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

(1) 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   ％ 
308  （ △4.8）  

 323   （△12.7）  

百万円   ％ 
9  （△79.9）  
46  （△36.5）  

百万円   ％ 
11   （△76.2）  
47   （△35.5）  

17年５月期 550          16         18          

 

 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株当たり中間（当期）純利益 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円   ％ 
5   （△78.2） 
27  （△27.7） 

円  銭 
470  53  

2,176 77  

円  銭 
462  42  

2,128  08  

17年５月期 18          1,434  56 1,404  95 
(注)①持分法投資損益 17年11月中間期 △1百万円  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 17年11月中間期  12,748株  16年11月中間期  12,662株  17年５月期 12,680株 
③会計処理の方法の変更   有 

④売上高，営業利益，経常利益，中間（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でありま
す。 

 
(2) 配当状況 

 １株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

円  銭 
0  00 
0  00 

円  銭 
－  －  
－  －  

17年5月期 －  － 1,000  00  

 
(3) 財政状態 

 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 
   1,598 

1,580 

百万円 
1,383     
1,393     

％ 
86.6 
88.2   

円   銭 
108,529  89  
109,749  73  

17年5月期 1,559     1,389 89.1  109,013  12  
(注)①期末発行済株式数 17年11月中間期 12,748株  16年11月中間期 12,694株  17年５月期 12,748株 

 ②期末自己株式数   17年11月中間期    －株   16年11月中間期    －株  17年５月期   －株 
 
(4) キャッシュ･フローの状況 

 
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 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
17年11月中間期 
16年11月中間期 

百万円 
   △20    

21    

百万円 
   29    

△117    

百万円 
△12    
△3    

百万円 
322    
335    

17年5月期  46 △157   1 326 

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

１株当たり年間配当金  
売上高 経常利益 当期純利益 

期末  
 

通期 

    百万円 

   700 

    百万円 

   35 

    百万円 

   18 

   円 銭 

1,000  00 

   円  銭 

   0     00 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）1,423円99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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日

現在における仮定を前提にしております。実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 
  当社は、関連会社１社を有しております。 

当該企業は、当中間会計期間に新規に関連会社となりました。 

（関連会社） 

名  称 住  所 
資本金 

（百万円） 
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 

㈱マップクエスト 愛知県豊橋市 60 地理情報システ

ムソフトウェア

の開発・販売 

37.5 ソフトウェアの

共同開発 

役員の兼任１名 

 

２．経営方針 
 

(1)会社の経営の基本方針 

当社は、平成 4 年より地理情報システム（GIS）の開発を行っております。GIS は、デジタル地図とそれに結

びつけられた情報をコンピュータ上の地図に表示するシステムであり、膨大な情報の中から必要なものを選んで

整理して的確に表示することができるシステムであります。 

当社は、GIS の構築を支援する使いやすく信頼性の高い製品の提供、地理及び位置情報に関連するサービスの

提供を通じて、「誰もが必要とする情報を簡単に手に入れることができる新しい情報社会を創造する」ことを企

業理念としております。 

この理念に基づき、下記の経営方針を掲げ、社会及び顧客から高い評価と信頼を得ることを目指しております。 

一、地理及び位置情報分野において最先端の技術と信頼性のある製品、サービスを提供します。 

一、技術、販売力を有する企業との提携、協同展開により新事業の開拓を積極的に進めます。 

一、従業員の能力を最大の財産とし、各自の創造性を高める経営をします。 

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

   当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続してい

くことを基本方針としております。 

   なお、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、営業力の強化と市場ニー

ズに応える技術・研究開発体制の強化を図るために有効に投資してまいりたいと考えております。 

 

(3)目標とする経営指標 

当社は、売上高の伸長を当面の最重要目標としております。また、適正な売上高営業利益率及び売上高経常利

益率の確保を目指して効率化の追求も図る所存であります。 

 

(4)中長期的な会社の経営戦略 

GISは、地図を使用する様々な業務で利用される可能性があり、その市場は高い潜在的成長力を有していると

認識しております。当社は、今後もGISを利用する各分野において当社の製品を浸透させ、国内のGISの基本ソ

フトウェア市場において高いシェアを占めることを目標としております。また、国内で築いた実績を基に海外

市場への進出も構想しております。 

更に中長期的な方向性といたしましては、当社は、GISの開発・販売で培った技術力、販売ルート等を利用し、

位置情報を必要とするあらゆる分野において製品提供及びサービスビジネスやソリューションビジネスの展開

を図ることを目指しております。これにつきましては、位置情報ビジネスにおいて独自の技術や製品、販売

ルート等を有する他社と提携して、新製品の開発や新事業の開拓を図る所存であります。 

 

(5)会社の対処すべき課題 

当社は、顧客満足度の高い製品・サービスの提供に努めるとともに、今後拡大が見込まれる位置情報サービス

分野において新しいビジネス展開を図るため、次のような課題に取り組んでおります。 

①他社との共同開発による新製品の開発 
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当社は、平成17年４月に株式会社マップクエストと地理情報システム関連ソフトウェアの開発及び販売につ

いて業務提携を行いました。今後、両社が協力のもと、位置情報サービスに対応する新たなGIS関連ソフト

ウェアの製品開発・研究開発を推進し、新製品を順次市場に投入いたします。 

②ASP型の新事業の開始と拡販 

地方自治体等に対して、住民公開型の地図情報サービスをASP（アプリケーションサービスプロバイダ）方

式で提供する新事業を当中間会計期間において開始いたしました。このASP型の新事業は、従来のGIS基本ソフ

トウェアの開発・販売とは異なり、地方自治体の広報活動を直接支援するものであり、サービスを提供した期

間に応じて収入を得ることにより、収益の安定化を図ります。 

③移動体の位置情報サービスビジネスの開拓 

携帯電話やカーナビゲーションシステムで広く使われているGPS（グローバルポジショニングシステム）を

GISと組み合わせることにより、人や物の移動の管理といった位置情報に関連する幅広い分野においてソ

リューションビジネスの展開を図ります。これにより、従来、主として静的なものを管理の対象としていた

GISの適用分野を拡大します。 

④海外市場における導入事例の獲得 

現地パートナー企業と連携を取りながら、中国市場に対して当社製品の導入事例を作るべく、顧客開拓を進

めます。 

  

(6)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及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） 

当社は企業統治とは、会社の意思決定機関である取締役会の活性化と経営陣に対する監視と不正を防止する仕

組みであると認識しております。 

       当社は小規模組織であるが故に迅速な経営判断を可能とし、経営の効率性、健全性、透明性を確保するとと

もに経営責任の明確化を推進するようコーポレート・ガバナンスを充実させてまいります。 

       監査役2名は社外から登用し、業務執行・決裁フローのチェック体制の強化に取組んでおります。 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

①会社の機関の内容 

            当社の取締役会は開発、営業、内部管理部門の取締役4名で構成され、月1回の定例取締役会に加え、臨時

取締役会を適宜開催し、情報サービス業界の激しい変化に対応するため迅速・機動的な意思決定を行ってお

ります。 

当社は監査役制度を採用しております。当社は平成17年11月末現在従業員26人という小規模会社であり、

監査役は常時監査業務ができる状況にあることから充分な監査機能が発揮できる体制となっております。 

なお、監査役と当社の間に取引等利害関係はありません。 

また、社外取締役は選任しておりません。 

②内部統制システムの整備の状況 

取締役会は、法令に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事実を決定し、月次の経

営業績の分析・対策を検討するとともに取締役の業務遂行状況を監督しています。 

監査役はこれら取締役会に必ず出席し、必要な場合意見を述べあるいは報告を受ける等、取締役の業務遂

行について適法性・妥当性の観点から取締役を監視できる体制となっております。 

③リスク管理体制の整備の状況 

         各種リスク管理が経営上の最重要項目の一つであるとの認識を基に、取締役会への取締役の状況報告及び

社員のリスク情報の通報・報告体制の強化を図っております。 

コンプライアンスにつきましては、すでに内部情報管理規程及び個人情報保護法基本規程を制定しており、

法令遵守の重要性を認識するとともに社内教育を通じて全社員に徹底するなど情報管理体制の強化を図って

おります。 

顧問弁護士（御堂筋法律事務所）には法律上の判断を必要とする場合、適時アドバイスを受けております。 

④内部監査及び監査役監査の状況 

現在、内部監査は総務担当取締役が監査役と情報を共有しながら、必要に応じて総務部スタッフに具体的

な解決策の策定を指示し円滑な業務遂行に努めております。 

監査役監査は2名の社外監査役により不祥事の未然防止を目指す観点から、取締役会への出席、取締役へ

のヒアリング、監査計画に基づく東京営業所調査、各部門への調査及び月次に実施する稟議書等重要書類の
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閲覧及び会計帳簿、伝票・請求書等の証憑書類の確認等を通じて、取締役の業務執行を監査しております。 

中央青山監査法人とは必要な場合、情報の提供又はアドバイスを受けるなど連携に努めております。 

⑤会計監査の状況 

当社は、中央青山監査法人と任意契約に基づく商法特例法に準じた監査及び証券取引法監査について監査

契約を締結しており、監査結果報告の説明及び内部統制システムについて問題点の指摘と改善策について指

導を受けております。 

同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありませ

ん。 

当中間会計期間において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおり

であります。 

業務を執行した公認会計士 

           指定社員 業務執行社員  森 内 茂 之 

指定社員 業務執行社員  美 若 晃 伸 

会計監査業務に係る補助者の構成 

           公認会計士  1名    会計士補  3名 

 

(7)親会社等に関する情報 

  該当事項はありません。 

 

３．経営成績及び財政状態 
  

(1)経営成績 

①当中間会計期間の業績の概況 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰等の影響はありましたが、輸出や民間の設備投資

は堅調に推移しており、個人消費も増加の兆しが見え始める等、緩やかな景気回復基調にあります。 

    当社の市場環境は、主要顧客である地方自治体等において、市町村合併に伴う情報システムの入れ替え需要

は生じているものの、公共投資全般は依然として低調に推移しており、厳しい状態が続いております。 

 このような状況の中で、当社は当中間会計期間にGPSを利用した位置情報サービス事業や地方自治体を対象

とした地図配信サービス事業を開始し、これらの新規事業を早期に軌道に乗せるべく営業活動に注力いたし

ました。 

 その結果、新規事業の売上を含めた受託開発等の売上高は、前年同期比105.6%増と大幅に増加いたしまし

たが、ライセンス販売の売上高が前年同期比40.8%減と低迷したことにより、当中間会計期間の売上高は

308,171千円（前年同期比4.8%減）となりました。利益面におきましては、利益率の高いライセンス販売の売

上が減少し、その一方で受託開発等の売上増に伴い売上原価が増加したことにより、売上総利益132,477千円

（前年同期比24.1%減）、営業利益9,427千円（前年同期比79.9%減）、経常利益11,401千円（前年同期比

76.2%減）、中間純利益5,998千円（前年同期比78.2%減）となりました。 

 

②品目別内容 

 品目別の売上構成比は、ライセンス販売が46.9％（前年同期は75.4％）、受託開発等は53.1％（前年同期は

24.6％）となっております。なお、品目別の業績は次のとおりです。 

(a)ライセンス販売 

 ライセンス販売につきましては、前事業年度より売上高が減少しております。その要因は、SI事業者及び

最終顧客からのニーズが一層多様化・高度化する傾向にあり、加えてGISを容易にかつ安価に構築できる機能

が求められていることであります。そのため鋭意製品改善に努めましたが、市場の要求する水準を満たすに

は至らず、開発ライセンスについては13,154千円（前年同期比66.1%減）、再販ライセンスについては

131,491千円（前年同期比36.0%減）にとどまりました。 

 以上の結果、ライセンス販売の合計は144,645千円（前年同期比40.8%減）となりました。 

(b)受託開発等 

 受託開発等につきましては、通信事業者向けの受託開発案件を納品したことや、移動体の位置情報サービ

ス事業の開始に伴うGPS機器の販売があったことから163,525千円（前年同期比105.6%増）となりました。 



－  － 

 

 

4

 

(2)財政状態 

 ①キャッシュ・フローの状況 

当中間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、前中間会計期間末に比べ13,884千円減

少し、当中間会計期間末には322,043千円となりました。 

また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において営業活動の結果支出した資金は20,960千円（前年同期は21,486千円の獲得）となりま

した。これは、税引前中間純利益が12,622千円あったことや仕入債務の増加額が48,407千円増加したものの、売

上債権の増加額が81,683千円となったこと等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において投資活動の結果獲得した資金は、29,214千円（前年同期は117,737千円の支出）とな

りました。これは投資有価証券の取得による支出が91,728千円あったものの、定期預金の払戻による収入が

105,000千円、有価証券の償還による収入が40,000千円あったこと等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

   当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、12,486 千円（前年同期は 3,370 千円の支出）とな

りました。これは配当金の支払額が 12,486 千円あったことによるものであります。 

  

②キャッシュ・フロー指標 

 当中間会計期間 

（平成17年11月30日） 

前中間会計期間 

（平成16年11月30日） 

当事業年度末 

（平成17年5月31日） 

自己資本比率           （%） 86.6 88.2 89.1 

時価ベースの自己資本比率     （%） 167.5 158.3 188.0 

債務償還年数           （年） － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） － － － 

 （注） 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：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 

    1.各指標は、いずれも財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

3.営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。 

 

 (3)通期の見通し 

今後の経済の見通しにつきましては、原油価格の高騰や円相場の変動等の不安定要因はあるものの、緩や

かな景気回復基調は持続するものと思われます。 

しかしながら、当社の市場環境においては、公共投資関連予算の縮減による業界内の競争激化や顧客の要

求水準の高度化・複雑化等から、引き続き予断を許さない状況であります。 

このような環境下でありますが、当社は、顧客サポート体制の強化、効率的な受託開発体制の構築を進める

とともに、GPSを利用したバスロケーションシステム等の位置情報サービス事業や地方自治体を対象とした地

域情報配信等のASP事業についても更なる実績を上げるべく、積極的に営業展開いたします。 

また、特定の分野において技術力や営業力を有する企業と技術・業務提携を行い、技術競争力の強化、事

業領域の拡大を図ることにより、付加価値の高い新しいビジネスモデルの構築を目指します。 

通期の見通しにつきましては、ライセンス販売において、前事業年度に引き続き製品の改良に努めている

ものの、市場の要求に追いついていない為、期初の計画に対して売上の低迷が続いており、早期の回復は難
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しい状況と判断されます。このライセンス販売の売上高の低迷を補うべく、受託開発や新規事業における案

件獲得に総力をあげておりますが、売上見通しは期初の予想を下回り700百万円（前期比27.1％増）を予定

しております。 

利益見通しにつきましては、受託開発等において内製化に努め製造原価の削減と利益の確保を図ることに

より、経常利益は35百万円（前期比87.2％増）、当期純利益は前期と同程度の18百万円を予定しております。 
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３．生産実績、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。 

  （単位：千円） 

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 

期  別 
 
 
 
品  目 金 額 前年同期比（％） 

受託開発等 148,627 186.9 

合計 148,627 186.9 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）受注状況 

 当中間会計期間における受注状況は次のとおりであります。 

    （単位：千円）

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 

受 注 高 受 注 残 高 

期  別 
 
 
 
 
 
品  目 金 額 前年同期比（％） 金 額 前年同期比（％） 

受託開発等 116,675 124.9 22,910 163.6 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3）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。 

  （単位：千円） 

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 

期  別 
 
 
 
品  目 金 額 前年同期比（％） 

ライセンス販売 144,645 59.2 

 開発ライセンス 13,154 33.9 

 再販ライセンス 131,491 64.0 

受託開発等 163,525 205.6 

合計 308,171 95.2 

 （注） 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     2.前中間会計期間及び当中間会計期間の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

割合は次のとおりであります。 

                                             （単位：千円） 

当中間会計期間 前中間会計期間 
相手先名 

金額 割合 金額 割合 

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 71,600 23.2% － － 

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 70,167 22.8% － － 

日本電気システム建設株式会社 － － 33,320 10.3 

※ 1.上記の金額は、ライセンス販売と受託開発等の合計額であります。 

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

3. 前中間会計期間のエヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社、富士通エフ・アイ・ピー株式
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会社及び当中間会計期間の日本電気システム建設株式会社については、当該割合が100分の10未

満のため記載を省略しております。 
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４．中間財務諸表等 

(1)中間財務諸表 

①中間貸借対照表      
（単位：千円）

当中間会計期間末 
 

(平成17年11月30日現在) 

前中間会計期間末 
 

(平成16年11月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年５月31日現在) 科 目 

金    額 構成比 金    額 構成比 金 額 構成比 

（資産の部）    ％   ％   ％ 

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※１  885,396   1,009,800   1,028,110  

２．売掛金   163,604   124,273   81,920  

３．有価証券   116,956   111,576   83,346  

４．仕掛品   305   －   8,659  

５．貯蔵品   1,935   2,204   2,040  

６．前払費用   3,699   2,143   4,955  

７．その他   877   846   5,881  

貸倒引当金   △163   △124   △81  

流動資産合計   1,172,612 73.4  1,250,721 79.2  1,214,833 77.9 

Ⅱ 固定資産           

(1)有形固定資産           

１．建    物  3,742   2,270   2,270   

減価償却累計額  △997 2,745  △664 1,606  △787 1,483  

２．工具器具備品  10,082   6,296   7,995   

減価償却累計額  △5,411 4,670  △5,012 1,284  △5,547 2,448  

有形固定資産合計   7,415   2,890   3,931  

(2)無形固定資産           

１．特許権   1,041   1,622   1,331  

２．商標権   363   475   419  

３．ソフトウェア   46,314   34,598   21,922  

４．ソフトウェア仮勘定   18,277   －   7,882  

５．その他   230   230   230  

無形固定資産合計   66,227   36,926   31,787  

(3)投資その他の資産           

１．投資有価証券   210,963   143,631   179,337  

２．出資金   －   4,000   －  

３．長期前払費用   1,627   138   111  

４．長期性預金   100,000   100,000   100,000  

５．差入保証金   39,461   29,461   29,461  

６．保険積立金   －   12,413   －  

投資その他の資産合計   352,052   289,644   308,911  

固定資産合計   425,695 26.6  329,461 20.8  344,630 22.1 

資産合計   1,598,308 100.0  1,580,183 100.0  1,559,463 100.0 
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      （単位：千円）

当中間会計期間末 
 

(平成17年11月30日現在) 

前中間会計期間末 
 

(平成16年11月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年５月31日現在) 科 目 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

（負債の部）    ％   ％   ％ 

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   48,407   －   －  

２．未払金   19,932   23,469   40,797  

３．未払費用   4,579   4,660   4,122  

４．未払法人税等   19,481   30,035   －  

５．繰延税金負債   17,910   8,780   15,313  

６．前受金   614   1,228   588  

７．預り金   1,398   2,833   2,461  

８．前受収益   14,030   16,712   16,219  

９．賞与引当金   4,872   －   －  

10．未払消費税等 ※２  1,696   4,882   －  

流動負債合計   132,923 8.3  92,602 5.8  79,502 5.1 

Ⅱ 固定負債           

１．繰延税金負債   47,830   70,755   61,268  

２．役員退職慰労引当金   33,448   23,620   28,364  

３．長期前受収益   567   42   630  

固定負債合計   81,845 5.1  94,417 6.0  90,262 5.8 

負債合計   214,769 13.4  187,020 11.8  169,764 10.9 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   360,150 22.5  357,450 22.6  360,150 23.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  349,650   346,950   349,650   

資本剰余金合計   349,650 21.9  346,950 22.0  349,650 22.4 

Ⅲ 利益剰余金           

(1)任意積立金           

1.プログラム等準備金  149,171   159,366   159,366   

(2)中間（当期）未処分利益  523,236   529,162   519,790   

利益剰余金合計   672,407 42.1  688,529 43.6  679,157 43.6 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,331 0.1  233 0.0  741 0.0 

資本合計   1,383,539 86.6  1,393,163 88.2  1,389,699 89.1 

負債・資本合計   1,598,308 100.0  1,580,183 100.0  1,559,463 100.0 
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②中間損益計算書      
（単位：千円）

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 

前中間会計期間 
 

自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度の 
要約損益計算書 

自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

科 目 

金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比 

    ％   ％   ％ 

Ⅰ 売上高   308,171 100.0  323,762 100.0  550,708 100.0 

Ⅱ 売上原価   175,693 57.0  149,185 46.1  287,296 52.2 

売上総利益   132,477 43.0  174,577 53.9  263,411 47.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   123,050 39.9  127,695 39.4  246,901 44.8 

営業利益   9,427 3.1  46,882 14.5  16,510 3.0 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  423   432   867   

２．有価証券利息  1,458   610   1,751   

３．その他  225 2,107 0.7 24 1,066 0.3 24 2,643 0.5 

Ⅴ 営業外費用           

１．投資事業組合出資金
運用損  132   －   276   

２．その他  0 133 0.1 － － － － 276 0.1 

経常利益   11,401 3.7  47,949 14.8  18,877 3.4 

Ⅵ 特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  －   －   37   

２．投資有価証券売却益  2,970   710   1,287   

３．保険積立金解約益  － 2,970 1.0 3,707 4,417 1.4 15,963 17,288 3.1 

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除却損  105   －   －   

２．過年度役員退職慰労引当金繰入額  1,644   1,644   3,288   

３．投資有価証券売却損  － 1,749 0.6 － 1,644 0.5 142 3,430 0.6 

税引前中間(当期)純利益   12,622 4.1  50,722 15.7  32,736 5.9 

法人税、住民税及び事業税  17,869   28,452   23,139   

法人税等調整額  △11,245 6,624 2.2 △5,291 23,160 7.2 △8.593 14,546 2.6 

中間（当期）純利益   5,998 1.9  27,562 8.5  18,190 3.3 

前期繰越利益   517,238   501,600   501,600  

中間(当期)未処分利益   523,236   529,162   519,790  
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③中間キャッシュ・フロー計算書   （単位：千円）

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 

前中間会計期間 
 

自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

科 目 

金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益  12,622 50,722 32,736 

減価償却費  12,952 26,647 52,962 

固定資産除却損  105 － － 

貸倒引当金の増加額（△：減少額） 81 5 △37 

賞与引当金の増加額  4,872 － － 

役員退職慰労引当金の増加額  5,084 4,744 9,488 

受取利息  △423 △432 △867 

有価証券利息  △1,458 △610 △1,751 

投資有価証券売却益  △2,970 △710 △1,287 

投資事業組合出資金運用損  132 － 276 

売上債権の減少額（△：増加額）  △81,683 △9,466 32,885 

たな卸資産の減少額（△:増加額）  8,458 △218 △8,713 

仕入債務の増加額  48,407 － － 

前払費用の減少額（△:増加額）  1,256 2,040 △770 

差入保証金の増加額  △10,000 － － 

未払金の減少額  △24,553 △24,204 △6,812 

預り金の増加額（△：減少額）  △1,062 159 △212 

未払消費税等の増加額  1,696 4,882 － 

前受収益の減少額  △2,251 △1,170 △1,075 

その他  1,607 6,662 1,774 

小計  △27,125 59,050 108,594 

利息の受取額  2,326 974 2,760 

法人税等の支払額  △378 △38,538 △65,353 

法人税等の還付額  4,216 － － 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △20,960 21,486 46,001 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の払戻による収入  105,000 － － 

定期預金の預入による支出  － － △20,000 

有価証券の取得による支出  － △10,275 △10,275 

投資有価証券の取得による支出  △91,728 △133,407 △217,394 

投資有価証券の売却による収入  23,470 31,460 84,613 

有価証券の償還による収入  40,000 － 20,000 

有形固定資産の取得による支出  △3,663 － △1,415 

無形固定資産の取得による支出  △43,864 △5,513 △12,766 

投資活動によるキャッシュ・フロー  29,214 △117,737 △157,239 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

株式の発行による収入  － 9,000 14,400 

配当金の支払額  △12,486 △12,370 △12,434 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △12,486 △3,370 1,965 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △4,233 △99,621 △109,272 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  326,276 435,549 435,549 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  322,043 335,928 326,276 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項   

項 目 
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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1)有価証券 

関連会社株式 

 総平均法にもとづく原価法 

(1）有価証券 

 

(1）有価証券 

 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法を採用して

おります（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定しております。）。 

時価のあるもの 

 同左 

 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基

づく時価法を採用しており

ます（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定しております。）。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法

を採用しております。 

時価のないもの 

 同左 

時価のないもの 

同左 

 (2)たな卸資産 

ａ．仕掛品 

 個別法による原価法を採

用しております。 

(2)たな卸資産 

ａ．仕掛品 

 同左 

(2)たな卸資産 

ａ．仕掛品 

   同左 

 ｂ．貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用し

ております。 

 

ｂ．貯蔵品 

 同左 

ｂ．貯蔵品 

   同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

 定率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     15年 

工具器具備品 ３年～10年 

 

(1)有形固定資産 

 定率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     15年 

工具器具備品 ３年～６年 

 

(1)有形固定資産 

 定率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     15年 

工具器具備品 ３年～10年 

 

  (2）無形固定資産 

ａ．市場販売目的のソフト

ウェア 

 販売可能期間（３年間以

内）の販売見込本数に基づ

き償却しております。 

ｂ．自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期

間（３～５年）に基づく定

額法を採用しております。 

ｃ．その他の無形固定資産  

定額法を採用しておりま

す。 

 

 

(2)無形固定資産 

ａ．市場販売目的のソフト

ウェア 

 同左 

 

 

ｂ．自社利用のソフトウェア 

 同左 

 

 

ｃ．その他の無形固定資産  

  同左 

(2)無形固定資産 

ａ．市場販売目的のソフト

ウェア 

   同左 

 

 

 ｂ．自社利用のソフトウェア 

 同左 

 

 

ｃ．その他の無形固定資産  

   同左  
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項 目 
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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 売掛金等の貸倒れによる損失

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 

 従業員の賞与の支払いにあて

るため、支給見込額にもとづき

計上しております。 

（追加情報） 

 当中間会計期間より人事制度

を改正したことにより、賞与支

給対象期間が変更され、当中間

会計期間末において4,872千円

の賞与引当金を計上しておりま

す。 

(3)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。 

なお、過年度相当額（21,690

千円）については、第12期より

５年間の均等額を繰り入れるこ

ととし、年間繰入額の２分の１

を特別損失に計上しておりま

す。 

ただし、退任役員分について

は、退任時に一括費用処理して 

おります。 

(1)貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)役員退職慰労引当金 

   同左 

 

(1)貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

 なお、過年度相当額（21,690

千円）については、第12期より

５年間の均等額を繰り入れるこ

ととし、特別損失に計上してお

ります。 

 ただし、退任役員分について

は、退任時に一括費用処理して

おります。 

４．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。 

  同左 同左 

５．中間キャッシュ・フ

ロー計算書（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    同左 
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項 目 
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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

６．その他中間財務諸表

（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 

 消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

(2)中間会計期間における税額

計算  

 中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当期に

おいて予定している利益処分に

よるプログラム等準備金の取崩

しを前提として、当中間会計期

間に係る税額を計算しておりま

す。 

(1)消費税等の会計処理 

   同左 

 

(2)中間会計期間における税額

計算  

   同左 

(1)消費税等の会計処理 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書）（企

業会計審議会 平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありま

せん。 

  

 

表示方法の変更  

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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

（中間貸借対照表関係） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97

号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１日より適

用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」（会計制

度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付で改正されたこと

に伴い、当中間会計期間から投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）を投資有価証券と表示する方法に変更いた

しました。 

なお、当中間会計期間の投資有価証券に含まれる当該出資の

額は、6,590千円であります。また、前中間会計期間の当該出

資の額は、「投資その他の資産」の「出資金」4,000千円であ

ります。 
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追加情報   

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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

（貸借対照表関係） 

 当中間会計期間末において未払金の内

容を精査したところ、営業上の未払金が

増加していたことから、従来、未払金と

して表示していた金額のうち、営業上の

未払金については、買掛金として区分掲

記しております。 

 前中間会計期間において、未払金に含

まれる当該残高は、17,421千円でありま

す。 

 

 

 

 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係）   

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日現在） 

前中間会計期間末 
（平成16年11月30日現在） 

前事業年度末 
（平成16年５月31日現在） 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のと

おりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のと

おりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のと

おりであります。 
  

定期預金 130,060千円

計 130,060千円
  

  
定期預金 130,048千円

計 130,048千円
  

  
定期預金  130,054千円

計 130,054千円
  

 中間会計期間末日現在、上記に

対応する債務残高はありません。 

中間会計期間末日現在、上記に対

応する債務残高はありません。  

 期末日現在、上記に対応する債

務残高はありません。 

 当社は取引銀行１行と当座借越

契約を締結しております。この契

約に基づく当中間会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

当社は取引銀行１行と当座借越契

約を締結しております。この契約に

基づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 当社は取引銀行１行と当座借越

契約を締結しております。この契

約に基づく当事業年度末の借入未

実行残高は次のとおりでありま

す。 
  

当座借越極度額 50,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 50,000千円
  

  
当座借越極度額 50,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 50,000千円
  

  
当座借越極度額 50,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 50,000千円
  

※２．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、未払消費税等と

して表示しております。 

※２．消費税等の取扱い 

 同左 

 

  

   

（中間損益計算書関係）   

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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

１．減価償却実施額 １．減価償却実施額 １．減価償却実施額 

有形固定資産    989千円 有形固定資産     417千円 有形固定資産   1,076千円 

無形固定資産   11,935千円 無形固定資産   26,202千円 無形固定資産   51,832千円 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）  

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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

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 885,396千円

有価証券勘定 116,956千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 

△640,000千円

償還期間が３ヶ月を

超える債券等 

△40,310千円

現金及び現金同等物 322,043千円

  

  
現金及び預金勘定 1,009,800千円

有価証券勘定 111,576千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 

△725,000千円

償還期間が３ヶ月を

超える債券等 

△60,448

現金及び現金同等物 335,928千円

  

  
現金及び預金勘定 1,028,110千円

有価証券勘定 83,346千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 

△745,000千円

償還期間が３ヶ月を

超える債券等 

△40,180千円

現金及び現金同等物 326,276千円

  
 

（リース取引関係）   

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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

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 

1.リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額及び中間期末残高相当額 

 取得価

額相当

額 

(千円) 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

中間期

末残高

相当額 

(千円) 

工具器

具備品 
19,617 653 18,963 

計 19,617 653 18,963 

2.未経過リース料中間期末残高相当額 

 １年内         3,812千円 

 １年超        15,174千円  

 合 計        18,987千円 

3.支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

 支払リース料      680千円 

 減価償却費相当額    653千円 

 支払利息相当額      50千円 

4.減価償却費相当額の算定法 

 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。 

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 

 当該リース物件は、事業内容に照らし

て重要性が乏しく、かつ、リース契約１

件当たりのリース金額が少額であるた

め、記載を省略しております。 

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 

 同左 
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（有価証券関係） 

当中間会計期間末（平成17年11月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

種 類 取 得 原 価 中間貸借対照表計上額  差 額 

(1)株式 540 1,514 974 

(2)債券    

  国債・地方債等 60,040 60,225 184 

  社債 120,346 120,075 △271 

  その他 － － － 

(3)その他 20,262 21,618 1,355 

合計 201,189 203,432 2,242 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 （単位：千円） 

種 類 中間貸借対照表計上額 摘 要 

(1)関連会社株式   

 非上場株式 41,250  

(2)その他有価証券   

キャッシュ・リザーブ・ファンド 50,248  

公社債投信 20,671  

投資事業有限責任組合出資金 6,590  

マネー・マネジメント・フンァド 3,512  

フリー・ファイナンシャル・ファンド 2,141  

 

前中間会計期間末（平成16年11月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

種 類 取 得 原 価 中間貸借対照表計上額  差 額 

(1)株式 540 960 420 

(2)債券    

  国債・地方債等 30,071 30,381 309 

  社債 152,947 152,950 3 

  その他 － － － 

(3)その他 20,127 19,788 △339 

合計 203,686 204,080 393 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 （単位：千円） 

種 類 中間貸借対照表計上額 摘 要 

その他有価証券   

フリー・ファイナンシャル・ファンド 30,005  

公社債投信 20,658  
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前事業年度末（平成17年５月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

種 類 取 得 原 価 貸 借 対 照 表 計 上 額  差 額 

(1)株式 540 1,092 552 

(2)債券    

  国債・地方債等 50,056 50,402 345 

  社債 140,685 140,852 166 

  その他 － － － 

(3)その他 20,262 20,448 185 

合計 211,544 212,794 1,249 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 （単位：千円） 

種 類 貸 借 対 照 表 計 上 額 摘 要 

その他有価証券   

公社債投信 20,658  

キャッシュ・リザーブ・ファンド 20,085  

投資事業有限責任組合出資金 6,723  

フリー・ファイナンシャル・ファンド 2,140  

 

（デリバティブ取引関係） 

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） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

前中間会計期間（自 平成16年６月１日 至 平成16年11月30日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

関連会社に対する投資の金額 

           41,250千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 

           40,084千円 

持分法を適用した場合の投資損失の

金額          1,040千円 
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（１株当たり情報）     

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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

１株当たり純資産額 108,529.89円 １株当たり純資産額 109,749.73円 １株当たり純資産額 109,013.12円 

１株当たり中間純利益 470.53円 １株当たり中間純利益 2,176.77円 １株当たり当期純利益 1,434.56円 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益     462.42円 

 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益   2,128.08円 

 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益    1,404.95円 

 

  

（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益 5,998千円 27,562千円 18,190千円 

普通株主に帰属しない金額 － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 5,998千円 27,562千円 18,190千円 

普通株式の期中平均株式数 12,748株 12,662株 12,680株 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益     

中間（当期）純利益調整額 － － － 

普通株式増加数 

（うち新株予約権） 

224株 

（224株） 

290株 

（290株） 

267株 

（267株） 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

新株予約権 

平成14年8月23日定時

株主総会決議 

（新株予約権28個） 

平成17年8月25日定時

株主総会決議 

（新株予約権50個） 

新株予約権 

平成14年8月23日定時

株主総会決議 

（新株予約権29個） 

新株予約権 

平成14年8月23日定時

株主総会決議 

（新株予約権29個） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－  － 

 

 

20 

（重要な後発事象） 

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 

前中間会計期間 
自 平成16年６月１日 
至 平成16年11月30日 

前事業年度 
自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日 

 

 

    当社は、平成 17 年４月 26 日開催の取

締役会決議に基づき、地理情報システム

関連ソフトウェアの共同開発を目的とし

て両社の関係を強化するため、株式会社

マップクエストが第三者割当増資により

発行する新株式 400 株のうち、375 株に

ついて、下記のとおり株式の引受けを行

いました。 

(1)株式会社マップクエストの概要 

所在地 愛知県豊橋市 

主な事業内容 地理情報システムソ

フトウェアの開発

販売 

資本の額 30,000 千円（平成 17 年

5 月 31 日現在） 

（第三者割当増資後 

60,000 千円） 

(2)株式取得の概要 

引受株数 375 株（普通株式） 

発行価格 １株につき 110 千円 

払込総額 41,250 千円 

払込期日 平成 17 年６月７日 

なお、上記の新株式の引受けによ

り、当社の同社に対する株式所有割合

は、37.5%となりました。 

 

(2）その他 

 該当事項はありません。 

 

 


