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平成 17 年 12 月期   決算短信（連結） 
平成 18 年２月 24 日 

上場会社名 株式会社デュオシステムズ  上場取引所 東証マザーズ 
コード番号 3742  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.duo.co.jp/）    
代  表  者  役職名 代表取締役社長    氏名 宇田川一則 
問合せ先責任者  役職名  ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ部長 氏名 金成 宏季  ＴＥＬ（03）3591-5108 
決算取締役会開催日 平成18年２月24日     
米国会計基準採用の有無 無     
 
1.平成 17 年 12 月期の連結業績(平成 17 年１月１日～平成 17 年 12 月 31 日) 

 
 (1) 連結経営成績               (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

売上高 営業利益 経常利益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

17 年 12 月期 633 
 

△36.4 △190 
 

        － △218         － 
16 年 12 月期       995       －         77         －        58      － 
 

 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

株主資本 
当期純利益率 

総資本 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

百万円 ％     円 銭     円 銭 

17 年 12 月期 △116 － △8,786 59      － － 
%

  △13.1 
%

  △16.8 
%

 △34.4 

16 年 12 月期    42 －  7,272  43 6,598  07       6.8       6.3     5.9 
 (注) ① 持分法投資損益 17 年 12 月期 △2 百万円       16 年 12 月期 －百万円 
 ② 期中平均株式数(連結) 17 年 12 月期 13,257 株  16 年 12 月期 5,890 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、対前期増減率であります。 
 ⑤ 平成 16 年 12 月期の株主資本当期純利益率及び総資本経常利益率については期末残高により算出しております。 

(2) 連結財政状態                (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 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 
17 年 12 月期 1,675 1,149 68.6 74,254 64 
16 年 12 月期 924 628 68.0 97,088 51 

 
(注) 期末発行済株式数（連結） 17 年 12 月期 15,484 株    16 年 12 月期 6,470 株 

  (3) 連結キャッシュ・フローの状況       (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。   

 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 
17 年 12 月期 △134 △17 892  1,294 
16 年 12 月期 △10 △79 360  553 
 

(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 1 社   持分法適用非連結子会社数 －社   持分法適用関連会社数 1 社 
(5) 連結範囲及び持分法の摘用の異動状況 
  連結（新規） 1 社   （除外） 1 社   持分法（新規） 1 社   （除外） －社 

 
 
2.平成 18 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年１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 190 20 20 
 

 １株当たり予想当期純利益 645 円 83 銭  
    なお、1 株当たり予想当期純利益は、平成 18 年 2 月 17 日付の株式分割による新株発行（15,484 株）

後の期末発行済株式見込数 30,968 株により算出しております。 
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※1. 上記業績予想数値は、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、多分に不安定な要
素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
2. 上記業績予想数値は、決算期の変更により 3 ヶ月決算（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 3 月 31
日）によっております。業績予想に関する事項につきましては、連結添付資料の 7 ページをご参照下
さい。

 
（ご参考）平成 19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 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 

中間期 
通 期 

250 
850 

△60 
100 

△60 
100 

１株当たり予想当期純利益(通期) 3,229 円 14 銭  
   なお、1 株当たり予想当期純利益は、平成 18 年 2 月 17 日付の株式分割による新株発行（15,484 株）

後の期末発行済株式見込数 30,968 株により算出しております。 
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１ 企業集団の状況 
当社の企業集団は、当社、連結子会社 1 社（情報政策研究所株式会社）、持分法適用関連会

社 1 社（株式会社アストラルマネジメントカンパニー）により構成されております。 
当社グループは、顧客である官公庁等や民間企業等に対して、業務および情報システムの総

合的な整理・再構築により組織的な戦略目標の達成を支援する「業務・システム最適化ソリ
ューション」を提供しております。なかでも、公的分野における最適化支援は当社グループ
の優位性の高い領域となっており、情報政策に係る調査、立案、コンサルティングを目的と
して平成 17 年 4 月 15 日に情報政策研究所株式会社を設立いたしました。 
以上を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
 
 

 
 

     

  

   

       

       

    
業務・システム 

最適化ソリューション   

      

      

      

       
 
 

なお、連結子会社であった株式会社ピコラボは、主としてユビキタス関連の技術コンサルテ
ィング業務を行っていましたが、業務・システム最適化業務のウェイトが高まる当社との関
連では、当初想定したような相乗効果が発揮されにくくなったことを踏まえ、平成 17 年 11
月に全株式を売却いたしました。 

 
２ 経営方針 
（ａ）経営の基本方針 
当社は、経営理念「わたくしたちは、世界の平和的繁栄を導くために技術を活用し、豊かな

社会生活を実現する文化を創造します」に基づき、わが国経済社会に対して常に付加価値を
提供できる存在であることを通じて、その対価としての利潤を安定的に獲得し、株主・顧客・
従業員を初めとする関係先へ適切に配慮しつつ、永続的に企業価値を保ち続けることを目指
した経営を行っております。 

 
（ｂ）利益配分に関する基本方針 
当社は、安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、株主への利益還元を経営の重要課題の

一つと認識しております。利益配分につきましては、財務体質の強化と今後の事業展開に備
えた内部留保の充実を図りつつ、業績や景況等を総合的に勘案して、株主への配当を実施す
ることを基本方針としております。当事業年度は、誠に遺憾ながら当期未処理損失 160 百万
円となりましたことから、引き続き無配とさせていただく方針であります。 

 
（ｃ）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 
当社は、当社株式の流動性を高めるとともに、投資家層の拡大を図ることが重要であると認

識しております。この課題に対処すべく、平成 17 年 12 月 31 日を株式分割基準日、平成 18
年 2 月 17 日を分割効力発生日とした１：２の株式分割を実施いたしました。 

 
（ｄ）中長期的な経営戦略 
官公庁等や大手民間企業においては、組織全体の行政施策や事業のあり方を整理して、業務

体系を全面的に再編すると同時に、新たな業務体系と整合する IT 投資管理を行い、各部門が
分散したシステムで管理しているデータを、組織全体が適切な形式で迅速に取り出せる形態
に移行することが求められております。 
当社はこうした需要に対応して、顧客の行政施策・ビジネス戦略や IT 戦略を、情報システ

 

 

 

 

        
業務委託  

（連結財務諸表提出会社） 

株式会社 デュオシステムズ 

情報政策研究所株式会社（情

報政策に係る調査、立案、コンサルテ

ィング）  

顧客 

 

   

  官公庁等 

  民間企業等 
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ムの仕組みに具現化（可視化）し、実施計画に落とし込む作業である「業務・システム最適
化ソリューション」をサービスの中心に位置付け、今までの実績を通じて蓄積したノウハウ
や知名度を背景として、引き続き官公庁等向けおよび民間企業向けに事業を拡大していく予
定であります。 

 
（ｅ）会社の対処すべき課題 
当社の得意事業領域である、公的部門における最適化計画策定支援や現行システム刷新可能

性調査支援、行政評価システムの導入支援など業務・システム最適化サービスの提供と、そ
の実現のための情報化統括責任者（CIO）補佐官業務については、引き続き強化してまいり
ますが、それ以外の事業領域についても拡充していくことが必要と認識しており、社内リソ
ースの一層の充実により収益力を回復させていくことが最も重要な課題と考えております。
この課題に取り組むため、社員のスキルアップを図るとともに、会社全体としてのソリュー
ション提供力の更なる伸長により、売上のボリュームを追求してまいります。また、当社に
おいては、創業以来十分に蓄積された開発力やノウハウを有しており、こうしたリソースを
効率的に活用していくことで、システムに関する企画支援、設計開発を行う IT 企業としての
地位を確立してまいります。 
さらに、コーポレート・ガバナンスの観点からは、内部統制関連法規の導入に対応した体制

構築が課題となっております。内部統制を構築するために業務内容を「可視化」する作業は、
当社が提供する業務・システム最適化サービスの一部分でもあり、そのノウハウを活かしな
がら対応していきたいと考えております。 
これらの施策を通じ、社員が責任を持ち、誠実に、お互いを尊敬できる組織を構築し、顧客

満足度の向上を図るとともに、株主の皆様のご期待に応えられるよう邁進する所存でありま
す。 

 
（ｆ）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 
（1）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、健全で透明性の高い経営を実施し、企業倫理と遵法性を重視することによって長期

的に企業価値の最大化を図ることを、コーポレート･ガバナンスの基本方針に位置付けており
ます。 
（2）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、執行及び監督にかか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 
（会社の機関の内容） 
株主より経営を負託されている取締役会は、代表取締役１名を含む３名で構成されており、

毎月１回開催の定時取締役会と適宜開催される臨時取締役会において、各々の所管業務を背
景とした専門的な意見を踏まえたうえで、全社的な観点からの検討および意思決定を実施し
ております。 
当社は監査役制度を採用しております。監査役は、社内の事情に通じた常勤の監査役と、専

門知識を有する非常勤の監査役との計２名がおり、定時・臨時の取締役会への出席とともに
月１回以上の協議を実施しております。また常勤の監査役は社内の重要会議にも積極的に出
席しており、取締役の職務執行を十分に監視できる体制となっております。なお、第 17 期定
時株主総会において、期中に資本の額が５億円以上となったことにより、商法上の大会社に
なりますので、監査役１名を増員し監査役会を組成いたします。 
また、同様の理由により、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」による会

計監査人の監査適用会社になりますので、同総会において会計監査人を選任する予定になっ
ております。 
（内部統制システムの整備状況） 
内部統制につきましては、職務権限等に関する事項は社内諸規程に基づき整備されており、

稟議制度の運用などにより管理の実効性を図っております。 
監査役監査や、社長の任命下にある内部監査と、会計監査の相互連携については、それぞれ

の監査内容などについて適宜報告を行う体制となっております。 
（リスク管理体制の整備） 
リスク管理体制につきましては、取締役会での全社的なリスクの把握とその対策決定を行う

ことに加え、各部長・部長代理レベルまでをメンバーとする運営会議の場においても、リス
ク管理の観点から案件の精査などを実施しております。 
（弁護士、監査法人の関与） 
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法律上の判断を要する問題を含めてコンプライアンスについては、顧問弁護士等に適時、助
言を受けております。 
また、会計監査については、あずさ監査法人と監査契約を締結しております。当社の会計監

査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであり、その他公認会計士 3 名、会計士補 5 名
が補助者として監査業務に携わっております。 

  指定社員 業務執行社員 宮 直仁 
  指定社員 業務執行社員 佐藤 由紀雄 
継続監査年数については、２名とも７年以内であるため記載を省略しております。 
（役員報酬の内容） 

取締役の年間報酬総額  31 百万円 
監査役の年間報酬総額  12 百万円 

（監査報酬の内容） 
監査契約に基づく監査証明に係る報酬の金額 10 百万円 
（注）上記以外の報酬はありません。 

②会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利
害関係の概要 
社外取締役はおらず、社外監査役は１名であります。社外監査役である末吉愼一は、当社株

式 108 株（17 年 12 月 31 日現在）を保有しております。 
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 
当期におきましては、取締役会を定時、臨時合わせて 28 回開催いたしました。また、個人

情報保護に関する社内管理体制を強化するため、社内規程の整備を行い、ルールに則った個
人情報の取り扱いについて社内に徹底いたしました。 
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業務執行・監視および内部統制の仕組（第17期定時株主総会にて選任後） 
 

 
（ｇ）親会社に関する事項 
該当事項はありません。 
 
 
３ 経営成績及び財政状態 
（ａ）当期の概況   
（1）経営成績 
当連結会計年度におけるわが国経済は、平成 17 年前半に見られた景気の踊り場的状況を脱

却し、緩やかな回復を続けてまいりました。企業部門におきましては、財務体質の改善によ
る設備投資の増加が続く一方、家計部門におきましても、雇用・所得環境の改善に伴って個
人消費は緩やかに拡大しております。 
当社を取巻く環境に関しては、政府の e-Japan 戦略に沿った官公庁の IT 需要は引続き堅調

であり、また、景気回復を背景にした民間部門の IT 投資も、業務効率化以上に経営改革をよ
り指向する形で展開しました。 
このような状況下、当社では引き続き公的部門における業務・システム最適化計画に関する

取組みを強化するとともに、中央省庁をはじめとする公共関連の情報化統括責任者（CIO）
補佐官業務を数多く受託しております。 
公的部門の受注比率が高まり、提供するソリューションが質的に変化する過程では、営業面

でのボリュームを追求しづらく、前期に比較した売上高が大きく減少する結果となってはお
りますが、業務の転換期における現象ととらえています。なお、公的機関の予算執行時期と
売上計上時期を合わせるため、当社決算期を３月に変更いたしております。 
これらの結果、売上高は 663 百万円（前期比 36.4％減）となり、また、戦略的にリソース

を投入してきた大型プロジェクトの契約条件の見直しに伴う費用負担の発生と機会損失等の
要因もあり経常損失は 218 百万円（前期は 58 百万円の利益）、連結子会社ピコラボの株式売
却益を計上した結果、当期純損失は 116 百万円（前期は 42 百万円の利益）となりました。 
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（2）財政状態 
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は税金等調整前当期

純損失や投資有価証券の取得による支出があったものの、株式発行及び社債発行による収入
等の要因により、前連結会計年度末に比べて 741 百万円増加し（前期は 270 百万円の増加）、
当連結会計年度末には 1,294 百万円となりました。 
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであり

ます。 
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度の営業活動の結果支出した資金は 134 百万円となりました。これは主に、

税金等調整前当期純損失 115 百万円及び関係会社株式売却益 102 百万円等があったものの、
売上債権が前連結会計年度末に比べて 69 百万円減少し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） 
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は 17 百万円となりました。これは、

子会社株式の売却に伴う収入108百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出116
百万円、保険積立金の支払による支出 6 百万円及び差入保証金の支払による支出 3 百万円に
よるものであります。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は 892 百万円となりました。これは、

長期借入金の返済による支出 38 百万円があったものの、短期借入金の純増額 40 百万円、長
期借入れによる収入 70 百万円、株式発行による収入 625 百万円及び社債発行による収入 195
百万円によるものであります。 

 
 
（ｂ）次期の見通し（平成 18 年 1 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 
次期連結会計年度の経済見通しにつきましては、景気回復基調に大きな変化はないものと予

想され、政府の e-Japan 戦略に基づく中央省庁や地方自治体の行政電子化の IT 官公需も引き
続き堅調に推移するものと見込まれます。こうした環境にあって、当社は従来の経験と実績
を踏まえ、引き続き、IT ガバナンスの確立と組織の全体最適化を指向する顧客に対する「業
務・システム最適化ソリューション」の提供を強力に推進し、案件受注に注力してまいりま
す。 
また、社内体制に関しても、社内外リソースおよび管理体制の見直しをはかり、収益力の回

復を目指してまいります。 
次期（平成 18 年 3 月期通期）の業績見通しについては、売上高 190 百万円、経常利益 20

百万円、当期純利益 20 百万円を見込んでおります。 
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４ 事業等のリスク 
（１）研究開発・技術革新への対応について 
官公庁等や民間企業などの顧客が IT 関連の新たな技術によって、新機能を実現するための

ソフトウェアの開発や、新サービスを提供するビジネスモデルの検証等を行う際に、当社は
これまでに培ってきた技術力や業務・システム最適化の手法を活かし、業務モデルの定義か
ら実証・検証のためのシステム設計・構築までを支援するサービスの提供を行っております。 
このような技術開発支援サービスは、それ自体として収益を計上する一方、当社の事業全体

の効率化を推進し、技術力の陳腐化を防止するリスク回避手段の一つとなっていると思料し
ておりますが、このような技術開発支援サービスの受注・販売動向いかんによっては、当社
の技術革新への対応が遅れ、競争力の低下を招くとともに、当社の業績に影響を与える可能
性があります。 

 
（２）検収時期の遅延等による業績への影響について 
当社は、検収時期の遅延等によって売上計上時期が計画より遅れることがあります。その場

合には、利益計画を達成できない可能性があります。 
 
（３）人材の確保について 
当社の今後の事業戦略を考えると、IT コンサルティングやプロジェクトマネージメントの

ノウハウを有する人材の確保が重要になりますが、その採用は容易ではありません。当社で
は、社内人事評価システムや社内教育体制の向上のほか、社外研修の充実、ストックオプシ
ョン制度によるインセンティブ体系の充実などで、優秀な人材の確保に努めておりますが、
当社の計画した人材の確保が十分にできない場合、または既存の優秀な人材が社外流出した
場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 
（４）システムダウン等について 
当社が提供するシステム開発等において、当社に責務のある原因で不具合（誤作動・バグ・

納期遅延等）が生じた場合、損害賠償責任の発生や顧客からの当社に対する信頼を喪失する
ことにより、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
また、当社は、コンピュータシステムのバックアップにより災害対策を講じておりますが、

地震や水害等の大規模広域災害、火災等の地域災害、コンピュータ・ウィルス、電力供給の
停止、通信障害、通信事業者に起因するサービスの中断や停止など、現段階では予測不可能
な事由によりシステムダウンが生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性がありま
す。 

 
（５）情報のセキュリティ管理について 
当社はサービス提供の過程において顧客の重要情報を知り得る立場にあります。中でも技術

開発支援サービスでは、最新技術の研究開発を共同して行うため、顧客のビジネス上・技術
上の最重要機密に日常的に接しております。当社では従業員に対し徹底した教育を行い、機
密保持誓約書を提出させるなど機密保持の重要性を認識させており、機密情報の漏洩防止に
努めております。また、外注先企業の従業員についても同様の対策を講じております。 
しかしながら、万一情報漏洩が発生した場合には、顧客からクレームを受け、当該業務に関

する契約が解約され、あるいは損害賠償請求を受ける可能性がないとは言い切れません。こ
うした場合には、当社は業界においても信用を失い、当社の業績に影響を与える可能性があ
ります。 
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５ 連結財務諸表等 
(1)連結貸借対照表                                   

  
前連結会計年度 

（ 平成16年12月31日現在） 
当連結会計年度 

（ 平成17年12月31日現在） 

区分 
注記
番号 

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  553,482  1,294,582 

２．売掛金  168,641  65,675 

３．たな卸資産   54,141  44,191 

４．前払費用  11,791  13,524 

５．未収消費税等  ―  5,977 

６．その他  73  6,735 

流動資産合計  788,130 85.3  1,430,685 85.4

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物  34,604 34,604  

   減価償却累計額 3,014 31,590 7,413 27,191 

(2)工具器具備品 34,850 34,850  

  減価償却累計額 23,523 11,326 27,332 7,517 

有形固定資産合計 

 

42,916 4.6
 
 

34,709 2.1

２．無形固定資産    

(1)ソフトウェア  3,141  1,712 

(2)その他  403 403 

無形固定資産合計  3,545 0.4

 
 
 2,116 0.1

３．投資その他の資産    

 (1)投資有価証券 ※1 ―  115,594 

(2)差入保証金  79,753  79,753 

(3)その他  10,067 12,651 

投資その他の資産
合計 

 89,821 9.7

 
 
 207,999 12.4

固定資産合計  136,283 14.7  244,825 14.6

資産合計  924,414 100.0  1,675,511 100.0
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前連結会計年度 

（平成16年12月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成17年12月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 １．短期借入金  160,000  200,000 

２．１年内返済予定長期
  借入金 

 19,600  23,200 

３．１年内償還予定社債  ―  40,000 

４．未払金  58,519  19,281 

５. 未払費用  23,892  25,512 

６. 未払法人税等  505  4,764 

７. 未払消費税等  6,277  ― 

８. 預り金  12,855  11,357 

９. その他  1,601  637 

流動負債合計  283,251 30.6  324,752 19.4

Ⅱ 固定負債    

 １．社債  ―  160,000 

２．長期借入金  13,000  41,000 

固定負債合計  13,000 1.4  201,000 12.0

負債合計  296,251 32.0  525,752 31.4

(少数株主持分）    

少数株主持分  ― ―  ― ―

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※2 402,955 43.6  726,695 43.4

Ⅱ 資本剰余金  271,105 29.4  585,445 34.9

Ⅲ 利益剰余金  △45,897 △5.0  △162,381 △9.7

資本合計  628,162 68.0  1,149,758 68.6

負債・少数株主持分及
び資本合計 

 924,414 100.0  1,675,511 100.0
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(2)連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年１月 1日 
至  平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１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
（%）

金額（千円） 
百分比
（%）

Ⅰ 売上高  995,619 100.0  633,645 100.0

Ⅱ 売上原価  679,284 68.2  504,278 79.6

売上総利益  316,335 31.8  129,367 20.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 238,525 24.0  319,568 50.4

営業利益又は営業損失
(△) 

 77,809 7.8  △190,200 △30.0

Ⅳ 営業外収益    

１. 受取利息  3 6  

２. 受取手数料  － 149  

３. 保険解約返戻金  7,002 ―  

４. その他  668 7,674 0.8 507 663 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  5,170 3,957  

２．社債利息  ― 611  

 ３．新株発行費  5,108 12,566  

 ４．社債発行費  ― 4,150  

 ５．コミットメントフィー  ― 4,449  

６．上場関連費用  15,496 ―  

７．持分法による投資損失  ― 2,195  

８．その他  1,331 27,107 2.7 740 28,671 4.5

経常利益又は経常損失
(△) 

 58,375 5.9  △218,207 △34.4

Ⅵ 特別利益    

１．関係会社株式売却益  ― ― ― 102,515 102,515 16.1

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※2 7,142 ―  

 ２．本社移転費用  7,892 15,035 1.5 ― ― ―

  税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失(△) 

 43,340 4.4  △115,691 △18.3

法人税、住民税及び事業
税 

 505 785  

法人税等調整額  ― 505 0.1 7 792 0.1

  当期純利益又は当期純損
失(△) 

 42,834 4.3  △116,483 △18.4
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(3)連結剰余金計算書 
 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 区  分 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 59,000 271,105 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

  1. 増資による新株の発行 212,105 212,105 314,340 314,340 

Ⅲ 資本剰余金期末残高 271,105 585,445 

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △88,731 △45,897 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

  1. 当期純利益 42,834 42,834 ― ― 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

  1. 当期純損失 ― ― 116,483 116,483 

Ⅳ 利益剰余金期末残高 △45,897 △162,381 
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書                          

  
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12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    

１．税金等調整前当期純利益 
又は税金等調整前当期純損失(△) 

 43,340 △115,691  

２．減価償却費等  15,612 11,506  

３．受取利息及び受取配当金  △3 △6  

４. 保険解約返戻金  △7,002 ―  

５．支払利息  5,170 4,569  

６. 新株発行費  5,108 12,566 
 
 

７. 社債発行費  ― 4,150  

８．持分法による投資損失  ― 2,195  

９. 固定資産除却損  7,142 ― 
 
 

10．関係会社株式売却益  ― △102,515  

11．売上債権の増減額  △26,129 69,614  

12．たな卸資産の増減額  △16,908 8,017  

13．未払金の減少額  △18,516 △6,282  

14. 未払費用の増減額  △5,125 867  

15.その他  △7,724 △18,321 

小計  △5,035 △129,330 

16．利息及び配当金の受取額  3 6 

 

17．利息の支払額  △4,983 △4,294  

18．法人税等の支払額    △265 △491 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △10,281 △134,110 
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前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日）

区 分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  
 

 

１．有形固定資産の取得による支出  △37,726 △424 

２．無形固定資産の取得による支出  ― △247 

３．投資有価証券の取得による支出  ― △116,060 

４．連結範囲の変更を伴う子会社株式
の売却による収入 

※2 ― 108,217 

５. 差入保証金の回収による収入  32,732 ― 

６．差入保証金の支払による支出  △79,753 △3,136 

７．保険解約による返戻金収入  8,457 ― 

８．保険積立金の支払による支出  △3,562 △6,102 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △79,851 △17,753 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１．短期借入金の純増額  105,000 40,000 

２. 長期借入れによる収入  245,000 70,000 

３．長期借入金の返済による支出  △332,507 △38,400 

４．株式発行による収入  342,951 625,513 

５．社債発行による収入  ― 195,850 

財務活動によるキャッシュ・フロー  360,444 892,963 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  270,311 741,099 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  283,170 553,482 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 553,482 1,294,582 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１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 1社 

  連結子会社名  

   株式会社ピコラボ 

      なお、株式会社ピコラボについては

当連結会計年度において新たに設立し

たため、連結の範囲に含めております。

連結子会社の数 1社 

  連結子会社名  

   情報政策研究所株式会社 

      なお、情報政策研究所株式会社につ

いては当連結会計年度において新たに

設立したため、連結の範囲に含めてお

ります。 

    前連結会計年度において連結子会社

であった株式会社ピコラボについては

当連結会計年度中に全保有株式を売却

したため、連結の範囲から除外するこ

とといたしました。ただし、株式会社

ピコラボの株式売却時までの損益計算

書については連結しております。 

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はありません。 (1) 持分法を適用した関連会社数 1社 

  会社等の各称 

   株式会社アストラルマネジメントカン

パニー 

    なお、株式会社アストラルマネジメ

ントカンパニーについては、当連結会

計年度において新たに株式を取得し、

持分法適用の関連会社となっておりま

す。 

(2) 持分法の適用の手続について特に記載

する必要があると認められる事項  

    持分法適用会社（株式会社アストラ

ルマネジメントカンパニー）の決算日

は連結決算日と異なるため、連結財務

諸表の作成に当たっては、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。 

３ 連結子会社の事業年

度等に関する事項 

 全ての連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と一致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関す

る事項 

 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ) 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によって

おります。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ) 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によってお

ります。 

なお、投資事業組合等への出資につ

いては、事業年度の財務諸表に基づい

て、組合の純資産を当社の出資持分割

合に応じて投資有価証券として計上し

ております。 

 (ロ)デリバティブ 

時価法によっております。 

(ロ)デリバティブ 

――――― 

 (ハ)たな卸資産 

  仕掛品 

   個別法による原価法によっておりま

す。 

(ハ)たな卸資産 

  仕掛品 

同左 



 

－  － 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は、以下のとおり

であります。 

建物    10～18年 

工具器具備品 4～15年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

   同左 

 (ロ)無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェアについて

は見込販売期間(３年以内)における見込

販売収益に基づく償却額と販売可能な残

存販売期間に基づく均等配分額とを比較

しいずれか大きい額を計上する方法、自

社利用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。 

(ロ)無形固定資産 

自社利用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) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒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。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

 (4) 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。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･金利キャップ取引 

ヘッジ対象･･･特定借入金の支払金

利    

(ハ)ヘッジ方針 

金利変動リスクを回避するため、金利

キャップ取引を利用しております。 

(ニ)ヘッジ有効性の評価の方法 

ヘッジ有効性の評価については、原則

として、ヘッジの開始時から有効性の判

定時点までの期間におけるヘッジ対象及

びヘッジ手段の相場変動を基礎としてお

ります。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

 

 

 

――――― 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

 (6) その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

(イ)消費税等の処理方法 

税抜方式によっております。 

(6) その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

(イ)消費税等の処理方法 

同左 

５ 連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左 

６ 連結調整勘定の償却

に関する事項 

 該当事項はありません。 同左 

７ 利益処分項目等の取

扱いに関する事項 

  連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について、連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて作成しております。 

同左 

８ 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か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 



 

－  － 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

 

 
（連結貸借対照表） 

  「投資有価証券」は、前連結会計年度まで、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示しておりま

したが、当連結会計年度において、資産の総額の100

分の１を超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度末の「投資有価証券」は1,730

千円であります。 



 

－  － 
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追加情報 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

 

 
（外形標準課税制度） 

  「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、当連結会計年度

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および資本

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4,100千円増加

し、営業損失、経常損失および税金等調整前当期純

損失がそれぞれ同額増加しております。 



 

－  － 
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注記事項 
(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度末 
（平成16年12月31日現在） 

当連結会計年度末 
（平成17年12月31日現在） 

※1                            

 

※1 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

   投資有価証券（株式）      47,804千円 

※2 当社の発行済株式総数は、普通株式6,470株でありま

す。 

※2 当社の発行済株式総数は、普通株式15,484株であり

ます。 

3 貸出コミットメントライン契約 
   当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的

として取引銀行と貸出コミットメントライン契約を締
結しております。当連結会計年度末における貸出コミ
ットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとお
りであります。 

  
  貸出コミットメントラインの総額  300,000千円 
  借入実行残高           160,000千円 
    差引額            140,000千円 

3 貸出コミットメントライン契約 
当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的と

して取引銀行と貸出コミットメントライン契約を締結
しております。当連結会計年度末における貸出コミット
メントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりで
あります。 

  
  貸出コミットメントラインの総額  600,000千円 
  借入実行残高           100,000千円 
    差引額            500,000千円 

 

 
(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 

    至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 

    至 平成17年12月31日） 

※1  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

     給与手当           69,184千円 

    役員報酬           53,317千円 

    支払報酬           20,307千円 

    支払手数料          25,960千円 

※1  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

     給与手当           99,056千円 

    役員報酬           55,529千円 

    支払報酬           27,763千円 

    支払手数料          32,309千円 

※2  固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

    建物                6,985千円 
      工具器具備品             157千円 

     計                            7,142千円 

※2 

――――― 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 
（自 平成16年１月１日 

    至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 

    至 平成17年12月31日） 

※1  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係       

（平成16年12月31日現在）

現金及び預金勘定        553,482千円 

現金及び現金同等物      553,482千円 

※1  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

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       1,294,582千円 

現金及び現金同等物     1,294,582千円 

※2   

 

――――― 

※2  株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳   

    株式会社ピコラボ 

流動資産 48,516千円

固定資産 3,484  

資産合計 52,000  

流動負債 34,515  

固定負債 －  

負債合計 34,515  

売却収入 120,000  

売却によって減少した 

現金同等物 △11,782  

売却による収入 108,217  
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自  平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成17年１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 

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 ）

期末残高 
相 当 額 
（千円）

工具器具備品 28,312 7,663 20,648

合計 28,312 7,663 20,648

  

 

 
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）

工具器具備品 25,027 9,036 15,990

合計 25,027 9,036 15,990

  
２ 未経過リース料期末残高相当額 ２ 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 4,457千円

１年超 16,407千円

合計 20,864千円
  

 
１年内 4,401千円

１年超 12,005千円

合計 16,407千円
  

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

 
支払リース料 3,942千円

減価償却費相当額 3,658千円

支払利息相当額 386千円
  

 
支払リース料 4,895千円

減価償却費相当額 4,493千円

支払利息相当額 618千円
  

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 

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 

 

 
(有価証券関係) 

 時価評価されていない有価証券の内容 

区分 
前連結会計年度末 

（平成16年12月31日現在） 
当連結会計年度末 

（平成17年12月31日現在） 

 連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券   

  ① 非上場株式 1,730 61,730 

  ② 投資事業組合出資金 ― 6,060 

合計 1,730 67,790 

（2）子会社株式及び関連会社株式   

   関連会社株式 ― 47,804 

合計 ― 47,804 
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(デリバティブ取引関係) 

 前連結会計年度（自 平成 16 年 1 月 1 日 至 平成 16 年 12 月 31 日） 
 １ 取引の状況に関する事項 
  (1) 取引に対する取組方針、取引の内容及び利用目的 
    当社は将来の金利変動による影響を一定の範囲に限定する目的で金利キャップ取引を利用しており投機目的

の取引は行わない方針であります。 
    なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っておりますが、その内容は「連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項」の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおりであります。 
  (2) 取引に係るリスクの内容 
    当社が利用しているデリバティブ取引は市場金利変動のリスクを有しております。 
    なお、当社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い銀行に限定しているため、相手先の契約不履

行のリスクはほとんどないと判断しております。 
(3) 取引に係るリスク管理体制 

当社は、取締役を含む財務スタッフでリスクを管理しており、定期的に取締役会へ報告することでリスク管理

に 
万全を期しております。 

 
２ 取引の時価等に関する事項 

当社グループが行っているデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除い

ております。 

  
 当連結会計年度（自 平成 17 年 1 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行っておりませんので、該当事項はありません。 
 

(退職給付関係) 

前連結会計年度 
（自 平成16年 １月１日 

    至 平成16年 12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年 １月１日 

    至 平成17年 12月31日） 

 該当事項はありません。 同左 
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(税効果会計関係) 

前連結会計年度 
（自 平成16年 １月１日 

  至 平成16年 12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年 １月１日 

  至 平成17年 12月31日） 

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

    (繰延税金資産) 

    税務上の繰越欠損金      16,179千円 

    ソフトウェア評価損否認      333千円 

    その他                 104千円  

    繰延税金資産小計        16,618千円 

    評価性引当額        △16,618千円  

    繰延税金資産合計         －千円 

    

 

 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率           42.1％ 

（調整） 

評価性引当額の減少       △51.7％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目 

            9.1％ 

その他               1.7％  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.2％ 

 

１  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

   （繰延税金資産） 

    税務上の繰越欠損金      55,216千円 

    未払費用            2,442千円 

    未払事業税                     1,668千円 

    一括償却資産否認額        298千円 

    繰延税金資産小計        59,625千円 

    評価性引当額        △59,625千円  

    繰延税金資産合計         －千円 

   （繰延税金負債） 

    貸倒引当金                △7千円 

    繰延税金負債合計          △7千円 

    繰延税金負債の純額         △7千円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異 

税金等調整前当期純損失のため記載しておりま

せん。 

 
 
(セグメント情報) 
事業の種類別セグメント情報 
 前連結会計年度（自 平成 16 年１月１日 至 平成 16 年 12 月 31 日） 
 全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額に占める業務・システム最適化ソリューション事業の割合がい

ずれも 90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
 
当連結会計年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 
全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額に占める業務・システム最適化ソリューション事業の割合がい

ずれも 90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を記載しております。 
 
所在地別セグメント情報 
前連結会計年度（自 平成 16 年１月１日 至 平成 16 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。 
 
当連結会計年度（自 平成 17 年 1 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。 
 
海外売上高 
前連結会計年度（自 平成 16 年１月１日 至 平成 16 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。 
 
当連結会計年度（自 平成 17 年 1 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。 
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(関連当事者との取引) 
 前連結会計年度 
 １ 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の 
名称 

住所

資本金 
又 は 
出資金 
(百万円) 

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合 
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及び
その近親

者 

宇田川 
敏正 

－ － 
税理士
事務所

(被所有)
直接 0.92

－ － 

会計シ
ステム
構築支
援 

  5,060 
 

未払金 
 

     966

（注）1.  取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 
2.  取引条件の決定方針等 

（1）会計システム構築支援業務については、一般の取引条件と同様に決定しております。 
 

当連結会計年度 
 １ 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の 
名称 

住所

資本金 
又 は 
出資金 
(百万円) 

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合 
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及び
その近親

者 

宇田川 
敏正 

－ － 
税理士
事務所

(被所有)
直接 0.77

－ － 

会計シ
ステム
構築支
援 

  5,400 
 

未払金 
 

     472

（注）1.  取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 
2.  取引条件の決定方針等 

（1）会計システム構築支援業務については、一般の取引条件と同様に決定しております。 
 



 

－  － 
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(１株当たり情報) 
前連結会計年度 

（自 平成16年 １月１日 
  至 平成16年 12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年 １月１日 

  至 平成17年 12月31日） 

１株当たり純資産額 97,088.51円

１株当たり当期純利益 7,272.43円
 

１株当たり純資産額 74,254.64円

１株当たり当期純損失 8,786.59円
 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益               6,598.07円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

新株引受権の残高がありますが、１株当たり当期純損失が

計上されているため、記載しておりません。 

 

（株式分割について） 

 当社は、平成17年2月18日付で株式１株につき２株の株式

分割をおこなっております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における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 48,544.25円

１株当たり当期純利益 3,636.21円

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
3,299.03円

 
 
（注）１株当たり当期純利益又は当期純損失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。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年 １月１日 
  至 平成16年 12月31日）

 当連結会計年度 
（自 平成17年 １月１日 
   至 平成17年 12月31日）

 １株当たり当期純利益金額   

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 42,834 △116,483 

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当期純損失（△）
（千円）

42,834 △116,483 

普通株式の期中平均株式数（株） 5,890 13,257 

   

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株） 602 ― 

（うち新株予約権） (602) ― 

 
 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった株式
の概要 

   ― 

新株予約権（旧商法第280条ノ

19第１項の規定に基づく新株

引受権） 

  676株

 



 

－  － 
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(重要な後発事象) 

前連結会計年度 

平成 16 年 12 月 3 日開催の取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。 

  1. 平成 17 年 2 月 18 日付をもって、普通株式 1株につき 2株に分割いたしました。 

   ① 株式分割により増加する株式 

     普通株式     6,470 株 

   ② 分割の方法 

     平成 16 年 12 月 31 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき 

     2 株の割合をもって分割いたしました。 

  2. 配当起算日 

    平成 17 年１月１日 

 当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の 1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 
 

当連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１株当たり純資産額                 48,544.25円 
 
１株当たり当期純利益                 3,636.22円 

  
潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益                      3,299.03円 

 

当連結会計年度 

平成 17 年 12 月 5 日開催の取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。 

  1. 平成 18 年 2 月 17 日付をもって、普通株式 1株につき 2株に分割いたしました。 

   ① 株式分割により増加する株式 

     普通株式     15,484 株 

   ② 分割の方法 

     平成 17 年 12 月 31 日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき 

     2 株の割合をもって分割いたしました。 

  2. 配当起算日 

    平成 18 年１月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の 1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額          24,272.13円 
 
１株当たり当期純利益          1,818.11円 
  
潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益               1,649.52円 
 

１株当たり純資産額          37,127.32円 
 
１株当たり当期純損失          4,393.30円 
  
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
新株引受権の残高がありますが、１株当たり当期純損失
が計上されているため、記載しておりません。 

 



 

－  － 
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【生産、受注及び販売の状況】 
 
（1）生産実績 

前連結会計年度 
(自 平成16年 １月１日  
至 平成16年 12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成17年 １月１日 
至 平成17年 12月31日) 

増減 
事業部門 

金額（千円）  金額（千円） 金額 
（千円） 

増減率

（％） 
業務・システム最適化ソリューション 692,050 467,151  △224,898 △32.5

その他 －  55,328  55,328 － 
合計 692,050 522,480  △169,570 △24.5

（注）１．金額は、当期総製造費用であります。 
   ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
 
（2）受注状況 

前連結会計年度 
(自 平成16年 １月１日  
至 平成16年 12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成17年 １月１日 
至 平成17年 12月31日) 

増減 
事業部門 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

受注高 
（千円） 

受注残高 
（千円） 

業務・システム最適化ソリューション 841,381 229,378 529,786 186,949 △311,594 △42,429

その他 － － 61,430 － 61,430 －

合計 841,381 229,378 591,216 186,949 △250,164 △42,429

（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 

前連結会計年度 
(自 平成16年 １月１日  
至 平成16年 12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成17年 １月１日 
至 平成17年 12月31日) 

増減 
事業部門 

金額（千円）  金額（千円） 金額 
（千円） 

増減率

（％） 
業務・システム最適化ソリューション 995,619 572,215  △423,404 △42.5

その他 － 61,430  61,430 － 
合計 995,619 633,645  △361,973 △36.4

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
２．前連結会計年度及び当連結会計年度の主要な販売先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。 
 

前連結会計年度 
（自 平成16年 １月１日 

    至 平成16年 12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年 １月１日 

    至 平成17年 12月31日） 相手先 
金額（千円） 割合（％） 割合（％） 割合（％） 

デュアキシズ株式会社 － － 64,549 10.2

関西電力株式会社 235,677 23.7 － －

株式会社デジタルガレージ 169,770 17.1 － －

３．前連結会計年度のデュアキシズ株式会社及び当連結会計年度の関西電力株式会社、株式会社デジタルガ 
レージについては、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。 

 


