製造費用  920,699 100.0 898,289 100.0 

  期首仕掛品たな卸高  1,241 22,531  
合計  921,940 920,821  

  期末仕掛品たな卸高  22,531 14,704  
  他勘定振替高 

  受注損失引当金戻入額 

※４

 
73,947 

― 

78,562 

1,358 

 
 

  受注損失引当金繰入額  1,358 ―  
  当期製品製造原価  826,819 826,197  

      

(自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

前事業年度
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) 

当事業年度

 １ 原価計算の方法 

 当社の原価計算は、プロジェクト別実際個別原価

計算によっております。 

 １ 原価計算の方法 

同左 

※２ 労務費には、次のものが含まれております。 

賞与引当金繰入額 26,842千円

※２ 労務費には、次のものが含まれております。 

賞与引当金繰入額 29,107千円

※３ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 

外注費 177,081千円

情報使用料 291,582千円

地代家賃 29,564千円

減価償却費 28,828千円

※３ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 

外注費 93,082千円

情報使用料 331,176千円

地代家賃 32,499千円

減価償却費 28,683千円

※４ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 

ソフトウエア 73,947千円

※４ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 

ソフトウエア 78,562千円
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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10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 277,375 277,375

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 277,375 277,375

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 284,375 284,375

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 284,375 284,375

資本剰余金合計   

前期末残高 284,375 284,375

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 284,375 284,375

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,600 3,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,600 3,600

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 20,000 20,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,000 20,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,766,878 2,058,856

当期変動額   

剰余金の配当 △41,829 △41,652

当期純利益 333,807 350,550

当期変動額合計 291,978 308,898

当期末残高 2,058,856 2,367,755

利益剰余金合計   

前期末残高 1,790,478 2,082,456

当期変動額   

剰余金の配当 △41,829 △41,652

当期純利益 333,807 350,550

当期変動額合計 291,978 308,898

当期末残高 2,082,456 2,391,355
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

自己株式   

前期末残高 △13,489 △23,883

当期変動額   

自己株式の取得 △10,393 △143

当期変動額合計 △10,393 △143

当期末残高 △23,883 △24,027

株主資本合計   

前期末残高 2,338,738 2,620,323

当期変動額   

剰余金の配当 △41,829 △41,652

当期純利益 333,807 350,550

自己株式の取得 △10,393 △143

当期変動額合計 281,584 308,754

当期末残高 2,620,323 2,929,078

純資産合計   

前期末残高 2,338,738 2,620,323

当期変動額   

剰余金の配当 △41,829 △41,652

当期純利益 333,807 350,550

自己株式の取得 △10,393 △143

当期変動額合計 281,584 308,754

当期末残高 2,620,323 2,929,078
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【重要な会計方針】 

  

 
  

項目 (自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

前事業年度
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) 

当事業年度

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

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 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

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 

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） 

原材料及び貯蔵品 

 最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） 

商品及び製品、仕掛品 

原材料及び貯蔵品 

同左 

 

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

 なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

特許権 

定額法 

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 

(1) 有形固定資産 

同左 

(2) 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 

 
 
 
 

 

 

 
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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 (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。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 
 

 (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。 

(3) 役員賞与引当金 

同左 

 (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。 

(4) 返品調整引当金 

同左 

 (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。 

(5) 受注損失引当金 

同左 
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【会計処理の変更】 

  

 
  

項目 (自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

前事業年度
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) 

当事業年度

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 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

(自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

前事業年度
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) 

当事業年度

――――――― 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号）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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当事業

年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ13,030千円減少しております。 

  （受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の

計上基準） 

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準につい

ては、従来、工事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

た受注制作のソフトウェアに係る契約から、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ソ

フトウェア制作については工事進行基準（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を、その他のソフトウェア制作

については工事完成基準を適用しております。 

 これによる売上高及び損益に与える影響はありませ

ん。 

 
―――――――
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【表示方法の変更】 

  

 
  

【追加情報】 

  

 
  

(自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

前事業年度
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) 

当事業年度

（貸借対照表） 

１  前事業年度において流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「短期貸付金」（前事業

年度320千円）は、当事業年度において総資産額

の百分の一を超えることとなったため、当事業年

度より区分掲記することといたしました。 

２  前事業年度において流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「前払費用」（前事業年

度17,400千円）は、当事業年度より明瞭に表示す

るため、区分掲記することといたしました。 

３  財務諸表等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、前事業年度において、「商品」

「製品」「原材料」として掲記されたものは、当

事業年度からそれぞれ「商品及び製品」「原材料

及び貯蔵品」と一括して掲記しております。 

 なお、当事業年度に含まれる「製品」「原材

料」は、それぞれ13,249千円、289千円でありま

す。 

 

 

（貸借対照表） 

 前事業年度において独立掲記しておりました「短期貸

付金」（当事業年度5,728千円）については、資産の総

額の100分の１以下となったため、当事業年度において

は流動資産の「その他」に含めて表示しております。 

 
 

(自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

前事業年度
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) 

当事業年度

─────── 
  （売上高の計上方法） 

 従来、保守契約開始時に一括収益計上を行っていた法

人向けの保守契約に係る売上に関しては、金額的重要性

の高い長期の契約が増加していることから、当該契約に

ついては、当事業年度より提供期間にわたる契約の履行

に応じて収益計上を行っております。この変更により売

上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ28,357千円減少しております。 
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【注記事項】 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

(損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度 

(平成21年９月30日)

当事業年度 

(平成22年９月30日)

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。 

売掛金 25,465千円

短期貸付金 50,629千円

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。 

売掛金 35,682千円

 

(自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

前事業年度
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) 

当事業年度

※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 55,050千円

給与手当 250,904千円

賞与引当金繰入額 33,157千円

役員賞与引当金繰入額 9,500千円

通信費 45,222千円

広告宣伝費 175,737千円

減価償却費 32,314千円

地代家賃 36,182千円

貸倒引当金繰入額 14,068千円

支払手数料 168,526千円

 

販売費に属するおおよその割合 75％

一般管理費に属するおおよその割合 25％

※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 55,200千円

給与手当 258,983千円

賞与引当金繰入額 37,292千円

役員賞与引当金繰入額 10,000千円

通信費 47,134千円

広告宣伝費 154,773千円

減価償却費 31,878千円

地代家賃 39,259千円

貸倒引当金繰入額 4,526千円

支払手数料 179,708千円

 

販売費に属するおおよその割合 75％

一般管理費に属するおおよその割合 25％

※２ 関係会社に対する取引高 

売上高 85,998千円

当期製品製造原価、
当期商品仕入高、 
販売費及び一般管理費 

66,003千円

受取配当金 10,848千円

受取事務手数料 4,571千円

経営指導料 12,857千円

※２ 関係会社に対する取引高 

売上高 108,884千円

当期製品製造原価、
当期商品仕入高、 
販売費及び一般管理費 

54,892千円

受取配当金 8,511千円

受取事務手数料 3,809千円

経営指導料 14,000千円

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

 44,066千円

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

30,347千円

※４ 固定資産売却益の内容 

 
車両運搬具 376千円

───────

 
 

※５ 固定資産除却損の内容 

建物 2,415千円

原状復帰費用 1,895千円

合計 4,310千円

※５ 固定資産除却損の内容 

建物 573千円

工具、器具及び備品 23千円

合計 597千円
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 市場買付による増加 22,100株 

  

当事業年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 178株 

  

  

(リース取引関係) 

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日)及び当事業年度(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30日) 

いずれの年度も該当事項はありません。 

  

  

(有価証券関係) 

前事業年度(平成21年９月30日） 

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。 

  
当事業年度(平成22年９月30日） 

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 

 (単位：千円) 

 
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。 

  
(追加情報) 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号  平成20年３月10日)及び「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号  平成20年３月10日)を適用してお

ります。 

  

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） 26,333 22,100 ─ 48,433 

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） 48,433 178 ― 48,611 

区分 貸借対照表計上額

子会社株式 431,925 
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(税効果会計関係) 

  

 
  

  

(企業結合等関係) 

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日) 

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため記載しておりませ

ん。 

  
当事業年度(自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日) 

記載すべき重要な事項はありません。 

  

  

前事業年度 
(平成21年９月30日)

当事業年度 
(平成22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 9,476千円

賞与引当金 27,265千円

研究開発費損金不算入額 46,352千円

返品調整引当金 1,582千円

たな卸資産評価損 5,302千円

その他 7,741千円

 繰延税金資産合計 97,720千円

 繰延税金資産純額 97,720千円

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 10,113千円

賞与引当金 27,018千円

研究開発費損金不算入額 34,574千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 4,280千円

たな卸資産評価損 8,615千円

その他 8,034千円

繰延税金資産合計 92,637千円

繰延税金資産純額 92,637千円

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 

 
  (調整) 

   

   

   

 
法定実効税率 40.69％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

0.89％

同族会社の留保金額に係る 
法人税及び住民税額 

2.35％

受取配当金等の益金不算入額 △0.80％

その他 0.02％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.15％

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 

 
  (調整) 

   

   

   

 
法定実効税率 40.69％

交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

0.81％

同族会社の留保金額に係る 
法人税及び住民税額 

2.53％

受取配当金等の益金不算入額 △0.58％

その他 0.05％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.50％
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(１株当たり情報) 

  

 
  
(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 

 
  

  

(重要な後発事象) 

前事業年度(自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日)及び当事業年度(自 平成21年10月１日

至 平成22年９月30日) 

いずれの年度も該当事項はありません。 

  

項目 (自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

前事業年度
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) 

当事業年度

１株当たり純資産額 503円27銭 562円59銭

１株当たり当期純利益 64円07銭 67円33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 
 

項目
(平成21年９月30日) 

前事業年度
(平成22年９月30日) 

当事業年度

貸借対照表の純資産の部の合計額 (千円) 2,620,323 2,929,078 

貸借対照表の純資産の部の合計額から控除す
る金額 (千円) 

─ ―

普通株式に係る純資産額 (千円) 2,620,323 2,929,078 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数 (千株) 5,206 5,206 

項目 (自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日) 

前事業年度
(自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日) 

当事業年度

損益計算書上の当期純利益 (千円) 333,807 350,550 

普通株式に係る当期純利益 (千円) 333,807 350,550 

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 (千株) 5,210 5,206 
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④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

 
  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券) 

その他有価証券 

株式会社トリプレットゲート 500 36,500 

株式会社ワイ・ディ・シー 50 17,500 

株式会社アールワークス 260 9,750 

イーツアー株式会社 150 3,500 

株式会社愛郷舎 40 2,000 

北日本マルチメディア放送株式会社 20 1,000 

東京マルチメディア放送株式会社 20 1,000 

中日本マルチメディア放送株式会社 20 1,000 

大阪マルチメディア放送株式会社 20 1,000 

中国・四国マルチメディア放送株式会社 20 1,000 

九州・沖縄マルチメディア放送株式会社 20 1,000 

東京エンジェルズ株式会社 200 952 

長城コンサルティング株式会社 7 238 

計 1,327 76,440 
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【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

     建物           事務所関連設備                           1,566千円 

   車両運搬具       車両備品                               204千円 

    工具、器具及び備品   サービス用サーバー等                     100,191千円 

   ソフトウエア      「乗換案内」の機能追加相当額              76,232千円 

               社内利用ソフトウエア                 18,415千円 

   その他         ソフトウエア仮勘定（ソフトウエア自社開発費用）    15,729千円 

   長期前払費用      特許実施許諾料                     5,312千円 

２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

     建物          事務所関連設備                            966千円 

   工具、器具及び備品   開発用機器                            400千円 

   ソフトウエア      「乗換案内」の機能追加相当額                   52,445千円 

   その他         ソフトウエア仮勘定（ソフトウエアへの振替）      16,406千円 

   長期前払費用      特許実施許諾料                      312千円 

  

資産の種類
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価 
償却累計額 
又は償却累 
計額(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産     

 建物 14,878 1,566 966 15,478 6,959 1,501 8,519 

 車両運搬具 4,714 204 ― 4,918 2,616 1,634 2,301 

 工具、器具及び備品 223,156 101,116 400 323,872 203,367 51,209 120,505 

有形固定資産計 242,749 102,887 1,366 344,270 212,944 54,345 131,326 

無形固定資産     

 ソフトウェア 193,348 96,968 53,287 237,028 82,355 63,699 154,673 

 電話加入権 1,079 ― ― 1,079 ― ― 1,079 

 その他 677 15,729 16,406 ― ― ― ―

無形固定資産計 195,104 112,697 69,694 238,107 82,355 63,699 155,752 

長期前払費用 ─ 5,312 312 5,000 ─ ― 5,000 

繰延資産 ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―
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【引当金明細表】 

  

 
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、前期計上額の洗替による戻入額3,222千円、債権回収

による取崩額104千円であります。 

２ 賞与引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額であります。 

３ 返品調整引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、前期計上額の洗替による戻入額であります。 

  

区分
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用) 
(千円)

当期減少額 
(その他) 
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 14,068 7,853 5,471 3,326 13,124 

賞与引当金 60,000 66,400 50,264 9,735 66,400 

役員賞与引当金 9,500 10,000 9,500 ― 10,000 

返品調整引当金 7,945 4,823 ― 7,945 4,823 

受注損失引当金 1,358 ― 1,358 ― ―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

ａ 現金及び預金 

  

 
  

  

ｂ 売掛金 

イ 相手先別内訳 
  

 
  

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

 
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」及び「当期回収高」には消費税等

が含まれております。 

  

区分 金額(千円)

現金 1,523 

預金 

当座預金 4,440 

普通預金 467,752 

振替貯金 12,607 

定期預金 1,222,729 

別段預金 1,021 

計 1,708,551 

合計 1,710,075 

相手先 金額(千円)

コンパスティービー株式会社 35,682 

株式会社ＪＲ西日本ＩＴソリューションズ 25,777 

日本電気株式会社 23,795 

富士電機システムズ株式会社 17,765 

その他  549,067 

合計 652,087 

前期繰越高(千円) 
  

(Ａ)

当期発生高(千円) 
  

(Ｂ)

当期回収高(千円)
  

(Ｃ)

次期繰越高(千円)
  

(Ｄ)
 

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

643,943 3,149,887 3,141,743 652,087 82.8 75.1 
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ｃ 商品及び製品 

  

 
  

ｄ 原材料及び貯蔵品 
  

 
  

ｅ 仕掛品 

  

 
  

品名 金額(千円)

製品 

ゲームソフト 
「女番社長レナWii」 2,229 

書籍 
「30日で人生を変えるマナーの本」 1,447 

書籍 
「濡れた足音で彼女は近づく」 968 

書籍 
「保守誕生 日本を陥没から救え」 764 

雑誌 
「表現者」 279 

パソコンソフト 
「乗換案内」 105 

その他 943 

合計 6,739 

内訳 金額(千円)

「乗換案内」材料 ＣＤ－ＲＯＭ、収納ケース他 338 

合計 338 

内訳 金額(千円)

書籍、雑誌 861 

その他受託開発ソフトウェア 13,842 

合計 14,704 
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ｆ 関係会社株式 

  

 
  

ｇ 敷金及び保証金 
  

 
(注) 株式会社日本航空インターナショナル・株式会社ジェイエア連名で預り証が発行されています。 

  
② 負債の部 

ａ 買掛金 

  

 
  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 
  

銘柄 金額(千円)

（子会社株式） 
コンパスティービー株式会社 59,246 

ゼストプロ株式会社 63,750 

株式会社エキスプレス・コンテンツバンク 308,929 

合計 431,925 

相手先 金額(千円)

株式会社和幸 60,489 

株式会社ジェイアール東海ツアーズ 26,000 

株式会社日本航空インターナショナル・株式会社ジェイ
エア(注) 20,000 

ＡＮＡセールス株式会社 20,000 

社団法人日本旅行業協会 14,000 

その他 48,254 

合計 188,743 

相手先 金額(千円)

ＫＤＤＩ株式会社 41,732 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 26,397 

株式会社交通新聞社 24,320 

東日本旅客鉄道株式会社 14,327 

株式会社昭文社 10,469 

その他 57,529 

合計 174,777 
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