
 

 

 
平成 18 年 3 月期  第 1 四半期財務・業績の概況（非連結） 

    平成 18 年２月 15 日 

上場会社名 株式会社豆蔵 （コード番号：3756 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.mamezou.com ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 荻原 紀男 ＴＥＬ：（03）5339－2100

            責任者役職・氏名 財務・経理部長 南口 和彦 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 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１四半期財務・業績の概況（平成 17 年 10 月１日～平成 17 年 12 月 31 日） 
（１）経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨） 
 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 ％ 

18 年３月期第１四半期 323 (31.1) △36 (―) △35 (―) △21 (―)

17 年９月期第１四半期 246 (―) △26 (―) △48 (―) △40 (―)

(参考)17 年９月期 1,615  171 150   73  

 
 １株当たり四半期 

（当期）純利益 
潜 在 株 式 調 整 後           

１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭 
18 年３月期第１四半期 △3,139 64 ― ― 
17 年９月期第１四半期 △6,316 21 ― ―

(参考)17 年９月期 10,697 91 10,517 87

（注）１ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

   ２ 平成 18 年２月 20 日付けで普通株式１株につき４株の株式分割を実施いたしますが、１株当たり

情報につきましては分割前の発行済株式数で算出しております。 

 
［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期におけるわが国経済は、企業業績の改善を背景に設備投資が増加傾向にあるほか、

雇用環境の改善や個人消費の堅調により緩やかな景気拡大が継続しております。 
 情報サービス産業におきましては、企業業績の回復と共に緩やかながら情報化投資の拡大が期

待されている半面、受注競争の激化や顧客の低価格要請等により、収益面では依然として厳しい

状況が続いております。 
 このような経営環境のもと、当社は独自のソフトウェア開発技術体系であるエンソロジー

（enThology）により、付加価値の高いコンサルティングの提供に努めてまいりました。 

 当第１四半期の売上高は 323 百万円(前年同期比 31.1%増)となりました。昨年同期に比べ、リ

ードタイムが伸長したこと等により、売上原価率が 75.5%から 78.3％へと 2.8 ポイント悪化いた

しました。一方で前期に引き続き積極的な人員採用を行い採用関連費用が増加したこと等により、

販売費及び一般管理費は 19 百万円増加しましたが、対売上比率を 35.4％から 33.0％へと 2.4 ポ

イント切り詰めました。その結果、営業損失は 36 百万円(前年同期は 26 百万円の営業損失)、経

常損失は 35 百万円(前年同期は 48 百万円の経常損失)、四半期純損失は 21 百万円（前年同期は

40 百万円の四半期純損失）となりました。
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事業部門別売上高の概況 
 事業部門別売上高の内訳につきましては、次のとおりであります。 

（百万円未満切捨） 

 
平成17年９月期 

第１四半期 
平成18年３月期第１四半期 平成17年９月期 

事業部門別 
金額 

（百万円）

構成比

（％）

金額 

（百万円）

構成比

（％）

前年同期比

増減（％）

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

エンソロジー・ソリューション事業 201 81.8 272 84.2 34.9 1,261 78.1

 (ビジネス分野) 103 41.8 196 60.7 90.7 856 53.0

(エンジニアリング分野) 98 40.1 75 23.5 △23.2 405 25.1

教育ソリューション事業 40 16.4 31 9.6 △22.9 196 12.2

経営コンサルティング事業 4 1.8 19 6.2 343.9 156 9.7

合       計 246 100.0 323 100.0 31.1 1,615 100.0

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 経営コンサルティング事業につきましては、前第１四半期はエンソロジー・ソリューション事

業ビジネス分野の一部として記載しておりましたが、前事業年度末より重要性の観点から個別

に記載しております。また、連結納税ソフト「連結TAX-Saver」の売上高につきましても、経

営コンサルティング事業に含めて記載しております。そのため、当第１四半期との比較を可能

とするため、前第１四半期の当該売上高をエンソロジー・ソリューション事業ビジネス分野か

ら経営コンサルティング事業へと組替えております。 

 
エンソロジー・ソリューション事業 

ビジネス分野におきましては、総合生産管理システムの機能拡張プロジェクトや大手メーカ

ーによるシステム開発プロジェクト等に対するコンサルティング案件が増加し、前年同期に比

べ 93 百万円の増加となりました。エンジニアリング分野においては、システム開発業向け組

込みコンサルティング案件等が前年同期を下回ったことにより、22 百万円の減少となりまし

たが、エンソロジー・ソリューション事業としては、70 百万円の増加となりました。 

 

教育ソリューション事業 

教育ソリューション事業においては、主に、コースウェアを顧客の要求に合わせてカスタマ

イズする形式のオンサイト教育が前年同期を下回ったことにより、9百万円の減少となりまし

た。 

 

経営コンサルティング事業 

経営コンサルティング事業においては、前年同期に比べて連結納税システム「連結

TAX-Saver」の導入社数の拡大に伴い当該保守売上が増加したこと、及び、社内業務の効率化

等に係るコンサルティング案件の増加により 15 百万円の増加となりました。 

 
 
（２）財政状態の変動状況                        （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      
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18 年３月期第１四半期 1,591 1,488 93.5 212,656 93

17 年９月期第１四半期 1,480 1,399 94.5 199,950 22

(参考)17 年９月期 1,669 1,519 91.0 217,080 74

（注）平成 18 年２月 20 日付けで普通株式１株につき４株の株式分割を実施いたしますが、１株当たり

情報につきましては分割前の発行済株式数で算出しております。 
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（３）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 

現金及び現金同等物
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円 
18 年３月期第１四半期 37 △23 △9 526

17 年９月期第１四半期 △119 △60 426 614

(参考)17 年９月期 103 △369 421 522

 
［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
① 当第１四半期末の財政状態 

財政状態につきましては、総資産 1,591 百万円（前年同期比 111 百万円増加）、負債の部合

計 103 百万円（前年同期比 22 百万円増加）となり、資本の部合計は 1,488 百万円（前年同期

比 88 百万円増加）となりました。 
② 当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、37 百万円の収入となりました。税引前第１四半期

純損失は 35 百万円となり、法人税等の支払いが 45 百万円あったものの、売上債権の減少 120

百万円などが寄与したことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出などにより

23 百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより 9百万円の支出となりま

した。 
 
 
３．平成 18 年３月期の業績予想（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年３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  

 百万円 百万円 百万円 円   銭 円   銭

通     期 820 55 32 250 00 250 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 1,142 円 86 銭 

（注）平成 18 年２月 20 日付けで普通株式１株につき４株の株式分割を実施するため、１株当たり年間配

当金は分割後の発行済株式数により、平成 17 年 11 月４日発表の数値を調整しております。また１

株当たり予想当期純利益（通期）は、分割後の発行済株式数で算出しております。 
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 

「要求開発（企業力を高めるための情報システム企画手法）」については市場の認知が高まっ

ており、関連案件の引き合いが増えています。しかしながら、要求開発は新しい市場であり、顧

客に対する事前の説明に時間を要することがあります。このような状況のもと昨年同期に比べリ

ードタイムが伸張したことなどにより、当第１四半期においては当初の計画を下回っております

が、受注・売上の状況を勘案し、当期の見通しにつきましては、平成 17 年 11 月４日に発表いた

しました「平成 17 年９月期 決算短信（非連結）」に記載のとおり、売上高 820 百万円、経常利

益 55 百万円及び当期純利益 32 百万円で変更はありません。 

 
 

（注）１．平成 18 年３月期は決算期変更のため６ヶ月決算となります。 
２．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。 
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４．四半期財務諸表等 
(1) 四半期貸借対照表 

 

  
前第１四半期会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(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９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※３ 714,119 626,235  622,171 

２ 売掛金  193,932 246,817  369,464 

３ たな卸資産  126.303 20,399  6,317 

４ 繰延税金資産  32,919 21,731  7,498 

５ その他  29,097 21,412  20,789 

 貸倒引当金  △5,000 △5,000  △5,000 

流動資産合計  1,091,371 73.7 931,596 58.5  1,021,240 61.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※２ 55,722 54,103  50,923 

２ 無形固定資産    

 (1) ソフトウェア  108,975 68,671  83,125 

 (2) その他  6,468 50,801  35,764 

  無形固定資産合計  115,444 119,472  118,889 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  79,000 140,436  131,986 

(2) 関係会社株式  ― 200,000  200,000 

(3) 差入保証金  102,478 102,478  102,478 

(4) その他  36,433 43,556  43,898 

投資その他の資産合計  217,912 486,471  478,363 

固定資産合計  389,078 26.3 660,048 41.5  648,176 38.8

資産合計  1,480,450 100.0 1,591,644 100.0  1,669,416 100.0
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前第１四半期会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(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９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  22,552 25,902  36,466 

２ 未払法人税等  1,761 2,553  46,178 

３ その他  55,516 66,430  62,485 

流動負債合計  79,831 5.4 94,886 6.0  145,130 8.7

Ⅱ 固定負債    

１ その他  968 8,160  4,720 

固定負債合計  968 0.1 8,160 0.5  4,720 0.3

負債合計  80,799 5.5 103,046 6.5  149,851 9.0

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  772,550 52.2 772,550 48.5  772,550 46.3

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  657,110 657,110  657,110 

資本剰余金合計  657,110 44.3 657,110 41.3  657,110 39.4

Ⅲ 利益剰余金    

１ 任意積立金    

特別償却準備金 ※４ 2,391 1,594  2,391 

２ 第１四半期(当期)未処 
分利益又は第１四半期 
未処理損失(△) 

 △32,399 46,305  81,486 

利益剰余金合計  △30,008 △2.0 47,900 3.0  83,877 5.0

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 ― ― 11,038 0.7  6,027 0.3

資本合計  1,399,651 94.5 1,488,598 93.5  1,519,565 91.0

負債資本合計  1,480,450 100.0 1,591,644 100.0  1,669,416 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

 

  
前第１四半期会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成17年10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10月１日 
至 平成17年９月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   246,668 100.0 323,415 100.0  1,615,067 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  186,193 75.5 253,177 78.3  1,111,707 68.8

売上総利益   60,475 24.5 70,238 21.7  503,360 31.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  87,403 35.4 106,833 33.0  331,929 20.6

営業利益又は 
営業損失（△） 

  △26,927 △10.9 △36,595 △11.3  171,431 10.6

Ⅳ 営業外収益   74 0.0 1,015 0.3  1,336 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  21,983 8.9 58 0.0  22,458 1.4

経常利益又は 
経常損失（△） 

  △48,835 △19.8 △35,638 △11.0  150,308 9.3

Ⅵ 特別損失 ※３  17,716 7.2 ― ―  20,079 1.2

税引前当期純利益又
は税引前第１四半期
純損失(△) 

  △66,552 △27.0 △35,638 △11.0  130,228 8.1

法人税、住民税及び
事業税 

 572 572  58,430 

法人税等調整額  △26,562 △25,989 △10.5 △14,233 △13,660 △4.2 △1,525 56,905 3.5

当期純利益又は第１
四半期純損失(△) 

  △40,562 △16.4 △21,977 △6.8  73,323 4.6

前期繰越利益   8,162 68,283   8,162

第１四半期(当期)未
処分利益又は第１四
半期未処理損失(△)

  △32,399 46,305   81,486
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前第１四半期会計期間

(自 平成16年10月１日
至 平成16年12月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー 

(自 平成16年10月１日

至 平成17年９月30日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

税引前当期純利益又は税引前第１

四半期純損失(△) 
 △66,552 △35,638 130,228

減価償却費  18,606 19,088 77,025

受取利息及び受取配当金  △52 △838 △953

支払利息  ― ― 38

新株発行費  8,461 58 8,461

上場関連費  13,522 ― 13,957

投資有価証券評価損  ― ― 2,363

本社移転関連費  12,659 ― 12,659

有形固定資産除却損  5,056 ― 5,056

売上債権の増減額（増加：△）  51,656 120,674 △114,132

たな卸資産の増減額（増加：△）  △75,475 △14,082 44,511

仕入債務の増減額（減少：△）  △3,182 △10,564 10,732

その他資産の増加額  △10,482 △626 △2,170

その他負債の増減額(減少：△)  △4,114 3,958 4,057

小計  △49,894 82,029 191,836

利息及び配当金の受取額  56 842 953

利息の支払額  ― ― △38

株式上場に伴う支出額  △15,012 ― △15,957

本社移転に伴う支出額  △12,659 ― △12,659

法人税等の支払額  △41,683 △45,791 △60,843

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △119,193 37,080 103,290

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  △45,241 △7,595 △53,330

無形固定資産の取得による支出  △5,546 △15,942 △53,718

投資有価証券の取得による支出  △75,000 ― △120,185

関係会社株式の取得による支出  ― ― △200,000

差入保証金の収入  63,769 ― 63,769

その他  1,463 342 △6,000

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △60,553 △23,195 △369,464
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前第１四半期会計期間

(自 平成16年10月１日
至 平成16年12月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー 

(自 平成16年10月１日

至 平成17年９月30日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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  426,720 ― 421,198

   配当金の支払額  ― △9,761 ―

   その他  ― △58 ―

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 426,720 △9,819 421,198

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

換算差額 
 ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  246,973 4,064 155,024

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  367,146 522,171 367,146

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

第１四半期末(期末)残高 
※ 614,119 526,235 522,171
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（4）注記事項等 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

 
前第１四半期会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

(1) 有価証券 

 関連会社株式 

     ― 

(1) 有価証券 

 関連会社株式 

   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

 関連会社株式 

同左 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

     ― 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

   四半期決算日の

市場価格等に基づ

く時価法(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) 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算期末日の市場

価格等に基づく時価

法(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) 

   時価のないもの 

   移動平均法による

原価法 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

 仕掛品 

個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

仕掛品 

   同左 

(2) たな卸資産 

  仕掛品 

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 ３～15年

器具及び備品３～18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 ３～18年

器具及び備品４～15年
 

(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

おける見込販売数量に

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、当社

が見積もった利用可能

期間(５年)に基づく定

額法を採用しておりま

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

おける見込販売数量に

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、当社

が見積もった利用可能

期間(３～５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

  同左 
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前第１四半期会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

３ 繰延資産の処理方

法 

新株発行費については、

発生時に全額費用として処

理しております。 

(追加情報) 

 平成16年11月８日付けに

て、引受証券会社の引受価

額306,900円、発行価格

330,000円として有償一般

募集により、新株式1,400

株の発行を行いました。 

 本発行に係る引受契約に

おいては、発行価格の総額

と引受価額の総額との差額

32,340千円は引受証券会社

の手取金とし、引受手数料

は支払われないこととされ

ております。よって、引受

証券会社が発行価格で引受

を行い、これを一般投資家

に販売する買取引受契約に

比べ新株発行費と資本金及

び資本準備金の合計額と

が、それぞれ32,340千円少

なく計上され経常利益及び

税引前第１四半期純利益

は、それぞれ同額多く計上

されております。また引受

価額のうち、172,550千円は

資本金に、257,110千円は資

本準備金に組み入れており

ます。 

新株発行費については、

発生時に全額費用として処

理しております。 

新株発行費については、

発生時に全額費用として処

理しております。 

(追加情報) 

 平成16年11月８日付けに

て、引受証券会社の引受価

額306,900円、発行価格

330,000円として有償一般

募集により、新株式1,400

株の発行を行いました。 

 本発行に係る引受契約に

おいては、発行価格の総額

と引受価額の総額との差額

32,340千円は引受証券会社

の手取金とし、引受手数料

は支払われないこととされ

ております。よって、引受

証券会社が発行価格で引受

を行い、これを一般投資家

に販売する買取引受契約に

比べ新株発行費と資本金及

び資本準備金の合計額と

が、それぞれ32,340千円少

なく計上され経常利益及び

税引前当期純利益は、それ

ぞれ同額多く計上されてお

ります。また引受価額のう

ち、172,550千円は資本金

に、257,110千円は資本準備

金に組み入れております。

４ 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。 

貸倒引当金 

同左 

 

貸倒引当金 

同左 

 

５ 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わる方

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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前第１四半期会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

６ 四半期キャッシ

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、要求払預金お

よび取得日から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からな

っております。 

同左 

 

同左 

７ 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 

 消費税等の処理方法 

 税抜方式によっておりま

す。なお、仮払消費税等と

仮受消費税等は相殺し、流

動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

 消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

税抜方式によっておりま

す。 

 
 

 
会計処理の変更 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

― 

 

 当第１四半期会計期間から、「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 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

（四半期貸借対照表） 

投資有価証券（前事業年度末の残高4,000千円）は、前

事業年度まで投資その他の資産「その他」に含めて表示

しておりましたが、資産総額の100分の５超となったた

め、当第１四半期会計期間より区分掲記しております。

― 
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追加情報 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

― 

 

１ 株式の分割 

平成17年11月29日開催の取締役会

において、株式分割による新株式の

発行を行う旨の決議をしておりま

す。なお詳細は（重要な後発事象）

前事業年度の注記に記載のとおりで

あります。 

 

２ 子会社の設立 

 当社は、平成17年11月29日開催の

取締役会において、株式会社永和シ

ステムマネジメントとの共同出資に

より合弁会社を設立することについ

て基本合意することを決議いたしま

した。これについては（重要な後発

事象）前事業年度の注記に記載して

おります。また、詳細について平成

18年２月15日開催の取締役会にて次

のとおり決議いたしました。 

（合弁会社の設立方法） 

平成18年２月22日に永和システム

マネジメントは関連事業を新設分割

することにより会社を設立。平成18

年４月上旬に当社は同社の増資引受

により合弁会社とする。 

（合弁会社の概要） 

商号：株式会社チェンジビジョン 

代表者：代表取締役社長 平鍋健児

所在地：東京都新宿区西新宿2-1-1 

設立年月日：平成18年２月22日 

事業内容：コンピューターソフトウ

ェアの開発並びに販売 

決算期：３月 

資本金：146,500千円 

発行済株式の総数：5,860株 

出資比率：51.2％ 

なお、資本金、発行済株式の総数、

出資比率は当社増資引受後のもので

あります。 

「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日以後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、当事業年度から「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。 

この結果、販売費及び一般管理費

が7,050千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が、7,050

千円減少しております。 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 

前第１四半期会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度末 
(平成17年９月30日) 

１ 当座貸越 

   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１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。 

当座貸越極度額 100,000千円 

借入実行残高 ― 

差引額 100,000千円 
 

１ 当座貸越 

   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１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。 

当座貸越極度額 200,000千円

借入実行残高 ―

差引額 200,000千円
 

１ 当座貸越 

   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１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。 

 

当座貸越極度額 200,000千円

借入実行残高 ―

差引額 200,000千円
 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

28,866千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

46,387千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

42,658千円

※３ 担保資産 

担保に供している資産 
担保権によって 
担保されている 

債務 

種類 

第1四半
期末帳 
簿価額 
(千円) 

担保権
の種類

内容 

第1四半
期末 
残高 
(千円) 

預金(定
期預金) 

50,000 質権 借入金 ― 

 

※３ 担保資産 

担保に供している資産
担保権によって
担保されている

債務 

種類

第1四半
期末帳
簿価額
(千円)

担保権
の種類

内容

第1四半
期末
残高
(千円)

預金(定
期預金)

50,000 質権 借入金 ― 

 

※３ 担保資産 

担保に供している資産 
担保権によって
担保されている

債務 

種類 
期末帳 
簿価額 
(千円) 

担保権 
の種類 

内容
期末
残高
(千円)

預金(定
期預金) 

50,000 質権 借入金 ― 

 
※４ 特別償却準備金は、租税特別

措置法の規定に基づく準備金で

あります。 

※４     同左 ※４     同左 

 
(四半期損益計算書関係) 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 4,246千円

無形固定資産 14,360千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,729千円

無形固定資産 15,358千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 18,037千円

無形固定資産 58,987千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 8,461千円

上場関連費 13,522千円
 

※２    ― 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 8,461千円 

上場関連費 13,957千円 
 

※３ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 5,056千円

本社移転関連費 12,659千円
 

※３    ― ※３ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 5,056千円

本社移転関連費 12,659千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

※ 現金及び現金同等物の第１四半

期末残高と第１四半期貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の第１四半

期末残高と第１四半期貸借対照表に

記載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 

(平成16年12月31日現在) 

現金及び預金勘定 714,119千円 

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△100,000千円 

現金及び現金同等物 614,119千円 
  

(平成17年12月31日現在)

現金及び預金勘定 626,235千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△100,000千円

現金及び現金同等物 526,235千円
  

(平成17年９月30日現在)

現金及び預金勘定 622,171千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△100,000千円

現金及び現金同等物 522,171千円
   

 
 (リース取引関係) 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30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 

（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及び第１

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１四半
期末残高 
相当額 
(千円) 

有形固定 
資産 
(建物) 

5,667 5,100 566 

有形固定 
資産 

(器具及び 
備品) 

91,161 72,535 18,625 

無形固定 
資産 

(ソフト 
ウェア) 

10,101 8,304 1,796 

合計 106,930 85,940 20,989 

 

（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及び第１

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１四半
期末残高
相当額
(千円)

有形固定
資産 

(器具及び
備品) 

64,296 60,728 3,568

無形固定
資産 

(ソフト
ウェア)

5,901 5,704 196

合計 70,197 66,432 3,765

 

（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)

期末残高
相当額
(千円)

有形固定 
資産 

(器具及び 
備品) 

82,377 76,098 6,278

無形固定 
資産 

(ソフト 
ウェア) 

5,901 5,409 491

合計 88,278 81,507 6,770

 

２ 未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

１年以内 18,807千円

１年超 4,170千円

合計 22,978千円
 

２ 未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

１年以内 3,910千円

１年超 260千円

合計 4,170千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 7,073千円

１年超 447千円

合計 7,520千円
 

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 8,212千円

減価償却費相当額 6,910千円

支払利息相当額 428千円
 

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 3,404千円

減価償却費相当額 3,005千円

支払利息相当額 75千円
 

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 22,973千円

減価償却費相当額 20,361千円

支払利息相当額 931千円
 

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 
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前第１四半期会計期間 

至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

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 

(自 平成16年10月１日 

 
 

(有価証券関係) 

前第１四半期会計期間末（平成16年12月31日） 

時価評価されていない主な有価証券 

区分 
第１四半期貸借対照表計上額

(千円) 

その他有価証券 
非上場株式(店頭売買株式を除く) 

79,000

 

当第１四半期会計期間末（平成17年12月31日） 

１ 時価のある有価証券 

区分 取得原価(千円) 
第１四半期貸借対照表計上額 

（千円） 
差額 (千円) 

その他有価証券 
株式 

45,185 63,800 18,614

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 
第１四半期貸借対照表計上額

(千円) 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
関連会社株式 

200,000

(2) その他有価証券 
非上場株式 

76,636

 
前事業年度末（平成17年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

区分 取得原価(千円) 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額 (千円) 

その他有価証券 
株式 

45,185 55,350 10,164

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
関連会社株式 

200,000

(2) その他有価証券 
非上場株式 

76,636
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(デリバティブ取引関係) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

 当社は、デリバティブ取引を利用

しておりませんので、該当事項はあ

りません。 

同左 同左 

 
(持分法損益等) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

関連会社に対する投資の金額 

200,000千円

関連会社に対する投資の金額 

200,000千円

持分法を適用した場合の投資の金額 

173,690千円

持分法を適用した場合の投資の金額 

144,766千円

当社は、関連会社がないため持分

法を適用しておりませんので、該当

事項はありません。 

持分法を適用した場合の投資利益の金額

28,143千円

持分法を適用した場合の投資損失の金額

55,233千円

 
(１株当たり情報) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１株当たり純資産額 199,950.22円

 

１株当たり純資産額 212,656.93円

 

１株当たり純資産額 217,080.74円

 
１株当たり第１四半期
純損失 

6,316.21円

 

１株当たり第１四半期
純損失 

3,139.64円

 

１株当たり当期純利益 10,697.91円

 
 潜在株式調整後１株当たり第１四

半期純利益金額については、ストッ

クオプション制度導入に伴う新株予

約権残高がありますが、１株当たり

第１四半期純損失が計上されている

ため記載しておりません。 

 
同左 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額        10,517.87円

(注)１株当たり当期純利益又は１株当たり第１四半期純損失(△)の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成16年10月１日 

至 平成16年12月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日)

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

当期純利益又は第１四半期純損失（△）(千

円) 
△40,562 △21,977 73,323

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る当期純利益又は第１四半

期純損失（△）(千円) 
△40,562 △21,977 73,323

普通株式の期中平均株式数(株) 6,422 7,000 6,854

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益金額 
 

 第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

 普通株式増加数（株） 

  新株予約権 ―

 

― 117

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１四半期純利益の算定

に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数 659個）

新株予約権１種類 

（新株予約権の数 561個） 

― 
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(重要な後発事象) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

― ― １ 株式の分割 

 平成 17 年 11 月 29 日開催の取締役

会において、株式分割による新株式

の発行を行う旨の決議をしており

ます。当該株式分割の内容は、下記

のとおりであります。 

(1) 平成 18年２月 20日付をもって

平成 17 年 12 月 30 日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載又は記

録された株主の所有株式数を１株

につき４株の割合をもって分割す

る。 

 (2) 分割により増加する株式数 

     普通株式  21,000 株 

 (3) 配当起算日   

平成 17 年 10 月１日

 

前期首に当該株式分割が行われ

たと仮定した場合における（１株当

たり情報）の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資

産額 

45,114.03 円 

１株当たり純資

産額 

54,270.18 円

１株当たり当期

純利益金額 

3,175.48 円 

１株当たり当期

純利益金額 

2,674.47 円

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額につ

いては、希薄化効

果を有している

潜在株式が存在

しないため記載

しておりません。 

潜在株式調整後 

１株当たり当期

純利益金額 

2,629.46 円

 

２ 子会社の設立 

 当社は、平成 17 年 11 月 29 日開

催の取締役会において、株式会社永

和システムマネジメントとの共同

出資により合弁会社を設立するこ

とについて基本合意することを決

議いたしました。 

 (設立の目的) 

両社が有しているソフトウェア

製品事業を統合することにより、製

品開発やマーケティングなどに対
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前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

  する投資を一本化し、より効率的な

事業展開を行う。また、両社のソフ

トウェア開発に関するノウハウを

あわせる事で、製品ラインの拡大や

より競争力の高い事業体制の確立

を図る。 

（合意の内容） 

設立年月日 平成 18 年２月(予定) 

出資比率  50％超（予定） 

その他の詳細は今後両社協議の上、

決定いたします。 

 

３ 新株予約権の発行決議 

 平成 17 年 12 月 22 日開催の第６

回定時株主総会において、商法第

280条ノ 20及び第 280条ノ 21の規

定に基づき、当社の取締役、監査役、

顧問および従業員に対しストック

オプションとして新株予約権を発

行することを決議いたしました。

(1) 新株予約権割当の対象者 

当社の取締役、監査役、顧問および

従業員 

(2) 新株予約権の目的となる株式

の種類および数 

当社普通株式 480 株を上限としま

す。 

なお、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

します。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株未満の端株について

は、これを切り捨てるものとしま

す。 
 

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、当社は必要と認める株式数の調

整を行うものとします。 
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前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

  (3) 新株予約権の総数 

480個（新株予約権１個につき１株。

ただし、(2)に定める株式数の調整

を行った場合は、同様の調整を行

う。）を上限とします。 

(4) 新株予約権の発行価額 

無償で発行するものとします。 

(5) 新株予約権の行使に際して払

込をすべき金額 

各新株予約権の行使に際して払込

をすべき金額は、各新株予約権の行

使により発行または移転する株式

１株当たりの払込金額（以下、「行

使価額」という。）に行使株式数を

乗じた金額とします。 
行使価額は、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

上げ）とします。 
ただし、当該金額が新株予約権を

発行する日の終値（取引が成立しな

い場合はその前日の終値）を下回る

場合は、当該終値とする。 
なお、新株予約権発行後、当社が

株式分割または株式併合を行う場

合、上記行使価額は分割または併合

の比率に応じ次の算式により調整

されるものとし、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げるもの

とします。 
 

１ 調整後行使価額 

＝調整前行使価額× 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

（新株予約権の行使ならびに新株

引受権の行使による場合を除く。）

が行われる場合、上記行使価額は

次の算式により調整されるものと

し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げるものとします。
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前第１四半期会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

   
新規発行株式数×

１株当たり払込金額
既発行 

株式数＋ 
新規発行前の株価

調整後行 

使価額= 

調整前 

行使価額× 

 

既発行株式数＋新規発行によ

る増加株式数 
 

上記算式において、「既発行株式

数」とは当社の発行済株式数から当

社が保有する自己株式数を控除し

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

分する株式数」に、「新規発行前の

株価」を「処分前の株価」にそれぞ

れ読み替えるものとします。 
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、当社は必要と認める行使価額

の調整を行うものとします。 
(6) 新株予約権の行使期間 

平成20年７月１日から平成26年６

月 30 日までとします。 

(7) 新株予約権の行使条件 

① 新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時において、当社

の取締役、監査役、顧問または従

業員の何れかの地位を保有して

いるものとします。 
ただし、当社の従業員の定年ま

たは会社都合による退職など正

当な理由がある場合、退任する当

社の取締役または監査役に正当

な理由がある場合、および顧問契

約解消に正当な理由がある場合

にはこの限りでないものとしま

す。 
② 新株予約権者が死亡した場

合、新株予約権の相続人がその権

利を行使することができるもの

とします。 
③ その他の条件については、取

締役会決議により決定します。 
(8) 新株予約権の譲渡制限 
新株予約権を譲渡するときは取締

役会の承認を要するものとします。 
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