
第42回定時株主総会招集ご通知に際しての

イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

　

　

　 　
連結計算書類の連結注記表

計算書類の個別注記表

（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）

　

　

　
 

 株式会社 両毛システムズ

　
連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきま
しては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の
当社ウェブサイト（http://www.ryomo.co.jp/）に掲載することにより株
主の皆様に提供しております。　
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連結注記表

１．継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

　

２．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

連結子会社の数 １社

主要な連結子会社の名称 ㈱両毛ビジネスサポート

②　非連結子会社の状況

主要な非連結子会社の名称 ㈱両毛データセンター

ファイブ・スター・ソリューションズ・ベトナム・リ

ミテッド

㈱サンフィールド・インターネット　

連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

(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の状況

持分法適用の非連結子会社数

 該当事項はありません。

②　持分法を適用していない非連結子会社の状況

主要な会社等の名称 ㈱両毛データセンター

ファイブ・スター・ソリューションズ・ベトナム・リ

ミテッド

㈱サンフィールド・インターネット　

持分法を適用しない理由 持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、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

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

(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　満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

ロ　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）
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時価のないもの 移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ

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、組合契約に規定され

る決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎

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。 

ハ　たな卸資産

    評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。　

原材料及び貯蔵品

情報処理機器 個別法による原価法

用紙 月別総平均法による原価法

サプライ用品 月別総平均法による原価法

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

仕　　掛　　品 個別法による原価法

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

　　（リース資産を除く）

 

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

 建物　　　　　　　　６～50年

工具、器具及び備品　４～20年

 また、平成19年３月31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によっております。

ロ　無形固定資産

　　（リース資産を除く）

 

定額法によっております。

自社利用目的のソフトウェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に基づいております。

市場販売目的のソフトウェアについては、３年または

５年間の見込販売金額に対する比率による償却額と、

残存有効期間に基づく均等配分額とのいずれか大きい

額によっております。

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

法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものにつ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
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理によっております。

ニ　長期前払費用 均等償却

③　重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。

なお、連結子会社は法人税法における規定に基づく法

定繰入限度額を計上しております。

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、賞

与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており

ます。

ハ　役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度末における

支給見込額に基づき計上することとしております。

なお、当連結会計年度末においては、支給見込額がな

いので費用処理しておりません。

ニ　受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、連結会計年

度末時点で将来の損失額を合理的に見積もることが可

能なものについて、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。

ホ　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。

ただし、年金資産の見込額が退職給付債務を上回った

ため、当該金額を前払年金費用として固定資産の「長

期前払費用」に計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額を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。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費

用処理しております。

④　重要な収益及び費用の計上基準

イ　受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準

 ・当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確

実性が認められる開発案件

　工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

・その他の開発案件

　工事完成基準
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ロ　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

 売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法

によっております。

⑤　その他連結計算書類作成のための基本となる事項

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。

(5) 会計方針の変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

（企業結合に関する会計基準等の適用）

 当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年

12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月

26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用しております。

(6) 表示方法の変更

（連結損益計算書）

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成

20年12月26日）に基づき、「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」

（平成21年３月27日　平成21年法務省令第７号）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純利益」の科目で表示しております。　

　

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,136,453千円

  (2) 当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締

結しております。

　当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額の総額 700,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 500,000千円

　(3) 受注損失引当金の表示

　損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで

表示しております。

　損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産は全て仕掛品であり、受注損失引当金は

47,144千円であります。　
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４．連結損益計算書に関する注記　　

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しま

した。

　対象資産 　種類 　場所 　減損損失

　パッケージ 　ソフトウェア 　群馬県桐生市 　14,036千円

パッケージは、資産を各々独立した単位にグルーピングしております。

パッケージについて減損損失を認識し、当連結会計年度末における回収可能額まで減額いた

しました。　

　

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 3,510,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

平成22年５月11日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 69,980千円

・１株当たり配当額 20円（記念配当2円を含む）

・基準日 平成22年３月31日

・効力発生日 平成22年６月25日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

平成23年５月10日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 41,987千円

・１株当たり配当額 12円

・基準日 平成23年３月31日

・効力発生日 平成23年６月24日

　

６．金融商品に関する注記

　(1)　金融商品の状況に関する事項

　　①　金融商品に対する取組方針

　　　　当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。

　　②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　　　　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　　　　有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業

　　　　の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　　　　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であり、流動性リスク

　　　　に晒されております。
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　　③　金融商品に係るリスク管理体制

　　　イ　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　　　　  当社は、債権管理基準に従い、営業債権については、主要な取引先の状況を定期的に

　　　　　モニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の

　　　　　悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、

　　　　　当社の債権管理基準に準じて、同様の管理を行っております。

　　　　　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務

          状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との

          関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。満期保有目的の債券は、格付

　　　　　の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。      

　　　ロ　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　　　　　営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資

　　　　　金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

　　④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

　　　　算定された価額が含まれております。

　(2)　金融商品の時価等に関する事項

     　平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

       次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、

       次表には含めておりません（（注）２．をご参照ください。）。

　   （単位：千円）

　
連結貸借対照表

計上額
時価 差額

　(1)現金及び預金 663,759 663,759 －　

　(2)受取手形及び売掛金 1,929,407　 1,929,407　 －　

  (3)有価証券及び投資有価証券 794,089　 795,443　 1,354　

　　①満期保有目的の債券 526,143　 527,497　 1,354　

　　②その他有価証券 267,946　 267,946　 －　

　資産計 3,387,256　 3,388,610　 1,354　

　(1)買掛金 547,923　 547,923　 －　

　負債計 547,923　 547,923　 －　

　（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　　　資 産

　　　　(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

           帳簿価額によっております。

　      (3)有価証券及び投資有価証券

           これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関
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　　　　　 から提示された価格によっております。

　　　負 債

      　(1) 買掛金

          　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

　　　　　　によっております。

  （注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額　

　非上場株式 221,996　

 　　　　　　　　　　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

 　　　　　　　　　　困難と認められることから「資産(3)②その他有価証券」には含めており

 　　　　　　　　　　ません。

　

７．賃貸等不動産に関する注記　　

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。　

　

８．資産除去債務に関する注記　　

当社グループは、不動産賃借契約に基づき、契約終了時における原状回復に係る債務を有し

ておりますが、当該債務に関する賃借資産の使用期限が明確でなく、現在のところ移転等も

予定されていないことから、債務の履行時期を予測することが難しく、資産除去債務を合理

的に見積もることができないため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

　

９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 2,160円90銭

(2) １株当たり当期純利益 21円20銭

　　

10．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

　

11．その他の注記

　該当事項はありません。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法に関する注記

①　満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

②　子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

③　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

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ

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、組合契約に規定され

る決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎

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。

④　たな卸資産

　　　　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。　

　　　　原材料及び貯蔵品   

　　情報処理機器 個別法による原価法

　　用紙 月別総平均法による原価法

　　サプライ用品 月別総平均法による原価法

　　貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

　　　　仕　　掛　　品 個別法による原価法

(2) 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）

 

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

 建物　　　　　　　　６～50年

工具、器具及び備品　４～20年

 また、平成19年３月31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によっております。

②　無形固定資産

　　（リース資産を除く）

 

定額法によっております。

自社利用目的のソフトウェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に基づいております。
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市場販売目的のソフトウェアについては、３年または

５年間の見込販売金額に対する比率による償却額と、

残存有効期間に基づく均等配分額とのいずれか大きい

額によっております。

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

法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものにつ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

④　長期前払費用 均等償却

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。

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、賞

与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③　役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当事業年度末における支給

見込額に基づき計上することとしております。

なお、当事業年度末においては、支給見込額がないの

で費用処理しておりません。

④　受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、事業年度末

時点で将来の損失額を合理的に見積もることが可能な

ものについて、翌事業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。

⑤　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

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。

ただし、年金資産の見込額が退職給付債務を上回った

ため、当該金額を前払年金費用として固定資産の「長

期前払費用」に計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費



－ 10 －

用処理しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

①　受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準

 ・当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる開発案件

　工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

・その他の開発案件

　工事完成基準

②　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

 売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法

によっております。　

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項

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。

(6) 会計方針の変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

（企業結合に関する会計基準の適用）

 当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月

26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用しております。

　

２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,135,123千円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 158,353千円

②　短期金銭債務 171,499千円

  (3) 当座貸越契約

　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締

結しております。

　当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 700,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 500,000千円
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　(4) 受注損失引当金の表示

　損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで

表示しております。

　損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産は全て仕掛品であり、受注損失引当金は

47,144千円であります。　

　

３．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

①　売上高 789,830千円

②　仕入高 1,044,444千円

③　営業取引以外の取引高 221,122千円

(2) 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　対象資産 　種類 　場所 　減損損失

　パッケージ 　ソフトウェア 　群馬県桐生市 　14,036千円

パッケージは、資産を各々独立した単位にグルーピングしております。

パッケージについて減損損失を認識し、当事業年度末における回収可能額まで減額いたしま

した。　

　

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 前事業年度末の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 10,960株 75株 －株 11,035株

（注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

　

５．税効果会計に関する注記

　　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

（単位：千円）

賞与引当金

研究開発費　

74,110

65,581

繰越欠損金 35,461

期末賞与 25,389

共済会資産 23,409

受注損失引当金 19,065

賞与引当金社会保険料 10,886

その他有価証券評価差額 8,572

減価償却費 5,527

未払事業税 5,171
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期末賞与社会保険料 3,728

未払費用 1,908

長期未払金 1,213

繰延税金資産合計 280,026

繰延税金負債  

前払年金費用 △325,566

減価償却費 △12,239

繰延税金負債合計 △337,806

繰延税金資産（負債）の純額 △57,780

　

６．リースにより使用する固定資産に関する注記

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

（借主側）

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末

残高相当額

 取 得 価 額 相 当 額 減価償却累計額相当額 期 末 残 高 相 当 額

工具、器具及び備品 655,785千円 515,996千円 139,788千円

ソ フ ト ウ ェ ア 258,923 204,565 54,358

合 計 914,708 720,561 194,146

②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 137,293千円

１年超 62,379千円

合計 199,673千円

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

支 払 リ ー ス 料 273,171千円

減価償却費相当額 261,818千円

支払利息相当額 5,333千円

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっております。
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（貸主側）

未経過リース料期末残高相当額

１年内 129,145千円

１年超 55,798千円

合計 184,944千円

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料期末残高相当額であ

ります。

なお、当該転貸リース取引は、おおむね同一の条件で第三者にリースしておりま

すので、ほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含ま

れております。

　

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

　

所有権移転外ファイナンス・リース取引

（借主側）

①　リース資産の内容

・有形固定資産

公共事業における事務設備（工具、器具及び備品）であります。

・無形固定資産

公共事業における業務用ソフトウェアであります。

②　リース資産の減価償却費の方法

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

（貸主側）

①　リース投資資産の内訳

流動資産

リース料債権部分 739,242千円

受取利息相当額 △56,000千円

リース投資資産 683,242千円

②　リース投資資産に係るリース料債権部分の事業年度末日後の回収予定額

流動資産

 リース投資資産（千円）

１年以内 199,046

１年超２年以内 193,065

２年超３年以内 175,676

３年超４年以内 139,652

４年超５年以内 31,801

５年超 －
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７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類
会社等
の名称

議決権等
の被所有
割合(％)

関連当事者
との関係

取引内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社 ㈱ミツバ 直接51.3

ソフトウェア
開発・システ
ム販売等並び
に建物の賃貸
借
役員の兼任

ｿﾌﾄｳｪｱ開発・ｼ
ｽﾃﾑ販売等

  761,664
売掛金  117,072 

前受収益 64,104

資 金 の 貸 付
（月平均）  108,333

関係会社短
期貸付金

―　

（注）１．取引金額については消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含ま

れております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

取引価格等の条件は、他の取引先と同一であります。

(2) 子会社等

種類
会社等
の名称

議決権等
の所有
割合(％)

関連当事者
との関係

取引内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社

㈱ 両 毛
ビジネス
サポート

直接60.0

業務の一部を
アウトソーシ
ング
役員の兼任

業務の一部を
アウトソーシ
ング

476,831 買掛金 40,371

㈱ 両 毛
デ ー タ
センター

直接100.0

情報処理委託、
並びに建物等
の賃貸
役員の兼任

本社建物等賃
貸

181,252 未収入金 12,790

（注）１．取引金額については消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含ま

れております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 取引価格等の条件は、他の取引先と同一であります。

(2) 建物の賃貸借料については、近隣家賃相場を勘案し、両者の協議のうえ決定してお

ります。

(3) 同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

種類
会社等
の名称

議決権等
の所有
割合(％)

関連当事者
との関係

取引内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

同 一 の
親会社を
持つ会社

㈱オフィ
ス・アド
バ ン

なし
ファクタリング取引
役員の兼任

ファクタリング取引 783,016 未収入金 104,955

（注）１．取引金額については消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含ま

れております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等
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当社、取引先、㈱オフィス・アドバンの３社間で基本契約を締結し、ファクタリング

方式による決済を行っているものであります。

　

８．資産除去債務に関する注記　　

当社は、不動産賃借契約に基づき、契約終了時における原状回復に係る債務を有しておりま

すが、当該債務に関する賃借資産の使用期限が明確でなく、現在のところ移転等も予定され

ていないことから、債務の履行時期を予測することが難しく、資産除去債務を合理的に見積

もることができないため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

　

９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 2,147円44銭

(2) １株当たり当期純利益 21円50銭

　

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

　

11．その他の注記

該当事項はありません。


