
―   ― 1

平成 18 年 5 月期            中間決算短信（連結）            

      

平成18年1月16日 

上 場 会 社 名        株式会社フレームワークス           上場取引所  東京証券取引所（東証マザーズ） 

コ ー ド 番 号        3740                    本社所在都道府県 静岡県 

（URL http://www.frame-wx.com/） 

代 表 者  代表取締役社長  氏名  田中  純夫 

問合せ責任者  執行役員総合企画本部長  氏名  石神  成夫 

TEL (054) 286 - 5411 

決算取締役会開催日   平成 18年  1月  16日 

米国会計基準採用の有無  無 

 

１． 平成 17 年 11 月中間期の連結業績（平成 17 年 6 月 1日～平成 17 年 11 月 30 日） 

（1）連結経営成績                                                                   （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 

17年11月中間期 

16年11月中間期 

百万円

661 

― 

 ％

―  

 ―  

  百万円

△262 

― 

 ％

―  

―  

百万円

△269 

― 

％

―  

―  

17年5月期 ―  ―    ―   

 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間（当期）純利益 
潜在株式調整後 

１株当り中間（当期）純利益 

 

17年11月中間期 

16年11月中間期 

百万円

△174 

― 

 ％

―  

 ―  

円

△2,682 

― 

銭

98 

― 

円

― 

― 

銭

― 

― 

17年5月期 ―  ― ― ― ― 

（注）①持分法投資損益       17年11月中間期  ―百万円  16年11月中間期  ―百万円  17年5月期  ―百万円 

②期中平均株式数（連結）  17年11月中間期    65,126株  16年11月中間期    ―株  17年5月期    ―株 

③会計処理の方法の変更   無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

⑤当中間期より連結財務諸表を作成しているため、当中間期の数値のみを記載しております。 

 

（2）連結財政状態                                     （百万円未満切捨） 

 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 

17年11月中間期 

16年11月中間期 

百万円 

2,177 

― 

百万円

1,328 

― 

％ 

61.0 

― 

円

20,389 

― 

銭

83 

― 

17年5月期 ― ― ― ― ― 

（注）期末発行済株式数（連結）  17年11月中間期  65,162株  16年11月中間期    ―株  17年5月期    ―株 

 

（3）連結キャッシュ･フローの状況                              （百万円未満切捨） 

 営業活動による         

キャッシュ･フロー 

投資活動による         

キャッシュ･フロー 

財務活動による         

キャッシュ･フロー 

現金および現金同等物 

期 末 残 高         

 

17年11月中間期 

16年11月中間期 

百万円 

△231 

― 

百万円

△652 

― 

百万円 

154 

― 

百万円

267 

― 

17年5月期 ― ― ― ― 

 

（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数  2社  持分法適用非連結子会社  ―社  持分法適用関連会社数  ―社 

 

（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結子会社数  2社  （除外）  ―社  持分法（新規）  ―社  （除外）  ―社 

 

２．平成18年5月期の連結業績予想(平成17年6月1日～平成18年5月31日)               

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

通期 

百万円

3,544 

百万円

412 

百万円

195 

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期) 2,992円 54銭   

（注） 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要

因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料をご参照下さい。 
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（添付資料） 
 

１．企業集団の状況 

発表日現在、当社グループは、当社（株式会社フレームワークス）および連結子会社4社（株式会社日本

ビジネスクリエイト、株式会社シーエスシステムズ、C.S.Factory Co.,Ltd.、北京飛龍日恒科技有限公司）

により構成されております。 

当社グループの事業品目は3品目であり、品目毎の業務内容、当社および関係会社の当該品目における位

置づけは、次のとおりであります。 

 

品目 主要品目 当社および関係会社 

ソリューション・サービス 

■システム・インテグレーション 

・ソフトウェアの修正・追加および他システムとの連携に

関わる設計・開発・導入作業全般 

■コンサルティング・サービス 

・物流業務の調査、分析、指導およびシステム化に関わる

コンサルティング 

・ＳＣＭの企画やビジネスプロセス改善提案などを主力と

した経営コンサルティング 

・医療業界の業務の調査、分析、指導および情報システム

化に関わるコンサルティング 

当社 

㈱日本ビジネスクリエイト 

㈱シーエスシステムズ 

C.S.Factory Co.,Ltd. 

北京飛龍日恒科技有限公司 

ソフトウェアライセンス 

■パッケージライセンス 

・ソフトウェアのライセンス販売および保守サポート 

■パートナーライセンス 

・パートナー制度に基づく、ソース公開・教育およびサポ

ート 

当社 

㈱シーエスシステムズ 

北京飛龍日恒科技有限公司 

ハードウェア・ソフトウェア 

プロダクトセールス 

・他社製ソフトウェアおよび機器の販売並びにそれらに関

わる付帯サービス 

当社 

㈱シーエスシステムズ 

北京飛龍日恒科技有限公司 

（注）①株式会社シーエスシステムズおよびC.S.Factory Co.,Ltd.を連結子会社としたことを受け、これまでの事業品目「サプライチ

ェーン・ロジスティクスソリューション」を「ソリューション・サービス」に名称変更しておりますが、当中間連結会計期間

におきましては「サプライチェーン・ロジスティクスソリューション」の品目名に変更はございません。 

②北京飛龍日恒科技有限公司に関しましては、まだ事業規模が小さく、連結業績への影響は軽微となっております。 

③株式会社日本ビジネスクリエイトは、当中間連結会計期間末（平成17年11月末日）をみなし取得日として連結子会社としてい

るため、当中間連結会計期間の業績への影響はございません。 

④株式会社シーエスシステムズおよびC.S.Factory Co.,Ltd.は、平成17年12月末日をみなし取得日として連結子会社化している

ため、当中間連結会計期間への影響はございません。 

 

当中間連結会計期間において、次の会社が新たに連結子会社となりました。 

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業の内容 

議決権の所有

割合又は被所

有割合(％) 

関係内容 

北京飛龍日恒科

技有限公司 
中国北京市 US$150,000 

ソリューション・サービス 

ソフトウェアライセンス 

ハードウェア・ソフトウェアプロ

ダクトセールス 

66.7  

パッケージシステムの仕入

システム開発の外注取引 

役員の兼任１名 

㈱日本ビジネス 

クリエイト 
東京都港区 150,000 ソリューション・サービス 86.1  

コンサルティングの外注取

引 

役員の兼任１名 

（注）主要な事業の内容には、事業品目を記載しております。 

 

また、平成17年12月末日をもちまして、次の会社が新たに連結子会社となりました。 

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業の内容 

議決権の所有

割合又は被所

有割合(％) 

関係内容 

㈱シーエスシス

テムズ 
東京都墨田区 10,000 

ソリューション・サービス 

ソフトウェアライセンス 

ハードウェア・ソフトウェアプロ

ダクトセールス 

51.0  
システム開発の外注取引 

役員の兼任3名 

C.S.Factory 

Co.,Ltd. 

ベトナムホー

チミン市 
US$100,000 ソリューション・サービス 

100.0  

(100.0) 
― 

（注）①主要な事業の内容には、事業品目を記載しております。 



―   ― 3

②株式会社シーエスシステムズの役員の兼任は現在内定であります。正式には、平成18年1月20日開催予定の同社臨時株主総会

および同総会後の同社取締役会の承認をもって決定される予定です。 

③議決権の所有割合の（ ）は間接所有割合であり、株式会社シーエスシステムズが所有している株式であります。 

 

 

 

 以上を事業系統図によって示しますと概ね次のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「社会、産業、生活の基盤でありライフラインである物流システムを、卓越した業務ノウハウと

最新情報化技術の応用により、構築し、維持することを通して社会に貢献する」を経営理念としております。

また、物流システムの構築・維持を通じて安全な社会環境の基盤を作ること、そして物流システムの効率化

を通じて省エネルギー・ＣＯ2削減など地球環境問題の解決に貢献することを、社会に対する責任として考

えております。 

近年、物流システムは社会、産業、生活における基盤として高く認識され、企業活動においても主要な経

営課題として位置付けられております。また、企業がロジスティクス改革やＳＣＭ（Supply Chain Manage-

-ment、以下「ＳＣＭ」という。）の構築に本格的に取り組み始め、企業の盛衰を左右する重大な要素とな

っております。 

当社は顧客のロジスティクスに関する様々な改善ニーズに対して、物流拠点の在庫管理機能や業務管理機

能を担う物流センター管理システム（WMS：Warehouse Management System、以下「ＷＭＳ」という。）を自

社開発し、顧客の要件に応じたシステムの修正・追加やメンテナンス・サポート、物流業務のプロセス改善

ソフトウェアライセンス ソリューション・サービス 
ハードウェア・ 

ソフトウェア 

プロダクトセールス 

ＳＩ・販売 

パートナー 
（海外連結子会社） 

  北京飛龍日恒科技有限公司 

顧   客 

（連結子会社） 

㈱シーエスシステムズ 

（海外連結子会社） 

C.S.Factory Co.,Ltd. 

（連結子会社） 

㈱日本ビジネスクリエイト 

(株)フレームワークス 
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提案や物流戦略の企画提案を行うコンサルティング・サービスなどを併せて提供しております。当社は、事

業活動を通じて、顧客企業の競争力向上に貢献するとともに社会環境・地球環境の持続可能な発展に貢献し

たいと考えております。 

上記の経営理念を実効性のあるものにするため、以下の個別目標を掲げております。 

①社会基盤であるロジスティクスの高度化・効率化に貢献する。 

②物流を中心とした高度で多様なシステム提供とコンサルティングをベースに、顧客企業の競争力向上

に寄与する。 

③ソリューションベンダーとして常に先端の情報技術に通じるとともに顧客のニーズを先取りした高付

加価値の商品を提供していく。 

④合理的・効率的経営を志向した革新を積み重ね、「強力な企業体質」を作り上げていく。 

⑤一人ひとりの「能力・意欲・創意」の発揮と尊重により、「活力あふれる価値創造集団」を築く。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題と認識しており、業績に応じた配当を継続的に行うことを

基本方針としております。 

しかしながら、当社は現在成長過程にあると考えており、事業資金の流出をさけて内部留保の充実を図り、

今後の事業のための投資等に充当し業容拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元につながるとの

認識に立ち、配当を実施しておりません。今後につきましては、上記の方針に則り、各期の業績や将来への

事業展望等を勘案しながら株主への利益還元を検討してまいりますが、当面は内部留保を優先し、配当を行

わない予定であります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

当社は、投資単位の引き下げを、株式の流動性向上および株主層拡大に寄与する有用な施策であると考え

ております。今後も株価水準、株主数、株式の流動性および費用対効果等を勘案のうえ、投資家ニーズを考

慮し、随時検討していきたいと考えております。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、業歴および企業規模等の観点から成長途上の段階にあると認識しており、早期に売上高・利益を

拡大させることが課題であると考えております。したがいまして、売上高、利益の絶対額を当面重視すべき

経営指標としてまいります。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

日本におけるＳＣＭ・ロジスティクス市場がようやく普及期に入りつつあることを背景にして、主たる事

業分野であるＷＭＳおよび周辺サービス市場は、中長期的に拡大が見込まれています。  

当社は、このような環境下で、以下の骨子および基本方針からなる中期3ヵ年計画を平成16年9月7日に発

表いたしました。  

 

① 「対象顧客層の拡大」  既存顧客へのサービス拡充と対象顧客層の拡大を図る。 

② 「製品･サービスの拡大」 IT技術環境の変化と顧客ニーズに対応した製品を提供。 

③ 「販売エリアの拡大」  国内および海外の販売エリアの拡大を図る。 

④ 「PR戦略の拡大」  知名度およびブランドイメージ向上を図る。 
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⑤ 「M&A戦略」   成長を促進するためにM&Aを積極的に活用予定。 

 

以上を具体的な事業戦略として進め、実現することにより、日本におけるＳＣＭ・ロジスティクスソリュ

ーションのリーディングカンパニーを目指して商品力、販売力とともにブランド力を強化し、市場での優位

性を高めてまいります。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

当社は、コンサルティングからシステム導入までのサービスを提供するソリューションプロバイダーとし

て、事業基盤の確立とノウハウの蓄積に今後とも注力し、ＳＣＭ・ロジスティクス市場におけるリーディン

グカンパニーを目指して、企業価値を向上してまいりたいと考えております。 

当社の今後の経営課題およびその対策は以下のとおりであります。 

ａ．研究開発体制の維持および次期製品開発 

当社は、顧客のロジスティクスに関わる様々な改善ニーズに対し、総合的なソリューションの提供を目的

として、ロジスティクス管理システムのパッケージ化や物流データ解析に関わる研究開発を行っております。

これらの研究開発は、相当の期間と費用を要するものでありますが、当社の継続した成長にとって不可欠で

あると考えております。したがいまして、研究開発体制を今後とも維持し、将来的な市場動向や技術動向を

勘案した上で、継続的な新製品開発に努める必要があると考えております。 

ｂ．研究開発要員の確保および育成 

当社の継続的な成長を実現するためには、研究開発を担う優秀な研究開発要員を確保することが必要です。

当社は、求人媒体を用いた中途および新卒採用を継続しておりますが、研究開発要員を確保するとともに人

材の能力を短期間で引き上げるために、社内および社外の研修も積極的に活用しております。今後も、引き

続き成果主義の徹底に努め、社員の能力を最大限に発揮させる仕組みを確立してまいりたいと考えておりま

す。 

ｃ．プロジェクト・マネジメント能力の向上 

当社の受注プロジェクト数は年々増加する傾向にあり、プロジェクトの採算、スケジュール、要員等の管

理能力が、これまで以上に求められています。当社は、プロジェクト・マネジメント能力を重要な事業基盤

と考えており、プロジェクト・マネジメント能力の向上に向けた社員教育およびツールの開発に引き続き努

めてまいります。 

ｄ．特定製品(「Logistics Station iWMS」)の改良および次期製品開発 

当社事業は、その大部分が、物流センター管理システム「Logistics Station iWMS」に関連するものであ

ります。当社は、製品の改良および新製品のさらなる機能向上を実現していくとともに、多様化する顧客ニ

ーズに応えるべく、対応領域を広めたソリューションを提供していきたいと考えております。 

ｅ．コンサルティング要員の確保および育成 

企業の物流改善ニーズが拡大する傾向にある中、コンサルティング・サービスの重要度は急速に高まって

おり、コンサルティング要員の確保および育成は、事業拡大のための重要な基盤となっております。当社は

求人媒体を用いて優秀なコンサルティング要員を確保するとともに、人材の能力を短期間で引き上げるため

に、社内および社外の研修も積極的に活用しております。今後も、引き続き成果主義の徹底に努め、社員の

能力を最大限に発揮させる仕組みを確立してまいりたいと考えております。 

ｆ．情報セキュリティの向上 

平成17年4月1日より個人情報保護法が施行され、情報管理に対する重要度は急速に高まっています。当社

は、このような状況を重視し、プライバシーマークを遵守した情報管理体制を構築することで情報セキュリ
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ティの強化を図ってまいりました。（当社は平成17年4月26日付でプライバシーマークの付与の認定を受け

ました。） 

今後とも情報セキュリティの向上に努め、顧客企業の情報財産を守り、より一層信頼される企業を目指し

ていきます。 

 

(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

当社は、企業としての社会的責任の遂行と、迅速な経営判断による株主利益の確保のために、コーポレー

ト・ガバナンスを充実し経営の透明性と健全性を確保することを、経営上の重要課題として位置付けており

ます。 

また、企業倫理ならびに法令遵守意識を役員はもとより従業員に浸透させるとともに、未然に法令違反行

為を防ぐ仕組みを構築し、コンプライアンス体制の維持・向上に努めております。 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

①会社の経営上の意思決定、執行および監督に関わる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体

制の状況 

当社では業務執行・内部統制等の仕組みとして、以下の体制を構築しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・取締役会 

取締役会は、4名の取締役（うち社外取締役1名）で構成しております。当社では、定時で毎月1回取締役

会を開催し、重要な案件等が発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取

締役会には監査役3名も出席し、取締役の職務執行を監視しています。 

・監査役制度 

当社の監査役は3名（うち社外監査役3名）の体制であり、毎月1回監査役会を開催し、コーポレート・ガ

バナンスの実効性を確保するように努めております。また、監査役は取締役会等重要な会議への出席の他、

内部監査、会計監査人との連携も行い、取締役会の業務執行全般にわたり監視する体制を整えております。 

 

取締役会 

（取締役4名） 

監査役会 

（監査役3名）

選任・解任 

監査 選任・監督 

内部監査 

会
計
監
査
人 

選任・解任 

代表取締役社長 

執行役員会

各部門 

内部監査 

（企画部） 

選任

株主総会 

会計監査 



―   ― 7

・内部監査制度 

当社は、会社の業務および財産の実態を監査し、経営の合理化・効率化の推進等、会社の経営管理に資す

ることを目的として企画部にて内部監査を実施し、具体的な業務改善提案を行うことで内部統制の整備に努

めております。内部監査の際には、必要に応じ監査役との会合を持ち緊密な連携体制を築いております。 

・その他のリスク管理体制 

当社は、顧問弁護士事務所や監査法人など第三者から必要に応じてアドバイスやチェックを受けておりま

す。 

・執行役員会 

 執行役員会は取締役会で選任された執行役員4名で構成されております。定時で毎月2回執行役員会を開催

し、会社の業務執行に関する重要事項を協議しております。 

・会計監査の状況 

公認会計士監査は監査法人トーマツに依頼しております。当社の会計監査を担当した公認会計士は、長岡

弘樹氏および深沢烈光氏の2名であり、他に補助者として公認会計士1名、会計士補4名が監査業務に携わっ

ております。 

 

②会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

当社の社外取締役は、野末寿一氏の1名であります。当社と野末寿一氏との間には法律顧問契約があり、

法律事務処理の委任もしておりますが、人的関係、資本的関係はありません。 

また、当社の社外監査役は、和田正孝氏、田中健吾氏、松尾辰之氏の3名であります。この内、田中健吾

氏は当社の株式を所有しておりますが、当社との間に人的関係、取引関係はありません。和田正孝氏、松尾

辰之氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係はありません。 

 

③コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況 

監査役は取締役会に出席し、経営の意思決定プロセスが取締役により正しく執行されているかを監視する

とともに、積極的に意見陳述を行っております。また、常勤監査役による各部の業務監査を行う中で、会社

として対処すべき課題を洗い出し、その対応策の実施状況を定期的に見直すとともに実施状況が不十分であ

れば、その結果を代表取締役に報告し、今後の具体的な対応を各部の責任者に求めるなど、監査役の業務監

査機能は適正に機能しております。内部監査につきましては、内部監査規程に則り、企画部が、会計監査・

業務監査を通じて監査役および外部監査人と連携し、各種法令・規程に準拠しているか否かを監査するとと

もに、業務が効率的に運営されているかを監査しております。 

 

(8) 親会社等に関する事項 

該当する親会社はありません。 
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３．経営成績および財政状態 

(1) 経営成績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、好調な企業収益や設備投資の増加等に支えられ、景気は穏や

かに回復基調をたどりましたが、一方で、原油高や輸出の伸び悩みなど、依然として懸念材料が残されてお

り、景気の先行きについては決して楽観できない状況となっております。 

情報サービス業界においては、製造業を中心にソフトウェア投資意欲に回復の兆しが見られるものの、各

企業の投資姿勢は依然として慎重であり、コストや技術力、提案力の差別化要求だけではなく、信用性の高

い事業者への選別が一層進んでおります。 

当社の属する物流センター管理システム（WMS：Warehouse Management System）市場は、企業が戦略的に

物流改善に取り組もうとする気運が高まっていること、日本において当該システムの認知度が向上している

ことを背景に、市場拡大の傾向にあります。 

 

当社および当社グループの最近の業績状況といたしましては、売上高の多くを占めていました大型案件

（顧客企業の要件に応じてシステムの修正・追加を行うシステム・インテグレーション事業において、大規

模なシステム修正・追加を伴う案件）が端境期を迎えていることから、前期から売上高が大きく落ち込んで

いる状況にあります。 

このような状況を踏まえ、当社グループは、前期より直接販売ルートの整備や、中国展開を含めた新営業

チャネルの開拓、業務提携および新分野におけるアライアンスパートナーの開拓など、新規顧客獲得・販売

力強化のための施策に積極的に取り組み、売上高の回復に努めてまいりました。また、平成17年11月には、

ＳＣＭを主とした経営コンサルティング事業を営む株式会社日本ビジネスクリエイトの株式を取得してグル

ープ会社化し、グループ事業の強化やソリューション領域拡大に積極的に取り組んでまいりました。 

これらの活動に努めた結果、足下の状況としましては見込み案件数（新規顧客）の増加が顕著であるもの

の、その多くが商談中であり受注成約に至っていないことから新規顧客獲得は躍進せず、結果として業績は

低調に推移することとなりました。 

これらの結果、売上高は低調な水準で推移し、売上高の落ち込みに伴い経常損失および当期純損失を計上

することとなりました。 

 

当中間連結会計期間の品目別概況は以下のとおりであります。 

 

「サプライチェーン・ロジスティクスソリューション」 

前期より新規顧客獲得のための施策に積極的に取り組んできた結果、コンサルティング・サービス事業は

堅調に推移しております。しかしながら、当社システムの新規受注が進まなかったことからシステム・イン

テグレーション事業の売上高が伸びず、また、既存の大型案件が端境期にあることが大きく影響し、売上高

は424百万円となりました。 

 

「ソフトウェアライセンス」 

 自社開発の物流センター管理システム「Logistics Station iWMS」の既存顧客に対する追加納入は堅調に

推移したものの、新規顧客への販売が進まなかったことから売上高は141百万円となりました。 

 

「ハードウェア・ソフトウェアプロダクトセールス」 

他社製品の販売を伴う案件が堅調に推移しており、売上高は95百万円となりました。 
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以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は661百万円、経常損失269百万円、中間純損失174百万円とな

りました。 

なお、平成17年3月に設立した中国子会社「北京飛龍日恒科技有限公司」が平成17年6月より営業開始した

ことおよび平成17年11月に株式会社日本ビジネスクリエイトの株式取得したことを受け、当中間連結会計期

間より、これら子会社を連結子会社とした連結決算を行っております。当中間連結会計期間は連結初年度で

あるため、前年同期との比較はしておりません。 

 

なお、株式会社日本ビジネスクリエイトにつきましては、平成17年11月末日をみなし取得日として、当社

の連結子会社としているため、当中間会計期間の業績には影響しておりません。 

また、当社は、平成17年12月に、医療情報系システム開発やシステム・インテグレーション事業を営む株

式会社シーエスシステムズの株式を取得し、子会社化いたしました。なお、当該子会社は、ベトナム現地法

人「C.S.Factory Co.,Ltd.」（株式会社シーエスシステムズ100％出資）を設立しており、平成17年12月末

日をみなし取得日としてこれら2社を当社の連結子会社といたしました。 

 

 当中間連結会計期間における当社グループの主要な事業品目は次のとおりです。 

品目 主要品目 

■システム・インテグレーション 

パッケージソフトウェアの修正および他システムとの連携に関わる設計・開発・導入

作業全般 サプライチェーン・ロジスティクス 

ソリューション 
■コンサルティング・サービス 

物流業務の調査、分析、指導およびシステム化に関わるコンサルティング 

■パッケージライセンス 

パッケージソフトウェアのライセンス販売および保守サポート 
ソフトウェアライセンス 

■SIパートナーライセンス 

SIパートナー制度に基づく、ソース公開・教育およびSIパートナーサポート 

ハードウェア・ソフトウェアプロダクトセ

ールス 
他社製ソフトウェアおよび機器の販売並びにそれらに関わる付帯サービス 

 

（2）財政状態 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は267百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりです。 

なお、当中間連結会計期間は連結初年度であるため、前年同期との比較は記載しておりません。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、使用した資金は231百万円となりました。 

これは主に、税引等調整前中間純損失282百万円の発生があったことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は652百万円となりました。 

これは主に、株式会社フロンティア・ドメインへの出資60百万円の支払、マトリックス・ＦＷＸ投資事業

組合への出資50百万円の支払、新規連結子会社（株式会社日本ビジネスクリエイト）取得による479百万円

の支払があったことによるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は154百万円となりました。 
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これは、主に短期借入金150百万円の増加によるものであります。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 第16期 

（平成17年11月中間期） 

自己資本比率(％) 61.1 

時価ベースの自己資本比率(％) 392.2 

債務償還年数(年) ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― 

(注)①上記指標の算出方法 

自己資本比率(％)：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率(％)：株式時価総額／総資産 

債務償還年数(年)：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ②いずれも財務数値により計算しております。 

  ③株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式数により算出しております。 

  ④当中間期より連結財務諸表を作成しているため、当中間期の数値のみを記載しております。 

  ⑤債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載してお

りません。 

 

（3）通期の見通し 

当社の現在の商談状況を勘案しますと、今後下期において見込み案件の受注成約が順調に進む見通しであ

ります。また、前期より取り組んでまいりました新営業チャネルの開拓戦略の成果として、ターゲット企業

の経営層に直接アプローチができる環境が整いつつあり、新規の見込み案件に関しましても受注確度の高い

案件が浮上してきている状況にあります。 

加えて、新たに連結子会社となった株式会社日本ビジネスクリエイトおよび株式会社シーエスシステムズ

が下期の業績に影響してまいります。今後、協力的な営業体制を敷き、グループのシナジー効果を高め、目

標の達成に向け努力してまいります。また、グループの管理体制強化に努め、グループ事業の基盤整備に取

り組んでまいります。 

 

平成18年5月期通期連結業績予想 

売上高 3,544百万円 

経常利益  412百万円 

当期純利益  195百万円 

 

（注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際

の業績は、様々な要素によりこれら業績予想とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 
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４．事業等のリスク 

以下において、当社および当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項

を記載しております。また、投資家の投資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要であると考

えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社および当社

グループは、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努め

る方針でありますが、すべてのリスク予測およびそれらに対する回避を保証するものではありません。また、

以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんのでご留意ください。

なお、記載された事項で将来に関する事項は、平成18年1月16日現在入手可能な情報に基づき当社が判断し

たものであります。 

 

(1) 当社および当社グループの事業内容について 

①研究開発等の成否等について 

当社グループでは、ＳＣＭやロジスティクスを実現するための管理システム・管理手法の研究開発を行

っており、また、医療情報分野における情報システム・管理手法の研究開発も行っております。これらの

研究開発は、相当の期間と費用を要するものであり、将来的な市場動向や技術動向を見越して、研究開発

活動に着手する必要があります。 

当社グループでは、諸要因の分析を行い、製品開発活動を推進しておりますが、研究開発が計画通り進

まなかった場合、あるいは製品化したものの市場性がなく、製品の販売が目論み通り進まない場合には、

当該費用を回収する収益を計上できず、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

  
②特定製品(「Logistics Station iWMS」)への依存について 

当社の事業は、その大部分が「Logistics Station iWMS」に関連するものであります。当社では、当該

製品に継続的改良を加えるとともに、これに代わる次期新製品の開発を進めておりますが、製品の改良や

開発中の新製品が顧客ニーズに適合しない等の理由により、製品の競争力を失う場合には、当社グループ

の事業および業績に影響を与える可能性があります。 

  
③当社製品に不具合が生じた場合の影響について 

当社グループは、製品開発やシステム・インテグレーションに際し、プログラムの不具合であるバグを

無くすことは重要な課題であると考えておりますが、ハードウェア環境やプラットフォームとの相性によ

り、皆無にすることは一般的にも困難であると認識されております。 

当社は、重大な影響を生じさせるバグを回避するために、入念なテストを実施する等の品質管理に取り

組み、信頼性を高めることに努めておりますが、当社が提供する製品および当該製品に関わる技術サポー

トやシステム開発等において、当社に責務のある要因で不具合(誤作動・バグ・納期遅延等)が生じた場合

には、損害賠償責任の発生やユーザーの当社に対する信頼喪失により、当社グループの事業および業績に

影響を与える可能性があります。 

  
④情報セキュリティについて 

当社グループでは、コンピュータ・システムのバックアップ等の対策を講じ、情報セキュリティ強化に

努めております。しかしながら、コンピュータ・ウイルスの侵入、外部からの不正なアクセスによるコン

ピュータ内への侵入、従業員の過誤等による重要なデータの消去、または不正入手が生じた場合には、信

用の著しい低下を招き、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 
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⑤競合について 

当社グループが事業を展開するＳＣＭ・ロジスティクス市場は、将来的に新規の参入が予想され、競合

が強まる可能性があります。当該市場は米国にて先行して確立しており、新たな市場機会を求めて、成長

著しい東アジアへの米国有力企業の参入も始まっております。 

物流は、商慣行や物流様式等の影響を強く受けるものであることから、市場特性の理解や物流業務経験

の蓄積が不可欠であります。当社グループは、日本市場における商慣行の理解および物流業務経験を更に

向上させることで、米国の企業を含めた新規参入者との差別化が可能であると考えておりますが、当社グ

ループが考える差別化要因が市場に評価される保証はなく、または新技術の登場等により、当社が、将来

にわたり、当該市場において一定の地位を継続できるとは限らないことから、当社グループの事業および

業績に影響を与える可能性があります。 

また、同じく当社グループが事業を展開する医療情報分野におきましても、将来的に新規の参入が予想

され、競合が強まる可能性があり、今後の競争状況によって製品やソリューションが市場に浸透しない場

合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

(2) 当社および当社グループの業績推移等について 

①進行基準の採用について 

当社では、売上高のうちシステム・インテグレーションおよびコンサルティングによる売上について、プ

ロジェクト毎に売上原価を発生基準で認識し、これに対応する売上を原価進捗率(プロジェクト別の見積総

原価に対する実際発生原価の割合)に応じて認識する方法である進行基準を採用しております。 

進行基準の採用により顧客に対する対価の請求を待たずに利益および対応する債権が計上されることがあ

ります。 

  

②売上高および利益の季節変動等について 

顧客の予算上の都合により契約開始時期が４月前後に集中する等の理由により、当社の売上高は、下期

(12月～５月)に偏る傾向があり、多額のソフトウェアライセンスが一括で売上計上される時期に、当社の売

上高および利益が偏る可能性があります。 

当社の第13期、第14期および第15期における上期および下期の売上高は次のとおりであります。 

 

（注）①第13期につきましては、監査法人トーマツの監査を受けておりません。月次決算の累計により算出しております。 

②第15期につきましては、大型案件が端境期を迎えた影響から下期の当該売上高が大きく落ち込んだため、上期の売上高

と比べてほぼ横ばいに推移する結果となりました。 

 

 

 

第13期 

(平成15年5月期) 

第14期 

(平成16年5月期) 

第15期 

(平成17年5月期) 
区分 

上期 下期 上期 下期 上期 下期 

売上高(千円) 536,051 1,192,660 1,007,170 1,465,280 997,645 956,990

(通期に対する構成比) 31.0％ 69.0％ 40.7％ 59.3％ 51.0％ 49.0％

経常利益又は 

経常損失(△)(千円) 
△226,965 336,795 △14,076 243,076 114,858 46,384

(通期に対する構成比) △206.7％ 306.7％ △6.1％ 106.1％ 71.2％ 28.8％
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(3) 当社および当社グループの事業体制について 

①会社規模について 

当社は平成17年11月末日現在、従業員134名と小規模な組織であり、内部管理体制も当該組織規模に応じ

たものとなっております。今後事業拡大に応じて人員増強を図り、内部管理体制も合わせて強化・充実させ

ていく方針でありますが、当社グループの事業拡大や人員増強に対して、適切かつ十分な組織的対応ができ

るかは不透明であり、これが不十分な場合は当社グループの業務遂行および拡大に制約が生じ、当社グルー

プの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

  

②特定の人物への依存について 

当社代表取締役社長である田中純夫は、経営責任者として経営方針や経営戦略・事業戦略の決定、取引先

との交流など各方面において重要な役割を果たしております。また、田中純夫は当社の筆頭株主として平成

17年11月末日現在当社株式を20,620株(議決権比率31.6％)所有しております。 

このため当社では、業容拡大に伴い社長に過度に依存しないよう経営体制を整備し、外部から能力の高い

人材を採用するなど、人員体制を強化し権限の委譲を進めておりますが、このような経営体制が構築される

前に、何らかの理由により社長が業務を遂行できなくなった場合には、当社グループの事業および業績に影

響を与える可能性があります。 

  

③人材の確保について 

当社グループが今後継続して競争力のある製品およびサービスの提供を推進していくためには、優秀な人

材の確保が不可欠であり、案件数の増加や、製品・サービスの提供範囲の拡大に合わせて、プロジェクト・

マネジメント能力、コンサルティング能力、研究開発能力を有する人材の確保や育成が急務となっておりま

す。 

当社グループはこのような認識のもとに積極的に優秀な人材を採用していく方針でありますが、当社の求

める人材が十分に確保出来ない場合、または現在在職している人材が流出するような場合には、当社の事業

推進に影響が出る可能性があるとともに、当社の事業および業績に影響を与える可能性があります。 

  
(4) 知的所有権について 

当社グループが事業を展開する上で技術、ノウハウ、知的財産等は重要な意味を有するため、これらの保

全に関しては、細心の注意を払っておりますが、それでもなお侵害される可能性は存在することから、この

ような場合には当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

しかしながら特許権、実用新案権、商標権、著作権等の知的財産権が今後どのように適用されるかを想定

するのは困難であり、損害賠償および使用差止等の請求を受ける場合や特許権等に対する対価の支払い等が

発生する場合には、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

  

(5) ストックオプション制度について 

当社では、業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を獲得する目的で、新株予約権を付与し

ております。平成17年11月末日現在、新株予約権による潜在株式総数は2,890株であり、これらの新株予約

権が全て行使された場合、発行済株式総数65,162株の4.4%にあたります。 

当社は、今後も将来にわたって当社および当社グループの成長に大きな貢献が期待できる役員および社員

には、新株予約権の付与を行っていく方針でありますが、付与された新株予約権の行使により発行された新

株は、将来的に当社株式価値の希薄化や株式売買の需給への影響をもたらし、当社の株価形成に影響を及ぼ
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す可能性があります。 

 

(6) 配当政策について 

当社は、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保の充実を図るとともに業績に応じた配当を継

続的に行うことを基本方針としております。しかし、当社は現在、成長過程にあると考えており、事業資金

の流出を避け内部留保の充実を図り、事業の効率化のための設備投資および今後の事業拡大のための投資等

に充当し、なお一層の業容拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元につながるとの認識に立ち、配

当を実施しておりません。 

今後は、上記方針に則り業績等を勘案しながら株主への利益還元を検討してまいりますが、当面は内部留

保を優先する可能性があります。 
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５．中間連結財務諸表 

(1)中間連結貸借対照表 

  
当中間連結会計期間末 

(平成17年11月30日) 

区  分 
注記

番号

金  額 

(千円) 

構成比

(%) 

（ 資 産 の 部 ） 

Ⅰ 流動資産 

1. 現金及び預金  267,775

2. 売掛金  412,661

3. 繰延税金資産  144,013

4. その他  62,422

貸倒引当金  △5,293

流動資産合計  881,579 40.5

Ⅱ 固定資産 

1. 有形固定資産 ※1 103,466 4.7

2. 無形固定資産  

 (1) ソフトウェア  99,433

 (2) 連結調整勘定  647,555

 (3) その他  3,137

計  750,126 34.5

3. 投資その他の資産  

 (1) 敷金保証金  129,663

(2) 繰延税金資産  157,725

(3) その他  154,581

計  441,970 20.3

固定資産合計  1,295,563 59.5

資産合計  2,177,142 100.0
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当中間連結会計期間末 

(平成17年11月30日) 

区  分 
注記

番号

金  額 

(千円) 

構成比

(%) 

( 負 債 の 部 ) 

Ⅰ 流動負債 

1. 買掛金 55,522

2. 短期借入金 150,000

3. 未払金 154,292

4. 賞与引当金 49,675

5. その他 ※2 202,357

流動負債合計 611,847 28.1

Ⅱ 固定負債 

1. 退職給付引当金 36,455

2. 役員退職慰労引当金 96,298

3. 長期未払費用 100,000

固定負債合計 232,754 10.7

負債合計 844,601 38.8

 

( 少数株主持分 ) 

少数株主持分 3,899 0.2

 

( 資 本 の 部 ) 

Ⅰ 資本金 535,730 24.6

Ⅱ 資本剰余金 599,514 27.5

Ⅲ 利益剰余金 192,848 8.9

Ⅳ 為替換算調整勘定 549 0.0

資本合計 1,328,641 61.0

負債・少数株主持分及び資本合計 2,177,142 100.0
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(2)中間連結損益計算書 

  

当中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

       至 平成17年11月30日 ） 

区  分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  661,803 100.0 

Ⅱ 売上原価  569,540 86.1 

売上総利益  92,262 13.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 355,179 53.6 

営業損失（△）  △262,916 △39.7 

Ⅳ 営業外収益  434 0.1 

Ⅴ 営業外費用   

 １ 投資事業組合評価損  6,771  

 ２ その他  50 6,822 1.0 

経常損失（△）  △269,304 △40.7 

Ⅵ 特別利益  ―  

Ⅶ  特別損失   

 １ 東京本部移転費用  13,478 13,478 2.0 

税金等調整前中間純損失(△)  △282,783 △42.7 

法人税、住民税及び事業税  2,376  

法人税等調整額  △108,611 △106,234 △16.0 

少数株主損失(△)  △1,816 △0.3 

中間純損失(△)  △174,731 △26.4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



―   ― 18

(3)中間連結剰余金計算書 

  

当中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

       至 平成17年11月30日 ）

区  分 
注記

番号

金額 

（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  597,214

Ⅱ 資本剰余金増加高  

1. 新株予約権の行使による増加高  2,300 2,300

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高  599,514

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  367,580

Ⅱ 利益剰余金減少高  

1. 中間純損失  174,731 174,731

Ⅲ 利益剰余金中間期末残高  192,848
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 (4)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

当 中 間 連 結 会 計 期 間

（ 自 平成17年６月１日 

   至 平成17年11月30日 ）

区  分 
注記

番号

金額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間純損失(△)  △282,783 

減価償却費   30,185 

東京本部移転費用   13,478 

貸倒引当金の増減額（減少：△）   △219 

賞与引当金の増減額（減少：△）   503 

退職給付引当金の増減額（減少：△）   3,338 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）   926 

受取利息  △16 

支払利息  24 

投資事業組合評価損   6,771 

売上債権の増減額（増加：△）   45,797 

権利金の償却額   12,151 

その他の資産の増減額（増加：△）   △20,238 

仕入債務の増減額（減少：△）   54,414 

その他の負債の増減額（減少：△）   △48,071 

未払消費税等の増減額（減少：△）   △15,938 

小   計   △199,674 

利息の受取額  16 

利息の支払額  △24 

東京本部移転に伴う支払額   △11,596 

法人税等の支払額   △20,217 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △231,495 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形・無形固定資産の取得による支出   △67,660 

新規連結子会社取得による支出 ※2 △479,730 

投資有価証券取得による支出   △110,000 

投資有価証券売却による収入  15,000 

敷金保証金の差入による支出   △19,808 

敷金保証金の返還による収入   9,275 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △652,924 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  150,000 

株式発行による収入   4,600 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   154,600 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   644 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）   △729,175 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高                  980,447 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高  16,503 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 ※1  267,775 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

         至 平成17年11月30日 ） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  ２社 

連結子会社名 株式会社日本ビジネスクリエイト 

         北京飛龍日恒科技有限公司 

 株式会社日本ビジネスクリエイトは当中間連結会計期間

中に新たに株式を取得したため、北京飛龍日恒科技有限公

司は当中間連結会計期間より営業を開始しているため、連

結の範囲に含めております。なお、株式会社日本ビジネス

クリエイトは、11月末日をみなし取得日としているため、

同日現在の貸借対照表のみを連結しております。 

 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社 マトリックス・ＦＷＸ投資事業組合 

（連結子会社から除いた理由） 

 当中間会計期間において、新たに出資いたしましたが、

総資産、売上高、当中間純損益及び利益剰余金等はいずれ

も重要な影響を及ぼすことがないため、連結の範囲から除

いております。 

２ 持分法の適用に関する事項 持分法を適用していない非連結子会社 

 マトリックス・ＦＷＸ投資事業組合は中間純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす

影響は軽微であり、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 連結子会社の中間決算日 

  に関する事項 

株式会社日本ビジネスクリエイトの決算日は1月31日で

あり、中間連結財務諸表の作成にあたっては、平成17年11

月30日に仮決算を行い、同仮決算日現在の財務諸表を使用

しております。北京飛龍日恒科技有限公司の決算日は12月

31日であり、中間連結財務諸表の作成にあたっては、平成

17年９月30日に仮決算を行い、同仮決算日現在の財務諸表

を使用しております。当中間連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま

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 

有価証券 

イ.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 

ロ.投資事業組合への出資金 

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て、損益帰属方式によ

り取り込む方法 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法（平成10年４月１日以降に取得した建物

（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。） 

主な耐用年数  

建物       15～39年 

器具備品    4～15年 

②無形固定資産 

・市場販売目的のソフトウェア 

見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(３年

以内)に基づく償却額を比較し、いずれか大きい額を

償却費として計上する方法 

・自社利用目的のソフトウェア 

定額法 

耐用年数  社内における利用可能期間(5年) 
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当中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

         至 平成17年11月30日 ） 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、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が発生した場合

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 

従業員の賞与の支給に備えるため、当中間連結会計期

間に負担すべき支給見込額を計上しております。 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当中間連結会計期間

末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生していると認められる額を計上

しております。 

④役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく当

中間連結会計期間末要支給額を計上しております。 

 

(4)重要な収益及び費用の計上基準 

売上高のうち、システムインテグレーション及びコン

サルティングによる売上については、プロジェクト毎に

プロジェクト原価を発生基準で認識し、これに対応する

売上を原価進捗率（プロジェクト別の見積原価に対応す

る実際発生原価の割合）に応じて認識する方法（進行基

準）によっております。ただし、業務内容がプロジェク

ト管理に適さないコンサルティング契約については、費

用は発生時に認識する一方で、収益は業務完了時に一括

して計上しております。 

 

(5)重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、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。 

 

(6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

在外子会社等の資産及び負債は、中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計上しております。 

 

(7)その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項 

①消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

５ 中間連結キャッシュ・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及び満期の到

来する短期投資からなっております。 
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 注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

当中間連結会計期間末 

（ 平成17年11月30日 ） 

※1 有形固定資産減価償却累計額       85,621千円  

 

※2 消費税の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しており

ます。 

 

 

 

（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

※1 販売費及び一般管理費の主要な科目は以下の通りでありま

す。 

役員報酬 37,801 千円

給与手当 102,975 千円

賞与引当金繰入額 4,264 千円

退職給付費用 849 千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,633 千円

貸倒引当金繰入額 3,551 千円

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

※1 現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残高と中間連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

                        （平成17年11月30日現在）

現金及び預金勘定                  267,775千円 

現金及び現金同等物                267,775千円 

 

※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

株式の取得により株式会社日本ビジネスクリエイトを新たに

連結したことに伴う連結開始時の資産び負債の内訳、当該子会

社の取得価額及び取得のための支出（純額）の関係は次のとお

りであります。 

 

流動資産 161,700 千円

固定資産 92,533 千円

連結調整勘定 647,555 千円

流動負債 △160,120 千円

固定負債 △100,000 千円

子会社の取得価額 641,669 千円

子会社の取得費用未払額 △73,429 千円

子会社の現金及び現金同等物 △88,509 千円

差引：子会社の取得のための支出 479,730 千円

 
 

 

  



―   ― 23

(リ ー ス 取 引 関 係         ) 

当中間連結会計期間末（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 

   該当事項はありません。 

 

 

（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成17年11月30日） 

１ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

(1) その他有価証券  

  非上場株式 65,730千円 

 

 

（デリバティブ取引関係）  

当社は、当中間連結会計期間において、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありま

せん。 

 

 

（セグメント情報） 

 事業の種類別セグメント情報 

当中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 

当連結グループはサプライチェーン・ロジスティクスソリューション、ソフトウェアライセンス、ハードウェ

ア・ソフトウェアプロダクトセールスを一体として提供しているため、これらは同一セグメントであります。他

に開示すべきセグメントはないため、事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。 

 

所在地別セグメント情報 

当中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

海外売上高 

当中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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(１株当たり情報)  

当中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

１株当たり純資産額         20,389円83銭 

 

１株当たり中間純損失金額         2,682円98銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在

株式が存在するものの、１株当たり中間純損失であるため、記

載しておりません。 

 

(注)１株当たり中間純損失の算定上の基礎は、下記のとおりであります。 

 

 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

   至 平成17年11月30日 ）

１株当たり中間純損失金額 

中間純損失（△）（千円） △174,731

普通株主に帰属しない金額 （千円） －

普通株式に係る中間純損失（△）（千円） △174,731

普通株式の期中平均株式数（株） 65,126
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(重要な後発事象) 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当社は、平成17年12月27日開催の取締役会において、医療情報シ

ステムの提供等を目的として株式会社シーエスネットから、平成17

年12月1日に分割された株式会社シーエスシステムズの株式を取得

することを決議し、当社の子会社といたしました。 

 

1.株式の取得先 

商号       株式会社シーエスネット 

 

2.株式を取得した会社の概要 

（1）商号      株式会社シーエスシステムズ 

（2）主な事業内容   医療情報系システム開発、システム・イ 

ンテグレーション事業 

（3）決算期     5月 

（4）従業員数    50名 

（5）子会社     C.S.Factory Co.,Ltd． 

（ベトナム社会主義共和国、出資比率100％、従業員数46名）

（6） 資本の額   10百万円 

（7） 株 式 会 社 シ ー エ ス シ ス テ ム ズ に 分 割 さ れ た 事 業

（C.S.Factory Co.,Ltd．を含む）の最近事業年度における

業績 

   平成17年8月期 

売上高   611百万円 

売上総利益 152百万円 

営業利益  132百万円 

経常利益  128百万円 

当期純利益  72百万円 

（8）株式会社シーエスシステムズの総資産および株主資本 

   平成17年12月1日付 

総資産   402百万円 

株主資本  359百万円 

 

3.取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

（1）異動前の所有株式数  0株（所有割合  0％） 

（議決権の数  0個） 

（2）取得株式数     102株（取得価額 790百万円） 

（議決権の数 102個） 

（3）異動後の所有株式数 102株（所有割合 51.0％） 

（議決権の数 102個） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



―   ― 26

６．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 品目 

生産高(千円) 前年同期比(％) 

サプライチェーン・ロジスティクス 
ソリューション 

421,954 ―

合計 421,954 ―

(注) １ 中間連結財務諸表は、当中間連結会計期間より作成しておりますので、前年同期比は記載しておりません。 

２ 金額は、製造原価によっております。 

    ３ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 仕入実績 

当中間会計期間の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 品目 

仕入高(千円) 前年同期比(％) 

ハードウェア・ソフトウェア 
プロダクトセールス 

82,235 ―

合計 82,235 ―

(注) １ 中間連結財務諸表は、当中間連結会計期間より作成しておりますので、前年同期比は記載しておりません。 

２ 金額は、仕入価格によっております。 

    ３ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 受注実績 

当中間会計期間の受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 品目 

受注高 
(千円) 

前年同期比 
(％) 

受注残高 
(千円) 

前年同期比 
(％) 

サプライチェーン・ロジスティクス 
ソリューション 

405,766 ― 335,238 ―

ソフトウェアライセンス 102,357 ― 46,913 ―

ハードウェア・ソフトウェア 
プロダクトセールス 

97,692 ― 13,252 ―

合計 605,816 ― 395,404 ―

(注) １ 中間連結財務諸表は、当中間連結会計期間より作成しておりますので、前年同期比は記載しておりません。 

    ２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(4) 販売実績 

当中間会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 品目 

金額(千円) 前年同期比(％) 

サプライチェーン・ロジスティクス 

ソリューション 
424,865 ―

ソフトウェアライセンス 141,804 ―

ハードウェア・ソフトウェア 

プロダクトセールス 
95,133 ―

合計 661,803 ―

(注) １ 中間連結財務諸表は、当中間連結会計期間より作成しておりますので、前年同期比は記載しておりません。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 相手先 

金額 
(千円) 

割合 
(％) 

日本電気株式会社 181,748 27.5

松下電器産業株式会社 139,895 21.1

 


