
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24年９月30日) 

当事業年度 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,140,186 2,075,268

売掛金 519,508 523,707

商品及び製品 5,319 2,785

仕掛品 423 15,337

原材料及び貯蔵品 315 358

前渡金 11,987 17,941

前払費用 34,978 34,943

繰延税金資産 71,931 98,467

未収還付法人税等 － 77,866

その他 16,672 41,728

貸倒引当金 △5,907 △7,806

流動資産合計 2,795,415 2,880,599

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,003 27,631

減価償却累計額 △2,977 △8,097

建物（純額） 17,026 19,533

車両運搬具 4,271 4,271

減価償却累計額 △890 △2,300

車両運搬具（純額） 3,380 1,970

工具、器具及び備品 327,334 394,141

減価償却累計額 △263,005 △308,694

工具、器具及び備品（純額） 64,329 85,446

有形固定資産合計 84,736 106,951

無形固定資産   

ソフトウエア 230,492 230,652

電話加入権 1,079 1,099

無形固定資産合計 231,571 231,751

投資その他の資産   

投資有価証券 146,766 230,338

関係会社株式 633,188 427,427

長期貸付金 5,000 －

関係会社長期貸付金 12,178 6,142

敷金及び保証金 157,870 157,128

長期滞留債権 3,500 3,500

長期前払費用 7,089 3,336

繰延税金資産 26,495 13,083

その他 4,395 4,245

貸倒引当金 △8,333 △3,333

投資その他の資産合計 988,150 841,867

固定資産合計 1,304,458 1,180,570

資産合計 4,099,874 4,061,170
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年９月30日) 

当事業年度 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 169,652 187,787

未払金 － 41,185

未払費用 79,588 72,838

未払法人税等 206,218 －

未払消費税等 14,054 7,273

前受金 142,550 158,743

預り金 35,062 5,762

賞与引当金 82,000 87,000

役員賞与引当金 7,800 7,000

返品調整引当金 1,470 1,421

受注損失引当金 － 713

その他 7,333 5,856

流動負債合計 745,731 575,581

固定負債   

その他 8,900 5,900

固定負債合計 8,900 5,900

負債合計 754,631 581,481

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 2,780,500 2,913,880

利益剰余金合計 2,804,100 2,937,480

自己株式 △17,410 △17,410

株主資本合計 3,351,355 3,484,735

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,113 △5,046

評価・換算差額等合計 △6,113 △5,046

純資産合計 3,345,242 3,479,689

負債純資産合計 4,099,874 4,061,170
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②【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 ※2  3,364,429 ※2  3,302,974

売上原価   

商品期首たな卸高 13 －

製品期首たな卸高 6,290 5,319

当期製品製造原価 ※2, ※3  832,752 ※2, ※3  842,108

ソフトウエア償却費 96,413 113,525

当期商品仕入高 ※2  913,780 ※2  811,502

合計 1,849,249 1,772,456

製品期末たな卸高 5,319 2,785

売上原価合計 ※4  1,843,930 ※4  1,769,670

売上総利益 1,520,499 1,533,304

返品調整引当金戻入額 3,283 1,470

返品調整引当金繰入額 1,470 1,421

差引売上総利益 1,522,312 1,533,353

販売費及び一般管理費 ※1, ※2, ※4  964,133 ※1, ※2, ※4  1,077,376

営業利益 558,179 455,976

営業外収益   

受取利息 1,025 1,190

受取配当金 ※2  6,300 ※2  6,955

為替差益 121 4,064

受取事務手数料 ※2  6,000 ※2  6,285

経営指導料 ※2  15,428 ※2  16,857

助成金収入 6,000 －

貸倒引当金戻入額 － 5,000

雑収入 1,372 375

営業外収益合計 36,248 40,728

営業外費用   

貸倒引当金繰入額 5,000 －

雑損失 79 2,055

営業外費用合計 5,079 2,055

経常利益 589,348 494,650
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※5  1,140 －

投資有価証券売却益 148,635 －

特別利益合計 149,775 －

特別損失   

固定資産除却損 ※6  7,883 ※6  1,632

子会社株式売却損 － 2,661

子会社株式評価損 217,940 136,738

関連会社株式評価損 4,102 86,420

抱合せ株式消滅差損 － 30,177

特別損失合計 229,925 257,631

税引前当期純利益 509,198 237,019

法人税、住民税及び事業税 329,221 78,393

法人税等調整額 △1,479 △16,509

法人税等合計 327,742 61,883

当期純利益 181,456 175,136
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【製造原価明細書】 

  

  

(注) 

  

  

    (自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日) 

前事業年度
(自 平成24年10月１日 
至 平成25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   12,884 1.4 11,406 1.2 

Ⅱ 労務費 ※２ 334,943 35.2 325,959 34.3 

Ⅲ 経費 ※３ 602,313 63.4 613,750 64.5 

  当期総製造費用   950,142 100.0 951,116 100.0 

  期首仕掛品たな卸高   29,056 423 

合計   979,198   951,539  
  期末仕掛品たな卸高   423   15,337  
  他勘定振替高 ※４ 146,022   94,806  
  受注損失引当金繰入額   ―   713  
  当期製品製造原価   832,752 842,108 

            
 

(自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日) 

前事業年度
(自 平成24年10月１日 
至 平成25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 39,934千円
 

※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 35,922千円
 

※３ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 

外注費 129,106千円

情報使用料 297,296千円

地代家賃 31,437千円

減価償却費 35,930千円
 

※３ 経費のうち、主なものは次のとおりであります。 

外注費 203,422千円

情報使用料 256,766千円

地代家賃 25,884千円

減価償却費 28,426千円

※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 146,022千円
 

※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 94,806千円
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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23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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

その他資本剰余金   

当期首残高 － 2,915

当期変動額   

自己株式の処分 2,915 －

当期変動額合計 2,915 －

当期末残高 2,915 2,915

資本剰余金合計   

当期首残高 284,375 287,290

当期変動額   

自己株式の処分 2,915 －

当期変動額合計 2,915 －

当期末残高 287,290 287,290

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 2,640,695 2,780,500

当期変動額   

剰余金の配当 △41,650 △41,756

当期純利益 181,456 175,136

当期変動額合計 139,805 133,379

当期末残高 2,780,500 2,913,880

利益剰余金合計   

当期首残高 2,664,295 2,804,100

― 91 ―



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △41,650 △41,756

当期純利益 181,456 175,136

当期変動額合計 139,805 133,379

当期末残高 2,804,100 2,937,480

自己株式   

当期首残高 △24,079 △17,410

当期変動額   

自己株式の取得 △20,335 －

自己株式の処分 27,005 －

当期変動額合計 6,669 －

当期末残高 △17,410 △17,410

株主資本合計   

当期首残高 3,201,965 3,351,355

当期変動額   

剰余金の配当 △41,650 △41,756

当期純利益 181,456 175,136

自己株式の取得 △20,335 －

自己株式の処分 29,920 －

当期変動額合計 149,390 133,379

当期末残高 3,351,355 3,484,735

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 － △6,113

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,113 1,066

当期変動額合計 △6,113 1,066

当期末残高 △6,113 △5,046

評価・換算差額等合計   

当期首残高 － △6,113

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,113 1,066

当期変動額合計 △6,113 1,066

当期末残高 △6,113 △5,046

純資産合計   

当期首残高 3,201,965 3,345,242

当期変動額   

剰余金の配当 △41,650 △41,756

当期純利益 181,456 175,136

自己株式の取得 △20,335 －

自己株式の処分 29,920 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,113 1,066

当期変動額合計 143,277 134,446

当期末残高 3,345,242 3,479,689
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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 

  

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 

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） 

  

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 

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 

  
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。 
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(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 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。 

  

(会計方針の変更) 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成24年10月１日以後に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、減価償却方法の変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影

響は軽微であります。 
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(貸借対照表関係) 

 １  保証債務 

 関係会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。 

  

(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は、次のとおりであります。 

  
※２ 関係会社に対する取引高 

  
※３  売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額は、次のとおりであります。 

  
※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

 
前事業年度 

(平成24年９月30日)
当事業年度 

(平成25年９月30日)

株式会社エキスプレス・ 
コンテンツバンク 

31,930千円 15,250千円 
 

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前事業年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当事業年度

役員報酬 52,020千円 51,600千円 

給与手当 240,925千円 311,166千円 

賞与引当金繰入額 42,066千円 50,283千円 

役員賞与引当金繰入額 7,800千円 7,000千円 

法定福利費 43,722千円 55,194千円 

通信費 43,578千円 47,782千円 

広告宣伝費 157,937千円 207,154千円 

減価償却費 34,231千円 25,678千円 

地代家賃 34,736千円 41,154千円 

貸倒引当金繰入額 3,602千円 2,553千円 

支払手数料 158,833千円 123,786千円 

      

販売費に属するおおよその割合 75％ 70％ 

一般管理費に属するおおよその割合 25％ 30％ 
 

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前事業年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当事業年度

売上高 106,097千円 151,111千円 

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 

60,197千円 64,672千円 

受取配当金 5,485千円 4,880千円 

受取事務手数料 6,000千円 6,285千円 

経営指導料 15,428千円 16,428千円 
 

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前事業年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当事業年度

  ― 713千円 
 

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前事業年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当事業年度

  27,704千円 29,798千円 
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※５ 固定資産売却益の内容 

  
※６ 固定資産除却損の内容 

  

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度（自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日） 

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        41,700株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 第三者割当による処分による減少  55,000株 

  

当事業年度（自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日） 

自己株式に関する事項 

  

  

(リース取引関係) 

該当事項はありません。 

  

(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) 

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。 

  

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前事業年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当事業年度

車両運搬具 1,140千円 ― 
 

  (自  平成23年10月１日 
至  平成24年９月30日) 

前事業年度
(自  平成24年10月１日 
至  平成25年９月30日) 

当事業年度

建物 5,621千円 1,233千円 

車両運搬具 55千円 ― 

工具、器具及び備品 2,206千円 399千円 
 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 48,703 41,700 55,000 35,403 
 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 35,403 ― ― 35,403 
 

区分
前事業年度

（平成24年９月30日）
当事業年度

（平成25年９月30日）

（1）子会社株式 615,286 365,856 

（2）関連会社株式 17,901 61,571 

計 633,188 427,427 
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(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 

  

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24年９月30日)
当事業年度 

(平成25年９月30日)

(繰延税金資産)     

未払事業税 13,759千円 ― 

賞与引当金 31,168千円 37,125千円 

研究開発費損金不算入額 18,042千円 20,777千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,160千円 1,728千円 

たな卸資産評価損 11,552千円 13,547千円 

繰越欠損金 ― 39,276千円 

子会社株式評価損 5,346千円 54,079千円 

関連会社株式評価損 1,461千円 32,262千円 

その他有価証券評価差額金 3,385千円 1,798千円 

その他 10,550千円 6,176千円 

繰延税金資産小計 98,426千円 206,773千円 

評価性引当額 ― △90,045千円 

繰延税金資産合計 98,426千円 116,728千円 

(繰延税金負債)     

未収還付事業税 ― 5,176千円 

繰延税金負債合計 ― 5,176千円 

繰延税金資産（負債）の純額 98,426千円 111,551千円 
 

 
前事業年度 

(平成24年９月30日)
当事業年度 

(平成25年９月30日)

法定実効税率 40.69％ 38.01％ 
 

 (調整)     
 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.86％ 1.44％ 

同族会社の留保金額に係る法人税及び住民税額 3.94％ 15.78％ 

受取配当金等の益金不算入額 △0.47％ △0.95％ 

子会社株式評価損 17.42％ ― 

抱合せ株式消滅差損 ― 4.84％ 

評価性引当額の増減 ― 37.23％ 

子会社合併による影響額 ― △74.47％ 

住民税均等割額 0.22％ 1.96％ 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 1.68％ ― 

その他 0.02％ 2.27％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 64.36％ 26.11％ 
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(企業結合等関係) 

１「連結財務諸表等」(1)「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。 

  

(資産除去債務関係) 

当社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債

務として認識しております。 

なお、当該資産除去債務に関しては、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収

が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額

を費用に計上する方法によっております。 

  

(１株当たり情報) 

  

  
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

３ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

  

項目 (自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日) 

前事業年度
(自 平成24年10月１日 
至 平成25年９月30日) 

当事業年度

１株当たり純資産額 640円90銭 666円66銭 

１株当たり当期純利益 34円95銭 33円55銭 
 

項目
(平成24年９月30日) 

前事業年度
(平成25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) 3,345,242 3,479,689 

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) 3,345,242 3,479,689 

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) 

5,219 5,219 
 

項目 (自 平成23年10月１日 
至 平成24年９月30日) 

前事業年度
(自 平成24年10月１日 
至 平成25年９月30日) 

当事業年度

損益計算書上の当期純利益 (千円) 181,456 175,136 

普通株式に係る当期純利益 (千円) 181,456 175,136 

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) 5,191 5,219 
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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     

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 5,000 100,000 

小金井ゴルフ株式会社 1 69,120 

株式会社エムティーアイ 28,000 25,480 

株式会社ワイ・ディ・シー 50 17,500 

株式会社ラティオインターナショナル 200 10,000 

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 

長城コンサルティング株式会社 7 238 

計 33,418 230,338 
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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。 

   工具、器具及び備品 サービス用サーバ等                      44,043千円 

           子会社の吸収合併による増加                 24,836千円 

 ソフトウエア    「乗換案内」の機能追加相当額                93,806千円 

           子会社の吸収合併による増加                 81,368千円  

２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

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

           社内利用ソフトウエアの除却                 16,859千円  

  

【引当金明細表】 
  

(注) １ 貸倒引当金の「当期増加額」欄の金額には、子会社の吸収合併による増加額3,737千円が含まれておりま

す。 

２ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替による戻入額4,051千円、債権回収による取崩額

5,035千円であります。 

３ 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。 

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

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 20,003 13,714 6,086 27,631 8,097 3,757 19,533 

 車両運搬具 4,271 ― ― 4,271 2,300 1,409 1,970 

 工具、器具及び備品 327,334 74,831 8,024 394,141 308,694 30,798 85,446 

有形固定資産計 351,609 88,545 14,111 426,043 319,092 35,965 106,951 

無形固定資産               

 ソフトウエア 385,050 179,020 93,563 470,507 239,855 131,664 230,652 

 電話加入権 1,079 20 ― 1,099 ― ― 1,099 

 その他 ― 2,845 2,845 ― ― ― ― 

無形固定資産計 386,129 181,886 96,409 471,606 239,855 131,664 231,751 

長期前払費用 7,089 11 3,764 3,336 ― ― 3,336 
 

区分
当期首残高 
(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 14,240 10,377 4,391 9,086 11,139 

賞与引当金 82,000 87,000 81,205 794 87,000 

役員賞与引当金 7,800 7,000 7,800 ― 7,000 

返品調整引当金 1,470 1,421 ― 1,470 1,421 

受注損失引当金 ― 713 ― ― 713 
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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) １ 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。 

２ 当期発生高には、吸収合併した株式会社グルメぴあネットワークからの承継額55,840千円を含んでおりま

す。 

  

区分 金額(千円)

現金 1,582 

預金   

当座預金 3,454 

普通預金 1,851,129 

振替貯金 197,825 

定期預金 20,069 

別段預金 1,207 

計 2,073,686 

合計 2,075,268 
 

相手先 金額(千円)

コンパスティービー株式会社 36,165 

日本電気株式会社 23,549 

富士電機株式会社 16,743 

株式会社ゼンリンデータコム 15,673 

株式会社ドン・キホーテ 14,435 

その他 417,139 

合計 523,707 
 

当期首残高(千円) 
  

(Ａ)

当期発生高(千円) 
  

(Ｂ)

当期回収高(千円)
  

(Ｃ)

当期末残高(千円)
  

(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

 

滞留期間(日)
  (Ａ)＋(Ｄ)  
  ２  
  (Ｂ)  
  365  

 

519,508 3,051,299 3,047,101 523,707 85.3 62.4 
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ｃ 商品及び製品 

  

  
ｄ 仕掛品 

  

  
ｅ 原材料及び貯蔵品 

  

  

品名 金額(千円)

製品  

書籍 
「アニマルマインドと新・帝国主義」 

927 

雑誌 
「キレイ食」 

808 

書籍 
「お客さま学２」 

585 

書籍 
「ビールの世界史こぼれ話」 

373 

パソコンソフト 
「乗換案内」 

51 

雑誌 
「表現者」 

38 

合計 2,785 
 

内訳 金額(千円)

乗換案内関連受託開発ソフトウエア 10,615 

その他受託開発ソフトウエア 4,722 

合計 15,337 
 

内訳 金額(千円)

「乗換案内」材料 ＣＤ－ＲＯＭ、収納ケース他 358 

合計 358 
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ｆ 関係会社株式 

  

(注) 納威辟(上海)軟件開發有限公司は平成25年12月５日付で社名を変更し、若尓丹(上海)軟件開發有限公司となり

ました。 

  

② 負債の部 

ａ 買掛金 

  

(注) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモは平成25年10月１日付で社名を変更し、株式会社ＮＴＴドコモとなりまし

た。 

  

(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 

雑誌ネット株式会社 15,000 

きぼうキャピタル株式会社 10,000 

株式会社Doreicu 5,091 

Jorudan Transit Directory, Inc. 78,579 

イーツアー株式会社 134,189 

（関連会社株式） 
株式会社エキスプレス・コンテンツバンク 

58,669 

納威辟(上海)軟件開發有限公司(注) 2,901 

合計 427,427 
 

相手先 金額(千円)

ＫＤＤＩ株式会社 40,349 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(注) 17,274 

株式会社交通新聞社 15,087 

東日本旅客鉄道株式会社 12,801 

株式会社ＪＴＢパブリッシング 9,012 

その他 93,260 

合計 187,787 
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