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平成 18 年２月６日 

各  位 
 

平成 18 年３月期 第３四半期財務・業績の概況(連結) 
 

上 場 会 社 名 ネ ク ス テ ッ ク 株 式 会 社   (コード番号３７６７ 東証マザーズ) 

(URL  http://www.nextechcorp.com) 

問 合 せ 先 代 表 取 締 役 社 長  山田  太郎  ＴＥＬ： (０３)６７１７－６９５１ 

        取締役経営管理部長  斎藤  泰志 

 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期連結財務諸表の作成基準         ： 中間連結財務諸表作成基準 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無     ： 有 

連結 （新規）２社  （除外）－社  持分法 （新規） －社  （除外）－社 

④ 会計監査人の関与 ：有 

四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に

関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく

意見表明のための手続きを受けております。 

⑤ 当第３四半期連結会計期間は連結初年度であるため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度につ

いては記載しておりません。 

 

２．平成 18 年３月期第３四半期財務･業績の概況(平成 17 年４月１日～平成 17 年 12 月 31 日) 

(1) 連結経営成績の進捗状況       

 
売上高 営業利益 経常利益 

四半期(当期) 
純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成 18 年３月期第３四半期 806 - △164 - △164 - △109 -

平成 17 年３月期第３四半期 - - - - - - - -

(参考)平成 17 年３月期 - - -  -

 

 一株当たり四半期

( 当 期 ) 純 利 益

潜 在 株 式 調 整 後
一株当たり四半期
( 当 期 ) 純 利 益

 円 銭 円 銭

平成 18 年３月期第３四半期 △7,575 48 - -

平成 17 年３月期第３四半期 - - - -

(参考)平成 17 年３月期 - - - -

 
[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

当第３四半期の受注状況は、引き続き旺盛な需要に支えられ堅調に推移しております。 

また、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高 806,716 千円、経常損失 164,635 千円、第３四半期純損失

109,647 千円となりました。 

当期間の利益水準が低くなっておりますが、これは売上計上時期の特殊要因によるものです。当社グループは

売上高の計上を原則「検収基準」にて行なっております。我が国では決算期を３月末日と定めている企業が多く、

特に当社の顧客である製造業においてはこの傾向が強いことから、プロジェクトの検収が期の節目である９月及

び３月に集中する傾向にあります。このため、当社グループの業績も、従来から売上高及び利益が第２四半期及

び第４四半期に集中して計上され、第１四半期及び第３四半期の業績が相対的に低い水準となる傾向にあります。 
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なお、当第３四半期の当社におきましては、今後の売上高及び利益への貢献が予想される自社開発のＰＬＭパ

ッケージソフトウェア｢SpeedPLMware.(スピードピーエルエムウェア)｣の製品競争力向上のための機能強化をお

こなうと共に、製造業向けの展示会では関西地区最大規模の『関西設計・製造ソリューション展』への出展、製

造業向けＰＬＭ導入実践セミナー等各種セミナーの開催など、積極的なマーケティング活動を実施し、受注機会

の拡大を図りました。 

更に、当社が平成 18 年３月期通期（下期）重点施策のひとつである“技術、サービスの拡充による収益機会

の拡大”の実践として、2005 年 12 月に国内大手自動車メーカー主要３社をエンドユーザーに持つ３次元ＣＡＤ

教育ツール及び組み込みソフト開発ツールに強みを持つ株式会社フォー・リンク・システムズを子会社化いたし

ました。同社との協業開始を当社サービス領域拡充の布石とし、今後とも事業シナジーを意識した積極的な戦略

的業務提携、Ｍ＆Ａを展開してまいります。 

また、現在の旺盛な需要に対応するための人材確保につきましては、積極的な採用活動等をおこなった結果、

12 月末現在の従業員数は 77 名（前期末比 25 名増）となっております。 

 

(2) 連結財政状態の変動状況    

 
総資産 株主資本 株主資本比率 

一株当たり 
株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成 18 年３月期第３四半期 2,284 953 41.7 64,026 98

平成 17 年３月期第３四半期

結

- - - - -

(参考)平成 17 年３月期 - - - - -

 

(3) 連結キャッシュ･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

 百万円 百万円 百万円 百万円

平成 18 年３月期第３四半期 △202 △461 709 683 

平成 17 年３月期第３四半期 - - - - 

(参考)平成 17 年３月期 - - - - 

 

 

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

当第３四半期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、683,436 千円となりまし

た。 

内、営業活動の結果使用した資金は 202,749 千円となりました。これは、売上債権は 129,049 千円減少したも

のの、たな卸資産の増加 92,601 千円、法人税等の支払い 107,798 千円等が発生したことによるものであります。 

また投資活動の結果使用した資金は 461,831 円となりました。これは、主に無形固定資産の取得に伴う支出

267,033 千円、株式会社フォー・リンク・システムズの子会社化に伴う支出 72,810 千円、オフィスの拡張による

敷金の支出 72,404 千円等によるものであります。 

財務活動の結果得た資金は 709,987 千円となりました。これは、資金調達の結果短期借入金 500,000 千円、長

期借入金 200,000 千円が増加した事等によるものであります。 
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３．平成 18 年３月期の連結業績予想(平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日) 
 

売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 1,700 370 213

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 14,344 円 75 銭 

 

[業績予想に関する定性的情報等] 

平成 17 年 11 月７日に開示した業績予想について修正はありません。現在、受注状況も堅調に推移しているこ

とから、通期業績は計画通りを見込んでおります。 

当社を取り巻く市場環境は、旺盛なＰＬＭ（プロダクト・ライフサイクル・マネジメント）需要を背景に引き

続き好調に推移するものと予想されます。特に、グローバルな競争力強化に向けたへ部品及び部品構成情報の可

視化、活発化する企業統合において必須となる製品マスター情報の統合など、「ものづくり」における競争力強化

に向けたＰＬＭソリューションへの投資は、大きな市場成長が期待されております。 

当社におきましては、今後の更なる業容拡大に向けて成長を加速化すべく、サービス提供領域の拡大、ソリュ

ーションの強化、ＰＬＭパッケージソフトウェア「SpeedPLMware.」販売促進のため、積極的な人材採用及び教育、

戦略的アライアンス、Ｍ＆Ａを推し進め、着実にＰＬＭ需要を捕捉していく方針であります。 

 

※上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおりま

す。実際の業績等は、様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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〔添付資料〕 

４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

 

 

 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成17年12月31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  685,336  

２．売掛金  225,537  

３．たな卸資産  173,247  

４．未収入金  129,549  

５．その他  121,372  

貸倒引当金  △29,292  

流動資産合計  1,305,750 57.2 

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１ 95,098  

２．無形固定資産   

（１）ソフトウェア  229,741  

（２）ソフトウェア仮勘定  268,016  

（３）連結調整勘定  252,044  

（４）その他  3,672  

無形固定資産合計  753,475  

３．投資その他の資産   

（１）その他  165,512  

貸倒引当金  △35,700  

投資その他の資産合計  129,812  

固定資産合計  978,386 42.8 

資産合計  2,284,137 100.0 
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当第３四半期連結会計期間末 

（平成17年12月31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  112,581  

２．短期借入金  530,000  

３．１年内返済予定長期借入金 ※２ 102,942  

４．その他  143,707  

流動負債合計  889,230 38.9 

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※２ 283,399  

２．その他  1,273  

固定負債合計  284,672 12.5 

負債合計  1,173,903 51.4 

（少数株主持分）   

少数株主持分  156,744 6.9 

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  398,920 17.4 

Ⅱ 資本剰余金  447,020 19.6 

Ⅲ 利益剰余金  107,549 4.7 

資本合計  953,489 41.7 

負債、少数株主持分及び 

資本合計 
 2,284,137 100.0 
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（２）四半期連結損益計算書 
 

 

  

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高  806,716 100.0 

Ⅱ 売上原価  469,273 58.2 

売上総利益  337,443 41.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 501,711 62.2 

営業損失  △164,268 △20.4 

Ⅳ 営業外収益   

１．印税収入  728  

２．その他  170 898 0.1 

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  888  

２．新株発行費  352  

３．その他  23 1,265 0.1 

経常損失  △164,635 △20.4 

Ⅵ 特別利益   

Ⅶ 特別損失   

１．移転関連費  7,667  

２．その他  167 7,834 1.0 

税金等調整前第３四半期 
純損失 

 △172,470 △21.4 

法人税、住民税及び事業税  442  

法人税等調整額  △63,264 △62,822 △7.8 

第３四半期純損失  △109,647 △13.6 
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（３）四半期連結剰余金計算書 
 

 

 

 

 当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31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 441,850 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

1．増資による新株の発行 5,170 5,170 

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末残高 447,020 

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 217,197 

Ⅱ 利益剰余金減少高  

１．第３四半期純損失 △109,647 △109,647 

Ⅲ 利益剰余金第３四半期末残

高 
107,549 
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 

 

  

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31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  

税金等調整前第３四半期純損失 △172,470 

減価償却費 50,549 

受取利息 △2 

支払利息 888 

固定資産除却費 167 

移転関連費 2,985 

売上債権の減少額 129,049 

たな卸資産の増加額 △92,601 

未収入金の増加額 △7,356 

仕入債務の減少額 △8,475 

未収消費税等の増加額 △19,865 

未払消費税等の減少額 △17,187 

未払金の増加額 24,432 

預り金の増加額 16,836 

その他 △608 

小計 △93,657 

利息及び配当金の受取額 2 

利息の支払額 △1,294 

法人税等の支払額 △107,798 

営業活動によるキャッシュ・フロー △202,749 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △12,500 

有形固定資産の取得による支出 △36,213 

無形固定資産の取得による支出 △267,033 

敷金保証金の支出 △72,404 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
取得による支出 

△72,810 

その他 △868 

投資活動によるキャッシュ・フロー △461,831 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 500,000 

長期借入れによる収入 200,000 

株式の発行による収入 9,987 

財務活動によるキャッシュ・フロー 709,987 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 45,406 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 638,029 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高 ※ 683,436 
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四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 ネクステックシステムズ株式会社 

         株式会社フォー・リンク・システムズ 

※ネクステックシステムズ株式会社については当第３四半期連結会計期間において新

たに設立したことにより連結の範囲に含めております。 

※株式会社フォー・リンク・システムズについては平成17年12月に株式を新規に取得し

たことにより当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりますが、みなし取

得日を当第３四半期連結会計期間末としているため貸借対照表のみ連結しております。

２．持分法の適用に関する

事項 

非連結子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。 

３．連結子会社の第３四半

期決算日に関する事項

連結子会社の四半期決算日が四半期連結決算日と異なる会社は、次の通りであります。

会社名      株式会社フォー・リンク・システムズ 

第３四半期決算日 ６月30日 

第３四半期連結財務諸表の作成にあたっては、第３四半期連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用しております。 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

４．会計処理基準に関する

事項 

 

(イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

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を採用しております。 

たな卸資産 

(1) 仕掛品 

個別法による原価法を採用しております。 

(2) 商品 

総平均法による原価法を採用しております。 

(3) 貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しております。 
 

(ロ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。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 

定額法によっております。なお、市場販売目的のソフトウェアについては、見込有

効期間（3年）における見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基

づく均等配分額を比較しいずれか大きい金額を計上しております。 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定

額法によっております。 

(3) 長期前払費用 

均等償却によっております。なお、償却期間については、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。 
 

(ハ) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権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。 
 

(ニ) 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。 
 

(ホ) 収益及び費用の計上基準 

 収益及び費用の計上は、原則として検収基準によっております。ただし、作業期間が

６ヶ月超、かつ、受注金額が５千万円以上で、収益及び費用の見積りが可能なプロジェ

クトについては、進行基準を採用しております。 
 

(ヘ) その他四半期連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

５．四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、

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短期的な

投資であります。 
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（５）注記事項等 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

29,489千円 

 

※２．日本政策投資銀行からの長期借入金74,300千円（うち１年以内返済予定長期借入金18,470千円）につい

ては、下記に記載するプログラム著作権等（１）について質権、教育システム事業（２）に譲渡担保権

が設定されております。 

（１）「toremas.com」に係るプログラム著作権及び同プログラムの関連著作物に関する著作権 

（２）「toremas.com」名にて表示されるインターネット上のWebサイト（以下、「本件サイト」という。）

上で若しくは本件サイトを利用し、または本件サイトと同一の著作物等を一部でも用いて本件サイト

外で営まれている一切の事業 

３．当社及び連結子会社２社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づく当第３四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越限度額の総額 2,100,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 1,600,000千円
 

 
（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．販売費一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。 

給与手当   120,953千円 

賃借料    52,737千円 

業務委託費  62,149千円 

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

※現金及び現金同等物の第３四半期連結会計期間末残高と四半期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12月31日現在） 

現金及び預金勘定 685,336千円  

預入期間が３ヶ月を超える定期預金及び定期積金 △1,900千円  

現金及び現金同等物 683,436千円  
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（リース取引関係） 
当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12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、減価償却累計額相当額及び第３四半期末残高相当額 
 

 
取得価額相当額 

（千円） 
減価償却累計額 
相当額（千円） 

第３四半期末残高 
相当額（千円） 

器具及び備品 22,859 3,271 19,588 

ソフトウェア 4,443 888 3,554 

合計 27,302 4,160 23,142 
  
２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 
 

１年内 4,693千円

１年超 19,157千円

合計 23,851千円
  
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 2,577千円

減価償却費相当額 2,513千円

支払利息相当額 564千円
  
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。 

 
（有価証券関係） 
時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 区分 

四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 12,500

出資金 500

 
（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

当社グループは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] 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

当社グループは製造業特化型ソリューションサービスベンダーとして、同一セグメントに属するグラン

ドデザイン、データマネジメント、情報（IT）システム構築（開発・導入・運用）等のプロフェッショナ

ルサービスを行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

 [所在地別セグメント情報] 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 
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 [海外売上高] 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報） 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年 ４月 １日 
至 平成17年 12月 31日） 

 

１株当たり純資産額 64,026円 98銭 

１株当たり当第３四半期純損失金額 △7,575円 48銭 

  
なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり

第３四半期純損失であるため記載しておりません。 

 （注） １株当たり第３四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年 ４月 １日 
至 平成17年 12月 31日） 

１株当たり第３四半期純損失金額  

第３四半期純損失（千円） △109,647 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る第３四半期純損失（千円） △109,647 

期中平均株式数（株） 14,474 

 
（重要な後発事象） 
 該当事項はありません。 

 

 

（６）事業部門別売上高 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 
事業区分別 

金額（千円） 

プロフェッショナルサービス 806,716 

（注）当社の事業は「プロフェッショナルサービス」単一となっております。 
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平成 18 年２月６日 

各  位 
 

平成 18 年３月期 第３四半期財務・業績の概況(個別) 
 

上 場 会 社 名 ネ ク ス テ ッ ク 株 式 会 社   (コード番号３７６７ 東証マザーズ) 

(URL  http://www.nextechcorp.com) 

問 合 せ 先 代 表 取 締 役 社 長  山田  太郎  ＴＥＬ： (０３)６７１７－６９５１ 

        取締役経営管理部長  斎藤  泰志 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

⑥ 四半期財務諸表の作成基準         ： 中間財務諸表作成基準 

⑦ 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

⑧ 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見

表明のための手続きを受けております。 

 

２．平成 18 年３月期第３四半期財務･業績の概況(平成 17 年４月１日～平成 17 年 12 月 31 日) 

(1)経営成績の進捗状況       

 
売上高 営業利益 経常利益 

四半期(当期) 
純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成 18 年３月期第３四半期 806 21.0 △153 - △153 - △98 -

平成 17 年３月期第３四半期 666 (-) 117 (-) 111 (-) 67 (-)

(参考)平成 17 年３月期 1,084 267 239  144 

 

 

 

(2) 財政状態の変動状況    

 
総資産 株主資本 株主資本比率 

一株当たり 
株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成 18 年３月期第３四半期 1,891 964 51.0 64,784 82

平成 17 年３月期第３四半期 720 580 80.5 43,950 89

(参考)平成 17 年３月期 1,298 1,052 81.0 74,140 66

 

 一株当たり四半期
( 当 期 ) 純 利 益

 円 銭

平成 18 年３月期第３四半期 △6,795 76

平成 17 年３月期第３四半期 5,079 41

(参考)平成 17 年３月期 10,877 47
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３．平成 18 年３月期の業績予想(平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日) 
一株当たり年間配当金  

売上高 経常利益 当期純利益
中間 期末   

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

通 期 1,700 400 232 - - 0 0 0 0

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 15,644 円 46 銭 

 

[業績予想に関する定性的情報等] 

平成 17 年 11 月７日に開示した業績予想について、特に修正はありません。 

上記の予想は、本資料の発表時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

にかかる本資料発表時現在における仮定を前提に作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によ

って予想数値と異なる場合があります。 
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〔添付資料〕 

４．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末

（平成16年12月31日）

当第３四半期会計期間末

（平成17年12月31日）
 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日) 

区分 
注記 

番号 

金額 

(千円) 

構成比

(％)

金額 

(千円) 

構成比

(％)

増減 

(千円) 

金額 

(千円) 

構成比

(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  171,569 301,744  638,029 

２．売掛金  288,939 135,240  239,548 

３．たな卸資産  37,424 112,183  19,581 

４．未収入金 ※３ － 123,121  136,099 

５．その他 ※２ 18,490 117,815  20,325 

流動資産合計   516,423 71.6 790,105 41.8 273,682  1,053,584 81.1

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1 32,678 92,871 60,193 32,683 

２．無形固定資産     

(１)ソフトウェア  100,694 172,379  93,256 

(２)ソフトウェア仮勘定  39,411 251,583  82,963 

(３)その他  179 3,552  179 

無形固定資産合計  140,284 427,515 287,231 176,399 

３．投資その他の資産     

(１)関係会社株式  － 464,000  － 

(２)敷金保証金  － 98,870  35,908 

(３)その他  31,464 17,932  407 

投資その他の資産合計  31,464 580,802 549,338 36,315 

固定資産合計   204,427 28.4 1,101,190 58.2 896,763  245,398 18.9

資産合計   720,850 100.0 1,891,295 100.0 1,170,445  1,298,982 100.0
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前第３四半期会計期間末

（平成16年12月31日）

当第３四半期会計期間末

（平成17年12月31日）
 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日) 

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

構成比

(％)

金額 

（千円） 

構成比

(％)

増減 

(千円) 

金額 

（千円） 

構成比

(％)

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金  47,147 95,671  86,572 

２．短期借入金  － 500,000  － 

３．１年内返済予定長期借入金  － 40,000  － 

４．未払金  － 100,404  31,809 

５．その他 ※２ 93,551 30,444  127,803 

流動負債合計   140,698 19.5 766,520 40.5 625,821  246,185 19.0

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金  － 160,000  － 

固定負債合計   － － 160,000 8.5 160,000  － －

負債合計   140,698 19.5 926,520 49.0 785,821  246,185 19.0

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   245,000 34.0 398,920 21.1 153,920  393,750 30.3

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  195,000 447,020  441,850 

資本剰余金合計   195,000 27.1 447,020 23.6 252,020  441,850 34.0

Ⅲ 利益剰余金     

１．第３四半期(当期) 

未処分利益 
 140,151 118,835  217,197 

利益剰余金合計   140,151 19.4 118,835 6.3 △21,316  217,197 16.7

資本合計   580,151 80.5 964,775 51.0 384,623  1,052,797 81.0

負債・資本合計   720,850 100.0 1,891,295 100.0 1,170,445  1,298,982 100.0
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（2）四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間
(自 平成16年４月１日

 至 平成16年12月31日)

当第３四半期会計期間
（自 平成17年４月１日

 至 平成17年12月31日）
 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日
 至 平成17年３月31日)

区分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

構成比

(％)

増減 

(千円) 

構成比

(％)

増減 

(千円) 

金額 

（千円） 

構成比

(％)

Ⅰ 売上高   666,626 100.0 806,716 100.0 140,090  1,084,891 100.0

Ⅱ 売上原価   284,556 42.7 469,273 58.2 184,717  466,291 43.0

売上総利益   382,070 57.3 337,443 41.8 △44,626  618,600 57.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   264,429 39.7 490,531 60.8 226,101  351,245 32.4

営業利益又は損失(△)   117,640 17.6 △153,087 △19.0 △270,728  267,355 24.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  1 0.0 898 0.1 896  202 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  6,326 0.9 1,265 0.1 △5,060  27,599 2.5

経常利益又は損失(△)   111,315 16.7 △153,454 △19.0 △264,770  239,957 22.1

Ⅵ 特別利益 ※３  3,630 0.5 － － △3,630  3,630 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４  114 0.0 7,834 1.0 7719  515 0.0

税引前第３四半期(当期)

純利益又は純損失(△) 
  114,831 17.2 △161,289 △20.0 △276,120  243,072 22.4

法人税、住民税及び 

事業税 
 50,182 337  106,217 

法人税等調整額  △2,399 47,783 7.1 △63,264 △62,927 △7.8 △10,344 △7,239 98,978 9.1

第３四半期(当期)純利益

又は純損失(△) 
  67,048 10.1 △98,361 △12.2 △165,410  144,093 13.3

前期繰越利益   73,103 217,197   73,103

第３四半期(当期)未処分

利益 
  140,151 118,835   217,197
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（3）四半期キャッシュ・フロー計算書 

※当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、「四半期キャッシュ・フロー計算書」

を作成しておりません。なお、当第３四半期連結会計期間における「四半期連結キャッシュ・フロー計算書」

につきましては、四半期連結財務諸表に記載しております。 

  
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 

 至 平成16年12月31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４月１日 

 至 平成17年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第３四半期(当期)純利益  114,831 243,072 

減価償却費  9,616 20,866 

固定資産除却損  114 515 

新株発行費  － 2,626 

受取利息  △1 △2 

売上債権の増加額  △173,334 △246,964 

たな卸資産の減少額  5,831 23,674 

仕入債務の増加額  33,045 67,611 

未払消費税等の増加額(△減少額)  △7,445 137 

その他資産・負債の増減額  14,618 7,622 

小計  △2,722 119,160 

利息及び配当金の受取額  1 2 

法人税等の支払額  △26,917 △26,903 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △29,638 92,259 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △4,829 △7,812 

無形固定資産の取得による支出  △112,783 △152,711 

敷金保証金の支出  － △5,500 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △117,613 △166,024 

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  － 392,973 

財務活動によるキャッシュ・フロー  － 392,973 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額)  △147,251 319,208 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  318,820 318,820 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末(期末)

残高 
 171,569 638,029 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

(2) たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採用

しております。 

商品 

個別法による原価法を採用

しております。 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用して

おります。 

(1) 有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

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

を採用しております。 

(2) たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

商品 

総平均法による原価法を採

用しております。 

貯蔵品 

同左 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

(2) たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

商品 

 

 

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 

定率法によっております。 

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

については、見込有効期間(3

年)における見込販売収益に

基づく償却額と販売可能な残

存有効期間に基づく均等配分

額を比較しいずれか大きい金

額を計上しております。自社

利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期

間(5年)に基づく定額法によ

っております。 

 

(3) 長期前払費用 

均等償却によっております。

なお、償却期間については、

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。

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込有効

期間(3年)における見込販売

収益に基づく償却額と販売可

能な残存有効期間に基づく均

等配分額を比較しいずれか大

きい金額を計上しておりま

す。自社利用のソフトウェア

については、社内における利

用可能期間(5年)に基づく定

額法によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

(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

については、見込有効期間(3

年)における見込販売収益に

基づく償却額と販売可能な残

存有効期間に基づく均等配分

額を比較しいずれか大きい金

額を計上しております。自社

利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期

間(5年)に基づく定額法によ

っております。 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

３．収益及び費用の

計上基準 

 収益及び費用の計上は、原則と

して検収基準によっております。

ただし、作業期間が６ヶ月超、か

つ、受注金額が５千万円以上で、

収益及び費用の見積りが可能なプ

ロジェクトについては、進行基準

を採用しております。 

同左 同左 

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 
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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

５.四半期キャッシ

ュ・フロー算書

(キャッシュ・

フロー計算書)

における資金

の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、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短期的

な投資 

 手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、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短期的

な投資 

６．その他四半期財

務諸表（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。 

同左 同左 

 
四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

 (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(「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」(企業会計基準適

用指針 第６号平成15年10月31日)が平

成17年４月１日以降開始する事業年度

に係る財務諸表から適用されることに

なったことに伴い、当第３四半期会計期

間から同会計基準及び適用指針によっ

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 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

 (四半期貸借対照表) 

１.前第３四半期会計期間末は、流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「未収入金」は、資産の総額の100分の

５を超えることとなりましたため、当第３四半期会計期間より

区分掲記しております。なお、前第３四半期会計期間末におけ

る「未収入金」の金額は8,580千円であります。 

２.前第３四半期会計期間末は、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「敷金保証金」は、資産の総額の

100分の５を超えることとなりましたため、当第３四半期会計

期間より区分掲記しております。なお、前第３四半期会計期間

末における「敷金保証金」の金額は30,958千円であります。

３.前第３四半期会計期間末は、流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「未払金」は、資産の総額の100分の５

を超えることとなりましたため、当第３四半期会計期間より区

分掲記しております。なお、前第３四半期会計期間末における

「未払金」の金額は19,655千円であります。 
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追加情報 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３月

31日に公布され、平成16年４月１日以降

に開始する事業年度より外形標準課税

制度が導入されたことに伴い、当期から

「法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管理

費に計上しております。 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３月

31日に公布され、平成16年４月１日以降

に開始する事業年度より外形標準課税

制度が導入されたことに伴い、当期から

「法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割4,703千円については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

 

 

注記事項等 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成17年12月31日） 

前事業年度末 

（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

15,970千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

27,036千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

16,305千円

※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、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。 

※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、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

※２． 

 

 

※３ ※３．ファクタリング方式により譲渡し

た売上債権の未収額98,280千円が含ま

れております。 

 

※３．ファクタリング方式により譲渡し

た売上債権の未収額123,564千円が含ま

れております。 

 

４． ４．当座借越契約 

当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座借越契約を

締結しております。これら契約に基づ

く当第３四半期会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

当座貸越限度額の総額 2,100,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 1,600,000千円
 

４． 
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（四半期損益計算書関係） 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

※１． 

 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

印税収入     728千円 

※１． 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

上場準備費用  6,326千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息     888千円 

新株発行費    352千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

上場準備費用  24,972千円 

新株発行費    2,626千円 

※３．特別利益のうち主要なもの 

損失補償金収入  3,630千円 

※３． 

 

※３．特別利益のうち主要なもの 

損失補償金収入  3,630千円 

※４．特別損失のうち主要なもの 

器具及び備品除却損 114千円 

※４．特別損失のうち主要なもの 

移転関連費    7,667千円 

※４．特別損失のうち主要なもの 

器具及び備品除却損 515千円 

５．減価償却実施額 

有形固定資産  6,564千円 

無形固定資産  3,052千円 

５．減価償却実施額 

有形固定資産  11,961千円 

無形固定資産  38,588千円 

５．減価償却実施額 

有形固定資産  9,141千円 

無形固定資産  11,725千円 

 
（四半期キャッシュ･フロー計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

※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(平成16年12月31日現在) 

現金及び預金勘定     171,569千円 

現金及び現金同等物    171,569千円 

※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(平成17年３月31日現在) 

現金及び預金勘定     638,029千円 

現金及び現金同等物    638,029千円 
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（リース取引関係） 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３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 

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 

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

償却累計額相当額及び第３四半期

末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び第３四半期

末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相

当額 
 

 

取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円）

第３四半

期末残高

相当額 

（千円） 

器具及

び備品 
7,980 1,139 6,840 

合計 7,980 1,139 6,840 

  

 

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額 

（千円）

第３四半

期末残高

相当額

（千円）

器具及

び備品
22,859 3,271 19,588

ソフト

ウェア
4,443 888 3,554

合計 27,302 4,160 23,142

  

 

 

取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

期末残高

相当額

（千円）

器具及

び備品
7,980 1,424 6,555

ソフト

ウェア
4,443 222 4,220

合計 12,423 1,646 10,776

  
２．未経過リース料第３四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料第３四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 1,031千円 

１年超 5,965千円 

合計 6,996千円 
  

 
１年内 4,693千円

１年超 19,157千円

合計 23,851千円
  

 
１年内 1,872千円

１年超 9,112千円

合計 10,984千円
  

３．支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

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 1,008千円

減価償却費相当額 854千円

支払利息相当額 266千円
  

 
支払リース料 2,577千円

減価償却費相当額 2,513千円

支払利息相当額 564千円
  

 
支払リース料 1,589千円

減価償却費相当額 1,361千円

支払利息相当額 392千円
  

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。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

 
（有価証券関係） 

 前第３四半期会計期間、当第３四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。 

 なお、当第３四半期会計期間末に係る「有価証券関係」(子会社株式及び関連会社で時価のあるものは除く。)

については四半期連結財務諸表の注記事項として記載しております。 
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（１株当たり情報） 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 43,950円89銭 

１株当たり当第３四半期

純利益金額 
5,079円41銭 

  

  

 

１株当たり純資産額 64,784円82銭

１株当たり当第３四半期

純損失金額 
6,795円76銭

 

  

 

１株当たり純資産額 74,140円66銭

１株当たり当期純利益

金額 
10,877円47銭

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益金額 
10,824円36銭

  

なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、新株

予約権を発行しておりますが、当社株

式は非上場であり、かつ店頭登録もし

ていないため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、潜在

株式は存在するものの１株当たり第３

四半期純損失であるため記載しており

ません。 

 当社は、平成16年10月13日付で株式

１株につき４株の株式分割を行ってお

ります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 38,871円48銭

１株当たり当期純利

益金額 
4,686円41銭

 

 （注） １株当たり第３四半期（当期）純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後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。 

 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日）

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）

１株当たり第３四半期(当期)純利益

金額又は純損失金額 
   

第３四半期(当期)純利益又は純損失

(△)(千円) 
67,048 △98,361 144,093 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期(当期)純

利益又は純損失(△)(千円) 
67,048 △98,361 144,093 

期中平均株式数(株) 13,200 14,474 13,247 

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期(当期)純利益 
   

第３四半期(当期)純利益調整額(千

円) 
― ― ― 

普通株式増加数(株) ― 692 65 

（うち新株予約権） （―） （692） （65） 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり第３四半期(当

期)純利益の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

潜在株式の種類  新株予約権

４種類

新株予約権の数     327個

潜在株式の種類  新株予約権

６種類

新株予約権の数    1,868個
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（重要な後発事象） 
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

  (子会社の設立) 

当社は、平成17 年４月22 日開催の取締役

会において、当社全額出資による子会社を

設立することを決議しました。 

(1) 設立の理由 

当社は、東証一部上場を中心とする大手製

造業の顧客を中心としてＰＬＭに重点を

おいたプロフェッショナルサービス事業

を展開しております。昨今、「ものづくり」

は多様化かつ複雑化する傾向にあります

が、同時にそれを支えるＰＬＭシステム及

びＩＴ技術の高度化も求められておりま

す。そのため、より付加価値の高いサービ

スの提供を目指し、ＰＬＭシステムのＲ＆

Ｄを重点的におこなう子会社を設立する

ことといたしました。 

(2) 子会社の概要 

① 商号 ネクステックシステムズ株式会社 

(英文表記:Nextech Systems corporation)

② 設立年月 平成17年５月10日 

③ 本店所在地 東京都港区港南二丁目16 番1

④ 代表者名 山田 太郎 

(ネクステック株式会社 代表取締役社長) 

⑤ 資本金 50,000 千円 

⑥ 大株主 ネクステック株式会社100％ 

⑦ 主な事業内容 情報処理システムの企

画、設計開発及びPLMパッケージソフト

ウェア製品の研究開発(Ｒ＆Ｄ) 

⑧ 決算期 ３月 

⑨ 当社との人的関係 取締役３名及び監

査役１名は全てネクステック株式会社

役員が兼務いたします。 

 

(ストックオプションの付与) 

当社は、平成17年６月29日開催の第５回

定時株主総会において、商法第280条ノ20

及び商法第280条ノ21の規定に基づき、ス

トックオプションとして、株主以外の者に

対し特に有利な条件をもって新株予約権

を発行することを決議いたしました。 

(1) 特に有利な条件をもって新株予約権

を発行することを必要とする理由 

当社及び当社子会社の取締役、監査役、執

行役員及び従業員に対し、当社に対する経

営参画意識を喚起し、業績向上に対する貢

献意識や士気を一層高めることを目的と

して、以下の要領によりストックオプショ

ンとして新株予約権を無償で発行するも

のであります。 

(2) 新株予約権発行の要領 

① 新株予約権の割当を受ける者 

当社及び当社子会社の取締役、監査役、

執行役員及び従業員 
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前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

  ② 新株予約権の目的となる株式の種類及

び数 

当社普通株式2,000株を上限とする。な

お、株主総会決議後において当社が株式分

割または株式併合を行う場合、次の算式に

より目的となる株式の数を調整するもの

とする。ただし、かかる調整は、新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新

株予約権の目的となる株式の数について

行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

については、これを切り捨てるものとす

る。 

 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設

合併を行い本件新株予約権が承継される

場合、または当社が新設分割もしくは吸収

分割を行う場合、当社の取締役会決議によ

り必要と認める株式数の調整を行う。 

③ 新株予約権の総数 

2,000個を上限とする。(新株予約権１個

に対して普通株式１株。ただし、②に定め

る株式の数の調整を行った場合は、同様の

比率で調整を行う。) 

④ 各新株予約権の発行価額 

無償とする。 

⑤ 各新株予約権の行使に際して払込みを

すべき金額 

新株予約権１個当たりの払込金額は、次

により決定される１株当たりの払込金額

に③に定める新株予約権１個の株式数を

乗じた金額とする。 

１株当たりの払込金額は、新株予約権を

発行する日の属する月の前月の各日(取引

が成立していない日を除く。)における東

京証券取引所における当社株式の普通取

引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(１

円未満の端数は切り上げ)とする。 

ただし、当該金額が新株予約権発行日の

前日の終値(取引が成立しない場合はそれ

に先立つ直近日の終値)を下回る場合は、

当該終値とする。なお、株主総会決議後、

当社が株式分割または株式併合を行う場

合は、次の算式により１株当たりの払込金

額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

 

１ 
調整後払込金額＝調整前払込金額× 

分割・併合の比率

 

また、時価を下回る価額で新株式の発行

または自己株式の処分を行う場合(新株予

約権の行使による場合を除く。)は、次の

算式により１株当たりの払込金額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切

り上げる。 

 



― 28 ― 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

     
新規発行

株式数 
×

１株当たり

払込金額
既発行 

株式数 
＋

１株当たりの時価調整後

払込金額
＝

調整前 

払込金額 
× 

既発行株式数＋新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」と

は、当社の発行済株式総数から当社の保有

する自己株式の総数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合には「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に「１株

当たりの払込金額」は「１株当たり処分価

額」のそれぞれ読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新

設合併を行い本件新株予約権が承継され

る場合、または当社が新設分割もしくは吸

収分割を行う場合、当社は必要と認められ

る払込金額の調整を行う。 

⑥ 新株予約権の権利行使期間 

平成19年7月1日から平成24年6月30日ま

でとする。ただし、権利行使期間の最終日

が当社の休業日にあたる場合には、その前

営業日を最終日とする。 

⑦ 新株予約権の行使の条件 

(Ａ)各新株予約権の一部行使は認めら

れない。 

(Ｂ)新株予約権の割当を受けた者(以下

新株予約権者という)は、権利行使時に

おいても、当社または当社子会社の取締

役、監査役、執行役員及び従業員の地位

にあることを要す。 

ただし、正当な理由のある場合並びに相

続により新株予約権を取得した場合で、

取締役会で承認を得た場合はこの限り

でない。 

(Ｃ)その他の行使の条件については、新

株予約権発行の取締役会決議において

定める。 

⑧ 新株予約権の消却事由及びその条件 

(Ａ)新株予約権者が、行使条件に該当し

なくなったために新株予約権を行使で

きないこととなった場合または新株予

約権の全部もしくは一部を放棄した場

合は、当社は当該新株予約権を無償で消

却することができる。 

(Ｂ)当社が消滅会社となる合併契約書

が承認されたとき、当社が完全子会社と

なる株式交換契約書承認ならびに株式

移転承認議案が、株主総会で承認された

ときは、新株予約権は無償で消却するこ

とができる。 

⑨ 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには当社取締役

会の承認を要する。 

 

 


