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平成１８年１月期   個別財務諸表の概要 平成18年3月24日 

会 社 名 株式会社ジャストプランニング      上場取引所       ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号 4287                  本社所在都道府県    東京都 
（ＵＲＬ http://www.justweb.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 牛久 等 
問い合わせ先 責任者役職名 取締役 
        氏    名 佐久間 宏            ＴＥＬ（03）3730－1041     
決算取締役会開催日  平成18年3月24日      中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日  平成―年―月―日     単元株制度採用の有無  無 
 
１．18年1月期の業績(平成17年2月1日～平成18年1月31日) 
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益  

 
18年1月期 
17年1月期 

百万円   ％ 
1,357（23.7） 
1,097（24.2） 

百万円   ％ 
606（40.1） 
432（43.5） 

百万円   ％ 
606 （39.8） 
433 （42.0） 

 

 

 
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 

 
18年1月期 
17年1月期 

百万円   ％ 
359（45.1） 

   247（51.7） 

円  銭 
5,948.22 
4,120.07 

円  銭     
5,648.34       
3,902.68 

％ 
18.4 
22.5 

％ 
23.6 
33.1 

％ 
44.7 
39.5 

(注) 1．期中平均株式数 18年1月期 60,406株 17年1月期 60,091株 

   2．会計処理の方法の変更  無 

   3．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 

(2) 配当状況 

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 配当金総額 配当性向 株主資本 
 

 中 間 期 末 （年 間）  配当率 

 
18年1月期 
17年1月期 

円 銭 
  1,300  00 
  800  00  

円 銭 
  0  00 

 0  00   

円 銭 
1,300 00 
800 00    

百万円 
78 
48 

％ 
21.9 
19.5 

％ 
2.9 
4.0 

(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  
 

18年1月期 
17年1月期 

百万円 
3,714 
1,422 

百万円 
2,703 
1,211 

％ 
  72.8 
  85.2 

円  銭 
44,541.74 
20,100.31 

 

(注) 1. 期末発行済株式数 18年1月期60,692株 17年1月期60,264株 

   2. 期末自己株式数  18年1月期 ― 株  17年1月期 ― 株  

 
２．19年1月期の業績予想(平成18年2月1日～平成19年1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  

 
中間期 
通 期 

百万円 
746 

1,600 

百万円 
341 
745 

百万円 
201 
439 

円  銭 
1,300 00 

円  銭 
1,300 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）7,242円30銭 
 
※ 業績予想につきましては、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上記予想とは異なる結果となる可能性があります。 
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【財務諸表等】 

【財務諸表】 

【貸借対照表】 
 

  
第11期 

(平成17年１月31日) 
第12期 

(平成18年１月31日) 

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   747,936   964,144  

２ 売掛金   187,653   202,453  

３ 有価証券   50,458   50,462  

４ 商品   199    －  

５ 前払費用   5,218   6,603  

６ 繰延税金資産   19,160   13,804  

７ その他   11,134   4,572  

貸倒引当金   △21,019   △8,258  

流動資産合計   1,000,743 70.4  1,233,782 33.2 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物  11,101   16,611   

減価償却累計額  4,295 6,806  5,245 11,366  

(2) 車両運搬具  1,261   1,261   

減価償却累計額  368 892  653 607  

(3) 器具備品  58,213   72,420   

減価償却累計額  34,386 23,827  45,785 26,634  

有形固定資産合計   31,525 2.2  38,609 1.0 

２ 無形固定資産        

(1) ソフトウェア   16,665   12,782  

(2) 電話加入権   398   398  

無形固定資産合計   17,064 1.2  13,181 0.4 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   282,299   2,389,078  

(2) 関係会社株式   ―   19,000  

(3) 出資金   8,000   100  

(4) 長期貸付金   2,385   ―  
(5) 破産債権、再生債権、更生

債権その他これらに準ずる
債権 

  10,806   15,193  

(6) 長期前払費用   2,310   2,962  

(7) 敷金・保証金   10,250   12,090  

(8) 保険積立金   4,178   4,588  

(9) 長期性預金   65,000   ―  

(10) 繰延税金資産   245   ―  

貸倒引当金   △12,399   △14,388  

投資その他の資産合計   373,076 26.2  2,428,625 65.4 

固定資産合計   421,667 29.6  2,480,416 66.8 

資産合計   1,422,410 100.0  3,714,198 100.0 
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第11期 
(平成17年１月31日) 

第12期 
(平成18年１月31日) 

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 買掛金   54,006   19,456  

２ 未払金   7,602   3,948  

３ 未払費用   6,782   8,238  

４ 未払法人税等   120,092   153,560  

５ 未払消費税等   13,876   15,039  

６ 前受金   3,514   3,647  

７ 賞与引当金   1,700   1,400  

８ その他   3,509   3,214  

流動負債合計   211,085 14.8  208,505 5.6 

Ⅱ 固定負債        

１ 繰延税金負債   ―   802,365  

固定負債合計   ―   802,365 21.6 

負債合計   211,085 14.8  1,010,871 27.2 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※1  373,475 26.3  378,369 10.2 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金   232,208   236,102  

資本剰余金合計   232,208 16.3  236,102 6.3 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 当期未処分利益   605,641   916,738  

利益剰余金合計   605,641 42.6  916,738 24.7 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   ―   1,172,117 31.6 

資本合計   1,211,325 85.2  2,703,327 72.8 

負債資本合計   1,422,410 100.0  3,714,198 100.0 
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【損益計算書】 

 

  
第11期 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第12期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１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   1,097,689 100.0  1,357,608 100.0 

Ⅱ 売上原価   455,612 41.5  525,782 38.7 

売上総利益   642,077 58.5  831,825 61.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１       

１ 役員報酬  45,760   48,300   

２ 給料手当  30,420   28,894   

３ 福利厚生費  22,257   21,988   

４ 旅費交通費  15,737   16,291   

５ 通信費  11,921   12,301   

６ 消耗品費  4,308   5,384   

７ 広告宣伝費  10,860   9,755   

８ 交際費  2,779   3,680   

９ 研究開発費  14,460   16,320   

10 減価償却費  3,051   3,509   

11 地代家賃  13,682   16,267   

12 租税公課  1,142   5,908   

13 貸倒引当金繰入額  2,248   5,259   

14 その他  30,481 209,112 19.1 31,367 225,227 16.6 

営業利益   432,964 39.4  606,597 44.7 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  34   56   

２ 受取配当金  6   7   

３ 損害補償金  2,100   ―   

４ 消費税等差額  ―   763   

５ 売掛金過入金精算益  ―   385   

６ その他  314 2,455 0.2 ― 1,212 0.1 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  1,050   ―   

２ 投資有価証券評価損  611 1,662 0.1 1,577 1,577 0.1 

経常利益   433,758 39.5  606,232 44.7 
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第11期 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第12期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 

Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益  1,137 1,137 0.1 ― ―  

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産除却損  501   ―   

２ 投資有価証券評価損  8,999 9,501 0.8 ― ―  

税引前当期純利益   425,394 38.8  606,232 44.7 

法人税、住民税及び 
事業税  185,313   243,096   

法人税等調整額  △7,497 177,816 16.2 3,828 246,924 18.2 

当期純利益   247,577 22.6  359,308 26.5 

前期繰越利益   358,063   557,430  

当期未処分利益   605,641   916,738  
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【キャッシュ・フロー計算書】 

  
第11期 

(自平成16年２月１日至 平成17年１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   

税引前当期純利益  425,394 

減価償却費  19,361 

貸倒引当金の増減額  2,248 

賞与引当金の増減額  400 

受取利息及び受取配当金  △41 

支払利息  1,050 

投資有価証券評価損  8,999 

出資金評価損  611 

固定資産売却益  △1,137 

固定資産除却損  501 

売上債権の増減額  43,960 
破産債権、再生債権、更生債権その他 
これらに準ずる債権の増減額  676 

たな卸資産の増減額  325 

仕入債務の増減額  △49,752 

未払消費税等の増減額  4,177 

その他流動資産の増減額  △893 

その他流動負債の増加額  6,633 

小計  462,517 

利息及び配当金の受取額  15 
利息の支払額  △1,050 

法人税等の支払額  △147,571 

営業活動によるキャッシュ・フロー  313,909 

   
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △18,000 

有形固定資産の取得による支出  △13,150 

有形固定資産の売却による収入  2,094 

無形固定資産の取得による支出  △2,576 

投資有価証券の取得による支出  △146,800 

貸付金の増加による支出  △10,000 

敷金・保証金の預入による支出  △420 

その他  △410 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △189,263 

   

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 

短期借入金の返済による支出  △500,000 

株式の発行による収入  7,333 

配当金の支払額  △29,708 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △22,374 

   
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  102,271 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  696,123 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 798,395 
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【利益処分案】 
 

  
第11期 

株主総会承認日 
(平成17年４月19日) 

第12期 
株主総会承認予定日 
(平成18年４月25日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   605,641  916,738 

Ⅱ 利益処分額      

１ 配当金  48,211 48,211 78,899 78,899 

Ⅲ 次期繰越利益   557,430  837,838 
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重要な会計方針 
 

 
第11期 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第12期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評
価方法 

 
 
 

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 

その他有価証券 
 時価のあるもの 
 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） 
 時価のないもの 

同左 
 

投資事業有限責任組合に関する会計
処理 
組合契約に規定される決算報告書に

応じて入手可能な最近の決算書を基礎
とし、持分相当額を純額で取り込む方法
のよっております。 

 
２ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 
 

商品 
 総平均法による原価法 

商品 
同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 
 定率法 
ただし、建物については、定額法を採

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 
車両運搬具 6年 
器具備品  3-10年 

(1) 有形固定資産 
 同左 

 
 

(2) 無形固定資産 
 自社利用に用いるソフトウエアは、社
内における見込利用可能期間(3-5年)に
基づく定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 
同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 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。 
 
(2) 賞与引当金 
 従業員の賞与支給に備えて、賞与支給
見込額の当会計期間負担額を計上して
おります。 

(1) 貸倒引当金 
同左 
 
 
 
 
 

(2) 賞与引当金 
同左 

５ キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資
金の範囲(現金及び現金同等物)は、手元
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
短期的な投資からなっております。 

 
― 

６ その他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 
 消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式によっております。 
(2) 投資事業組合への出資金の会計処

理 

(1) 消費税等の会計処理 
同左 
 

（2） 
― 
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 組合契約に規定される決算報告書に
応じて入手可能な最近の決算書を基礎
とし、持分相当額を純額で取り込む方法
によっております。 

 

 

追加情報 

 

第11期 
(自 平成16年2月1日 
至 平成17年1月31日) 

第12期 
(自 平成17年2月1日 
至 平成18年1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4,826千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益が、4,826千円減少しております。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

第11期 
(平成17年１月31日) 

第12期 
(平成18年１月31日) 

※１ 授権株式数及び発行済株式数 
授権株式数  普通株式 72,000株
発行済株式数 普通株式 60,264株

 
 ２  
           ― 

 
 
 

※１ 授権株式数及び発行済株式数 
授権株式数  普通株式 72,000株
発行済株式数 普通株式 60,692株

 
 ２ 配当制限 
  商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価 

 を付したことにより、増加した純資産額は1,172,117
千円であります。 

 

 
(損益計算書関係) 

 
第11期 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第12期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

※１ 研究開発費の総額 
 一般管理費に含まれる研究開発費 14,460千円 

 

※１ 研究開発費の総額 
 一般管理費に含まれる研究開発費 16,320千円 

 
 
 
 
 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

第11期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の

金額との関係 
(平成17年１月31日) 

現金及び預金勘定 747,936千円

有価証券勘定 50,458千円

現金及び現金同等物 798,395千円
 

 
(リース取引関係) 

第11期(自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日) 

当社は、リース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。 

第12期(自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日) 

当社は、リース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。 

 

(有価証券関係) 

第11期（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日） 

   １ その他有価証券で時価のあるもの 
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      該当事項はありません。 

 

 

第12期（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

   １ 子会社株式及び関連会社で時価のあるもの 

      該当事項はありません。 

 

  

(デリバティブ取引関係) 

第11期(自 平成16年２月１日 至 平成17年１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。 

 
第12期(自 平成17年２月１日 至 平成18年１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。 

 

(退職給付関係) 

第11期(自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日) 

該当事項はありません。 

 
第12期(自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日) 

該当事項はありません。 

 

 

(税効果会計関係) 

第11期 
(平成17年１月31日) 

第12期 
(平成18年１月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
  

繰延税金資産 (流動)  
 未払事業税 10,700千円 
 貸倒引当金繰入限度超過額 6,337 

 その他 2,123 

    合計 19,160 

繰延税金資産 (固定)  
 投資有価証券評価損 245 

    合計 245 
  

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 (流動)  
 未払事業税 10,714千円 

 貸倒引当金繰入限度超過額 1,055 
 その他 2,035 

    合計 13,804 

繰延税金資産 (固定)  
 貸倒引当金繰入限度超過額 882 

その他 891 

繰延税金負債（固定）との相殺 △1,773 

    合計 ― 

繰延税金負債 (固定)  
 その他投資有価証券評価差額金 △804,138 
繰延税金資産（固定）との相殺 1,773 

 △802,365 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
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法定実効税率 40.7％

(調整) 
交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

0.3 

その他 0.8 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.8 

  
  

  
法定実効税率 40.7％

(調整) 
交際費等永久に損金に算入されない 
項目 

0.2 

その他 △0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.7 
  

  

 

(持分法損益等) 

第11期(自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日) 

該当事項はありません。 

 
第12期(自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日) 

該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

第11期(自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日) 

該当事項はありません。 

 

第12期(自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日) 

該当事項はありません。 

 

 (１株当たり情報) 
 

項目 
第11期 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第12期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１株当たり純資産額 20,100円31銭 44,541円74銭 

１株当たり当期純利益 4,120円07銭 5,948円22銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 
3,902円68銭 

 
当社は、平成16年9月17日付で普通株
式1株を3株に分割いたしました。 
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）の各数値は以下のとおりであり
ます。 
 
１株当たり純資産額 16,440円23銭 
１株当たり当期純利益  

2,765円38銭 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

    2,582円66銭 
 
 
 

5,648円34銭 
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(注) 平成16年9月17日付で当社株式1株を3株に分割いたしました。第11期の期中平均株式数は期首に株式分割が
行われたものとして算出しております。1株当たり当期純利益は、期中平均株式数によっております。 

(注) 1株当たり当期純利益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 

 

項目 
第11期 

(自 平成16年２月１日 
 至 平成17年1月31日) 

第12期 
(自 平成17年２月１日 
 至 平成18年1月31日) 

損益計算書上の当期純利益（千円） 247,577 359,308 

普通株式に係る当期純利益（千円） 247,577 359,308 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式の期中平均株式数（株） 60,091 60,406 

当期純利益調整額（千円） ― ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳 
新株予約権 

 

3,174 

 

3,207 

普通株式増加数（株） 3,174 3,207 

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まれなかった潜在株式の概要 

 
― 

              
― 

 

 
(重要な後発事象)  

 

第11期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第12期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

当社は、平成 17 年 2 月 14 日開催の当社取締役会におい
て、株式譲受および第三者割当増資引受により株式会社
サクセスウェイを子会社化することを決定いたしまし
た。 
 
1.取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式 
の状況 

(1) 異動前の所有株式数   0 株（所有割合  0%） 
(2) 取得株式数 380 株（取得価額 19 百万円） 
(3) 移動後の所有株式数 380 株（所有割合 63.3%） 

 
2.異動する子会社（サクセスウェイ）の概要 

(1) 商号 株式会社サクセスウェイ 
(2) 代表者 代表取締役社長 山本敏幸 
(3) 所在地 東京都千代田区九段北一丁目 7番 12 号 
(4) 設立年月日 平成 16 年 1 月 15 日 
(5) 主な事業の内容 
(6) 食品流通受託業務、外食チェーン企業本部代行業

務、マーチャンダイズ、コンサルティング業務 
(7) 決算期  1 月末 
(8) 従業員数  7 名 
(9) 主な事業所 営業本部 
(10)東京都東大和市上北台三丁目 861-1 
(11)資本の額 2,000 万円（平成 17 年 1 月 31 日現在）
(12)発行済株式総数 400 株 

 

当社は、平成 18 年 1 月 26 日開催の当社取締役会決議に
基づき、株式会社グリッドコーポレーションを子会社と
して設立いたしました。 

 
1.設立する子会社の概要 
（1）商号  株式会社グリッドコーポレーション 
（2）代表者 代表取締役社長 佐竹弘 
（3）所在地 東京都大田区西蒲田七丁目35番1号 
（4）設立年月日 平成18年2月2日 
（5）主な事業の内容  

コンピュータ及びその周辺機器、コンピュータソフ
トウェアの販売 
情報処理技術・経営に関するコンサルティング業務 
各種イベントの企画及び運営等 

（6）決算期 1月末 
（7）資本の額 16百万円 
（8）発行する株式総数 1,200株 
（9）設立時の発行済株式総数 320株 
（10）取得株式数・出資比率 当社 200株 62.5% 
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（生産、受注及び販売の状況） 

(1) 生産実績 

当事業年度における生産実績を事業部門別に示すと、以下の通りであります。 
 

事業部門 
第12期事業年度 

(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

前期比(％) 

システムソリューション事業 (千円) 436,764 +11.2 

ASP事業 (千円) 920,844 +30.6 

合計 (千円) 1,357,608 +23.7 

(注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 
(2) 受注実績 

当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、以下の通りであります。 
 

第12期事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 事業部門 

受注高 前期比(％) 受注残高 前期比(％) 

システムソリューション事業 (千円) 26,400 4,264.9 ― ― 

合計 (千円) 26,400 4,264.9 ― ― 

(注) １ 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 
２ システムソリューション事業におけるソフトウエア受託開発の受注状況を記載しております。 

 
(3) 販売実績 

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、以下の通りであります。 
 

事業部門 
第12期事業年度 

(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

前期比(％) 

システムソリューション事業 (千円) 436,764 +11.2 

ASP事業 (千円) 920,844 +30.6 

合計 (千円) 1,357,608 +23.7 
 
 
 

（役員の異動） 

   該当事項はありません。 
 
 


