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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３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 ％

18年３月期 2,031 (－) 199 (－) 196 (－)

17年３月期 － (－) － (－) － (－)

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 ％ ％ ％

18年３月期 91 (－) 6,270 36 5,894 00 8.3 9.0 9.7

17年３月期 － (－) －  －  － － －

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年３月期 14,580株 17年３月期 －株

③会計処理の方法の変更 無

④平成17年３月期につきましては連結財務諸表を作成していないため、記載を省略しております。

(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

18年３月期 3,100 1,155 37.3 77,313 30

17年３月期 － － － －  

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 14,948株 17年３月期 －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

18年３月期 △67 △676 1,157 1,051

17年３月期 － － － －

(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 ２社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ２社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．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 1,000 50 1

通　期 2,700 300 97

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6,512円24銭

※　上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の4ページを参照して下さい。

－ 1 －



１．企業集団の状況

当社グループは、当社（ネクステック株式会社）及び子会社2社によって構成されており、製造業を営む顧客を専門にグラ

ンドデザインからデータマネジメント、情報（IT）システム構築（開発・導入・運用）まで一貫した製造業特化型ソリュー

ションサービス、教育コンテンツの構築・導入及びソフトウェアの開発・販売を主たる業務としております。

当社グループの事業系統図は以下のとおりです。

 
顧   客 

販売代理店 

当  社 

㈱フォー・リンク・システムズ ネクステックシステムズ㈱ アライアンスパートナー 

ソフトウェア販売 

情報システム構築 グランドデザインサービス  

データマネジメントサービス  

情報システム構築 

ソフトウェア開発・販売 

その他 

教育コンテンツ販売 

ソフトウェア開発・販売 ソフトウェア研究開発  

情報システム構築 

ソフトウェア開発・販売 

教育コンテンツ販売 

ソフトウェア開発・販売 

ソフトウェア販売 
教育コンテンツ販売 

ソフトウェア開発・販売 

 

２．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

　当社グループは、製造業向けソリューションに軸足を置き、製造業の成長発展を促進するプロフェッショナル集団とし

て最良のブレインと目されるようになることを目指しております。そのためにも、より付加価値の高いソリューションの

研究開発を継続的におこない、実践を通じて実現することで、プロフェッショナルとして成長し続けてまいります。

特に、PLM分野においてはリーディングカンパニーとしての地位を構築・維持し、当社グループの成長が製造業の成長に繋

がり、ひいては日本の発展に寄与するとの信念のもと、事業を推進していく所存であります。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主への利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、創業間もないこともあり、今後の事業展開の拡大

に備えた内部留保の充実に努める目的から、利益配当は実施しておりません。

今後は、財務体質を強化しつつも、経営成績及び財政状態を勘案しながら、利益成長に見合った配当を積極的に検討して

いく方針であります。

 なお、会社法施行に伴う当社の配当に関する定款の定めにつきましては、特段の変更を予定しておりません。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場における適正株価形成のためには、投資家層の拡大と株式の十分な流動性が必要であると考えており

ます。

　従いまして、今後は当社グループの業績、株価の推移、株主数及び費用対効果等を総合的に勘案し、決定する方針であ

ります。

(4) 目標とする経営指標

　当社グループが目標とする経営指標は、「売上高総利益率」「１株当たり当期純利益」となっております。成長の源泉

となる付加価値の高い事業を継続的におこなうため、高い「売上高総利益率」を維持し、株主価値の向上のため、「１株

当たり当期純利益」の継続的成長を目指しております。
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(5) 中長期的な会社の経営戦略

　現在、国内大手組立系製造業を顧客対象とし、PLM分野に重点を置いたソリューションの提供を行っております。中長期

的には、PLM分野でのリーディングカンパニーとしての地位を固めつつ、製造業を取り巻く様々なソリューション領域をカ

バーする企業グループを形成し、中堅・中小や海外の組立系製造業、そして組立系以外の大手製造業に顧客対象を拡大し

ていきたいと考えております。

　そのためにも、顧客ニーズの高い製造業向けソリューションを開発する企業等のシナジー効果が高い企業との業務・資

本提携を積極的に取り組んでいく方針であります。

また、製造業や製造業向けソリューション開発企業の事業再生、IPO支援にも取り組んでいく方針であります。

(6) 会社の対処すべき課題

　今後の国内経済は、引き続き調整局面が予想されます。当社グループの顧客対象である製造業におきましては、ＩＴ投

資が引き続き拡大傾向にあり、「コスト競争力強化」「収益性の向上」「製品市場投入の迅速化」といった昨今の製造業

界が抱える課題を解決するためのＰＬＭに対する投資意欲が高まりつつあります。

　このような環境下で、当社グループの更なる成長を実現するため、以下の事項を課題として認識し、対応してまいります。

①優秀な人材の確保と育成

　当社グループのプロフェッショナルサービスにとって重要な経営資源は優秀な人材であります。今後、優秀な人材の採

用を積極的に進めるため、採用体制を更に強化するとともに、教育制度の拡充によって従業員の能力向上を図ってまいり

ます。また、当社グループとのシナジー効果が見込まれる企業に対するＭ＆Ａ等を行うことで人材の確保も進めていきた

いと考えております。

②内部管理体制の強化とコーポレート・ガバナンスの充実

　当社グループにおきましては、今後、より一層の事業拡大を見込んでおります。そのため今後当社グループの事業拡大

に応じた内部管理体制の強化を図るとともにコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

③プロジェクト品質の向上

　当社グループの受注案件数は、年々拡大傾向にあり、プロジェクト品質管理の必要性がこれまで以上に高まってきてお

ります。今後、当社グループがこれまで蓄積してきたノウハウをテンプレート群として整備し、それに基づいた教育を行

うとともに、品質管理チェック体制を強化することにより、プロジェクト品質の向上を図ってまいります。

④研究開発の強化

　高品質の製品開発、更なるコスト競争力強化、短納期対応等、市場のニーズが多様化する環境下において、ＰＬＭのニー

ズはますます高まっております。このような状況の中、ＥＵにおきましては、環境規制（WEEE&RoHS指令）により平成18年

７月以降、鉛や亜鉛などの有害物質を含む製品を販売できなくなるなど、製造業各社は環境問題への対応を迫られており

ます。また、外国為替が日本の製造業の収支に与える影響は大きく、それに伴う部品別のコスト管理への対応が急務となっ

ております。当社グループにおきましては、このような状況をビジネスチャンスと捉え、研究開発を目的としたチームを

編成し、これまで培ってきた製品情報管理を軸とするＰＬＭのノウハウに基づいて、環境問題対応及びコストマネジメン

ト対応のソリューションの開発を進めてまいります。

⑤知的財産権管理の強化

　当社グループの競争力の源泉となるソリューションモデルや技術等の知的財産権を保護し、競合他社との差別化を図る

ため、知的財産権管理の強化を図ってまいります。

(7) 親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(8) その他、会社の経営上の重要な事項

　当社グループの関連当事者との取引に関する基本的な考え方としましては、当社グループの業務上の必要性に応じ、他

の取引先と同等の条件により取引を行います。
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３．経営成績及び財政状態

１.経営成績

　当連結会計年度における、当社グループの対象顧客である大手組立系製造業におきましては、原油・原材料価格の高騰

や環境物質規制への対応、ものづくりの国内回帰などグローバルな環境変化がおこっております。

　そのため、特に昨今の大手製造業の課題である「コスト競争力強化」「収益性の向上」「製品市場投入の迅速化」「企

業統合に伴う部品表の統合」の解決手法であるプロダクト・ライフサイクル・マネジメント（以下、「ＰＬＭ」という。）

のニーズが高まっており、引き続き当社グループが展開するＰＬＭソリューションに注目が集まりました。

　このような状況の中、当社グループにおきましては、引き続き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）」の開発に力を入れました。また、今後の業容拡大に向けたＰＬＭ需要の取り込みを積極的に行っ

た結果、当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高2,031百万円、営業利益199百万円、経常利益196百万円、純利

益91百万円となりました。なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、対前年同期比は記載しておりま

せん。

  ①売上高

売上高は、2,031,159千円となりました。これは、既存顧客を中心に旺盛な需要に応えたことによるものであり

ます。また、昨年12月に子会社化した株式会社フォー・リンク・システムズが収益の増加に寄与しました。

　②売上原価、売上総利益

　　売上総利益は、906,566千円となり、売上高総利益率は44.6％となりました。

　　予定採用数未達による人材の不足を外注化で補ったこと等により、見込み以上の原価が発生しました。

　③販売費及び一般管理費、営業利益

販売費及び一般管理費は、707,479千円となり、売上高に対する割合は34.8%となりました。

これは、採用活動の強化による採用関連費用の増加、株式会社フォー・リンク・システムズの子会社化等のM＆A関連

費用の発生によるものです。

この結果、営業利益は199,087千円となっております。

　④営業外損益、経常利益

　　助成金収入等の営業外収益が3,848千円、借入金利息等の営業外費用が5,995千円となりました。

　　この結果、経常利益は196,941千円となっております。

　⑤特別損益、税金等調整前当期純利益

　　子会社における受託業務解約損32,864千円の発生などにより、特別損失が40,783千円となりました。

　　この結果、税金等調整前当期純利益は156,157千円となっております。

  ⑥法人税等、少数株主損失、当期純利益

　　税効果会計適用後の法人税等は71,158千円となりました。また子会社分の少数株主損失が6,422千円発生しました。

　　この結果、当期純利益は91,421千円となっております。　 
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（次期の見通し）

　次期におきましても、当社グループを取り巻く市場環境は、旺盛なＰＬＭ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。当社グループにおきましては、今後の更なる業容拡大に向けて成長を加速化すべ

く、サービス供給力の向上、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。

　以上により、平成19年３月期の連結業績予想及び単体業績予想は、以下のとおりに見込んでおります。

 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 1,000 50 1

通期 2,700 300 97

 平成19年３月期の単体業績予想（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 750 50 29

通期 2,100 400 232
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 ２.財政状態

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、業績の拡大に伴う売掛債権の増

加による支出、各種パッケージソフトウェア・ツール等の開発に注力した事による無形固定資産の増加による支出に加え、

事業規模の拡大に伴う事務所の拡張・移転に関する支出や連結子会社２社の獲得による支出があったものの、長期・短期

の借入金による資金調達を行った結果、当連結会計年度末には1,051,676千円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは67,185千円となりました。これは税金等調整前当期純利益156,157千円に

加え仕入債務の増加87,155千円、減価償却費84,667千円等があったものの、売上債権の増加による支出337,596千円、法人

税等の支払いによる支出107,722千円等があったこと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)

　投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは676,197千円となりました。これは、主にＰＬＭパッケージソフトウェア

「SpeedPLMWare.」の開発に伴う無形固定資産の取得による支出420,691千円、事務所の拡張・移転等に伴う有形固定資産

の取得による支出79,440千円及び敷金・保証金の支出76,289千円、連結子会社の獲得による支出72,810千円等によるもの

であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果得られたキャッシュ・フローは1,157,104千円となりました。これは、資金調達の結果長期借入金700,000

千円、短期借入金500,000千円が増加した事等によるものであります。

キャッシュ・フロー指標

 〈連結財務諸表ベース〉

平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） － － － － 37.3

時価ベースの株主資本比率

（％）
－ － － － 501.3

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － －

〈個別財務諸表ベース(参考)〉

平成14年３月期 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 19.0 41.3 87.5 81.0 42.6

時価ベースの株主資本比率

(％）
－ － － 1,388.3 560.3

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － －

(注)１．各指標は、以下の計算式により算出しております。

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．当社は、平成18年３月期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。

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

４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。

５．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

６．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスの場合は記載

しておりません。
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３.事業等のリスク

　以下において当社グループの事業展開上のリスク要因となりうる事項を記載しております。

　また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断において重要であると考えられる事項

については、積極的に開示しております。なお当社グループは、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の

回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記

載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えられます。

　また、以下の記載は当社グループの事業又は本株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんので、

ご注意下さい。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したもの

であります。

①事業の環境について

　当社グループは製造業を営む顧客を専門にＰＬＭに関するソリューションサービスを中心に提供する製造業特化型ソ

リューションサービス企業であります。当社グループが提供する、ＰＬＭに重点を置いたソリューションはまだ若い理論

体系であり、日本国内ではようやく大手ベンダー各社の設立したＰＬＭ事業部ないし子会社がソリューションサービスを

提供し始めた段階であると認識しております。ＰＬＭについては、先行する米国においてはその成長が大いに期待されて

おり、また世界市場でも力強い成長が予想されておりますが、今後順調な市場の拡大が見られない場合には当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社グループは常に顧客の課題解決に向けた手法を研究し、サービスの高付加価値化及び差別化を図っておりま

すが、ＰＬＭに代わり新しい課題解決手法が開発され、当社グループが提供するソリューションの優位性もしくは有用性

が失われた場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

②事業の内容について

a. 最近の経営成績について

当社の個別の最近５事業年度の経営の概況を参考までに掲げると以下のとおりであります。

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

 売上高  （千円） 209,031 541,896 604,250 1,084,891 1,724,484

 経常利益  （千円） 21,994 110,229 77,324 239,957 197,586

 当期純利益  （千円） 13,534 60,823 39,117 144,093 118,848

 総資産額  （千円） 121,839 205,385 586,404 1,298,982 2,774,591

 純資産額  （千円） 23,162 84,789 513,103 1,052,797 1,183,105

(注）１．当社グループは第５期までは連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の

推移については記載しておりません。

２．第１期の売上高には消費税等が含まれておりますが、第２期以降の売上高には含まれておりません。

３．第３期から第５期の財務諸表に関しては、証券取引法第193条の２の規定に基づき三優監査法人の監査を受けて

おりますが、第１期及び第２期の財務諸表につきましては監査を受けておりません。

b. 業歴が浅いことについて

当社グループは業歴が浅いことから、過年度の経営成績だけでは今後の当社グループの業績を予測する材料として不十

分な面があると考えられます。特に、新たに連結対象子会社となった会社に関しては、大幅な経営環境の変化により今

後の業績の予測が難しい状況であります。今後業績予測から実勢が大きく乖離した場合、当社グループの経営方針及び

事業計画等の変更を余儀なくされる可能性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

c. 少数かつ大口取引先への依存について

当社グループでは、少数の取引先に対する売上が売上高の過半を占めております。より多くの顧客からの引合いに応じ

るため、人員の増強によって取引先数を増加させ、またサービスの一部を当社グループの開発・販売するパッケージソ

フトウェア等に代替させる事により、取引先あたりの人員数の減少と新たな市場の開拓を図る方針でありますが、現状

では一取引先との間で契約内容の追加変更や契約の解除が行われた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。

d. 市場販売目的のソフトウェアについて

当社グループでは、ＰＬＭパッケージソフトウェア「SpeedPLMWare.」、３D-CAD教育ツール「tremas.com」等を開発・
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販売しております。当該ソフトウェア等については、将来の受注販売見込みを合理的に見積もった上で計上しておりま

すが、市場状況の急激な変化等により必ずしも将来の収益獲得に結びつかない可能性があります。

e. 契約締結について

当社グループは、業界の慣行から内示書等によってプロジェクトを開始し、その後正式な契約を締結する場合がありま

す。しかしながら、最終的に当初の内示書等から契約内容が変更された場合には、最適な人的資源の配分を行えない可

能性があり、その結果、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

f. プロジェクト管理について

当社グループは、顧客の満足度を左右し、当社グループのブランドイメージ及び信用力に大きな影響を与える「プロ

ジェクト品質」を最重要の経営指標とし、「品質管理プログラム」を運用しております。これによりプロジェクトの品

質を維持し、かつ、適正な収益を確保する仕組みを構築しております。しかしながら偶発的なトラブルやその他予見不

可能な事態の発生等によるリスクを完全にゼロはできないことから、結果的に「品質管理プログラム」が機能せず、プ

ロジェクトの品質が低下し採算が悪化する可能性があります。

g. 売上計上時期について

当社グループの請負契約に係る売上計上基準には原則として検収基準を採用しております。従って顧客の都合や当社グ

ループの納期遅延等により、契約上予定されていた期間内に顧客による検収を受けることができなかった場合、売上計

上時期にずれが生じ、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

h. 海外における事業展開について

当社グループは当連結会計年度、売上高全体に占める割合は低いものの初の海外売上を獲得いたしました。今後アジア

地域を中心に海外での事業展開を計画しており、将来順調にその規模が拡大していった場合、現地での政治的・社会的

混乱、税制や規制等の制度の変更、為替相場の大幅な変動及びその他事情の変化等があった場合には、当社グループの

業績等に影響を及ぼす可能性があります。

③当社グループの事業体制について

a. 小規模組織であることについて

当社グループは平成18年３月31日現在、役員14名（監査役及び社外取締役含む）、従業員88名と未だ規模が小さく、内

部管理体制もこのような規模に応じたものになっております。当社グループでは事業拡大に応じて、適切な人員の増強、

より充実した社内システムの構築、内部管理体制の充実を図っておりますが、今後これらに対し適切かつ充分な組織的

対応ができなかった場合には、組織的効率が低下し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

b. 人材の確保と育成について

当社グループにおいてプロフェッショナルサービスに直接携わるスタッフは、コンサルティングファーム、メーカー及

びＳＩ会社等出身のエキスパートによって構成され、当社グループの事業遂行上必要不可欠な経営資源であります。当

社グループは積極的かつ継続的な採用活動及び各種教育プログラムに基づく人材育成を行いスタッフの量的・質的拡充

に努めておりますが、計画どおりに採用が行われなかった場合や想定どおりに人材を育成できなかった場合、当社グ

ループの事業拡大及び将来性に影響を与える可能性があります。

c. 特定の人物への依存度について

ネクステック株式会社代表取締役社長山田太郎は、当社グループの経営の最高責任者であり、著作活動やセミナー・外

部講演への出演、早稲田大学における非常勤講師としての活動等を通じて当社グループの知名度を高め、営業活動に多

大な影響を与えてまいりました。現在、業務分掌や職務権限の委譲が進んだ事で山田太郎への依存度は低下しつつあり

ますが、今後何らかの理由により山田太郎が当社グループの業務を継続する事が困難になった場合、当社グループの経

営成績に影響を与える可能性があります。

d. 情報管理について

当社グループの事業においては、顧客に関わるデータを取り扱うことがあり、その中には顧客の機密情報や個人情報が

含まれる場合があります。当社グループでは保有する顧客情報について厳格な管理を行っており、過去に顧客データの

漏洩が起きた事実は認識しておりません。また、これらに起因するクレームや損害賠償請求を受けた事実もありません。

しかしながら、今後顧客情報管理における何らかの問題が生じた場合、損害賠償責任の発生や当社グループに対する信

頼の低下等により、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

e. Ｍ＆Ａ等の投資について

当社グループは、持続的な成長を実現するために、シナジー効果の高い企業との資本提携やＭ＆Ａ等を積極的に行って
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いく方針であります。投資先については財政状態や経営成績、事業リスクなどを慎重に検討し、総合的な判断のもとに

的確な決定を行うよう努めておりますが、投資先の財政状態や経営成績の悪化等により有価証券に評価損が発生した場

合、あるいは子会社化した会社の業績不振等が発生した場合には、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

f. システムトラブル等の不具合について

当社グループが提供するシステムにおいて、当社グループの責めに帰すべき事由による不具合（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の当社グループに対する信頼を喪失することにより、当社グループの

経営成績に影響を与える可能性があります。

また、当社グループは、社内のコンピュータシステムに関して、バックアップにより災害対策を講じておりますが、地

震や火災等の災害、コンピュータ・ウイルス、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トラブルが生じた場合、当社グループの経営成績に影響を与える

可能性があります。

g. 競合について

当社グループは、ＰＬＭに重点を置いた事業を展開しております。このＰＬＭの実現においては、全社的な改革力、製

造業に対する深い知識、システム化のための技術力が問われるため、市場への新規参入は比較的難しいと考えられ、現

時点において当社グループと直接競合する企業は少ないものと認識しております。しかしながら、ＰＬＭは製造業界に

おいて高い注目を集める課題解決手法であるため、大手企業等の参入による競争激化やそれに伴う価格競争が発生した

場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

h. 知的財産権について

当社グループは、現時点において、当社グループの事業活動に影響を及ぼすような特許権、商標権その他知的財産権が

取得されているという事実は確認しておりません。また、第三者から知的財産権に関する警告を受けたり、侵害訴訟等

を提起されたことはありません。しかしながら、将来、当社グループの事業活動に関連して第三者が知的財産権の侵害

を主張し、当社グループの事業が差し止められたり、侵害賠償等金銭的な負担を余儀なくされた場合、当社グループの

経営成績に影響を与える可能性があります。

i.配当政策について

当社グループは、株主への利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、今後の事業展開の拡大に備えた内部留保

の充実に努める目的から利益配当は実施しておりません。

今後は、財務体質を強化しつつも、経営成績及び財政状態を勘案しながら、利益成長に見合った配当を積極的に検討し

ていく方針であります。

j. 新株予約権による株式希薄化について

当社グループは、役員及び従業員の会社業績の向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプショ

ン制度を導入しております。具体的には、平成14年７月15日開催の臨時株主総会特別決議ならびに平成14年８月26日及

び平成15年１月26日開催の取締役会決議と、平成15年９月30日開催の臨時株主総会特別決議及び平成16年９月27日開催

の取締役会決議と、平成17年６月29日開催の定時株主総会ならびに平成17年６月30日、平成17年７月15日及び平成18年

3月20日開催の取締役会決議に基づき、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定によるストックオプション（新株予約

権）を発行しております。これらのストックオプションが行使された場合、当社グループの１株当たりの株式価値は希

薄化する可能性があります。また、当社グループ株式の今後の株価動向によっては短期的な需給バランスの変動が発生

し、株価形成が影響を受ける可能性があります。また、当社グループは、今後も有能な人材を確保することを主たる目

的として、ストックオプション等のインセンティブの付与を継続して実施する方針であります。これらのインセンティ

ブプランの権利行使による株式発行及び将来における追加的な発行により、更なる株式価値の希薄化が生じる可能性が

あります。平成18年3月31日現在、同ストックオプションによる潜在株式は931株であり、発行済株式総数14,948株の

6.2%に相当しております。 
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年３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  1,053,726   

２．売掛金  824,147   

３．たな卸資産  19,982   

４．繰延税金資産  29,768   

５．その他  62,229   

貸倒引当金  △13,440   

流動資産合計   1,976,414 63.7

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物  79,551   

減価償却累計額  11,517 68,033  

(2）工具器具備品  60,079   

減価償却累計額  23,998 36,080  

有形固定資産合計  104,114  3.4

２．無形固定資産     

(1）ソフトウエア  267,795   

(2）ソフトウエア仮勘定  346,397   

(3）連結調整勘定  247,197   

(4）その他  3,582   

無形固定資産合計  864,973  27.9

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  31,250   

(2）繰延税金資産  1,921   

(3）その他  178,738   

貸倒引当金  △56,592   

投資その他の資産合計  155,317  5.0

固定資産合計   1,124,405 36.3

資産合計   3,100,819 100.0
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当連結会計年度

（平成18年３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  203,257   

２．短期借入金  500,000   

３．１年内返済予定
　　長期借入金

※１ 272,192   

４．未払法人税等  84,004   

５．その他  144,763   

流動負債合計   1,204,217 38.8

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金 ※１ 590,601   

固定負債合計   590,601 19.1

負債合計   1,794,818 57.9

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   150,321 4.8

     

（資本の部）     

Ⅰ　資本金   399,480 12.9

Ⅱ　資本剰余金   447,580 14.4

Ⅲ　利益剰余金   308,619 10.0

資本合計   1,155,679 37.3

負債、少数株主持分及び資
本合計

  3,100,819 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,031,159 100.0

Ⅱ　売上原価   1,124,593 55.4

売上総利益   906,566 44.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※１、２  707,479 34.8

営業利益   199,087 9.8

Ⅳ　営業外収益     

１．印税収入  728   

２．助成金収入  2,321   

３．その他  799 3,848 0.2

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  4,126   

２．新株発行費  807   

３．為替差損  1,037   

４．その他  23 5,995 0.3

経常利益   196,941 9.7

Ⅵ　特別利益     

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※３ 251   

２．移転関連費 ※４ 7,667   

３．受託業務解約損  32,864 40,783 2.0

税金等調整前当期純利益   156,157 7.7

法人税、住民税及び事業
税

 94,303   

法人税等調整額  △23,145 71,158 3.5

 少数株主損失   6,422 0.3

当期純利益   91,421 4.5
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(3）連結剰余金計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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  5,730 5,730

Ⅲ　資本剰余金期末残高   447,580

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   217,197

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  91,421 91,421

Ⅲ　利益剰余金期末残高   308,619
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

  

税金等調整前当期純利益  156,157

減価償却費  84,667

連結調整勘定償却額  4,847

貸倒引当金の増加額  5,039

受取利息及び受取配当金  △5

支払利息  4,126

移転関連費  1,520

固定資産除却損  251

受託業務解約損  32,864

売上債権の増加額  △337,596

たな卸資産の減少額  27,797

仕入債務の増加額  87,155

未払金の増加額  4,933

預り金の増加額  11,865

未払消費税等の減少額  △14,379

未収消費税等の増加額  △19,347

その他  △4,664

小計  45,233

利息及び配当金の受取額  5

利息の支払額  △4,700

法人税等の支払額  △107,722

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △67,185
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当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

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

 △79,440

無形固定資産の取得によ
る支出

 △420,691

投資有価証券の取得によ
る支出

 △31,250

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

敷金・保証金の支出  △76,289

敷金・保証金の返還によ
る収入

 11,331

その他  △7,046

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △676,197

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

 △30,000

長期借入れによる収入  700,000

長期借入金の返済による
支出

 △23,548

株式の発行による収入  10,652

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,157,104

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 △74

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 413,646

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 638,029

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 1,051,676
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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
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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16日に株式を新規に

取得して当連結会計年度より連結子会社と

なっており、平成17年12月31日をみなし取

得日とし、平成18年3月31日までの期間を

連結財務諸表に含めております。

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．連結子会社の事業年度等

に関する事項

すべての連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

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

(イ)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。

 ロ　たな卸資産

(1) 商品

総平均法による原価法を採用しておりま

す。

(2) 仕掛品

個別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。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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、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。

ロ 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。

ハ 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。

(3) 重要な引当金の計上基準 イ 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。

(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。

(5) 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。

(6) その他連結財務諸表作成

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．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、全面時価評価法によっております。

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については、13

年間の均等償却を行っております。

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。

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、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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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．日本政策投資銀行からの長期借入金71,870千円（う

ち１年内返済予定長期借入金22,220千円）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

　２．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連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

 当座貸越限度額の総額 2,500,000千円 

 借入実行残高 500,000千円

 差引額 2,000,000千円

 

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

とおりであります。

給与手当　　　　　　　　　　　　184,661千円

役員報酬      　　　　　　　　　 76,761千円

業務委託費　  　　　　　　　　   82,195千円

※２．一般管理費に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　　　　　　　　2,694千円

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品 251千円

計 251千円

※４．移転関連費の内訳は次のとおりであります。

建物除却損　　　　　　　　　　　　1,357千円

器具及び備品除却損　　　　　　　　　163千円

原状回復費用　　　　　　　　　　　2,800千円

引越費用　　　　　　　　　　　　　1,804千円

賃貸借契約解約損等　　　　　　　　1,543千円
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,053,726千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金
2,050千円

現金及び現金同等物 1,051,676千円

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに㈱フォー・リンク・システムズ

を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳

並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関

係は次のとおりです。

 流動資産 476,648千円 

 固定資産 89,152千円 

 連結調整勘定 252,044千円 

 流動負債 △122,428千円 

 固定負債 △124,672千円 

 少数株主持分 △156,744千円 

 株式の取得価額 414,000千円 

 新規連結子会社の現金及び現金同等物 341,189千円 

 差引:新規連結子会社取得のための支出 72,810千円 
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①　リース取引

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失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）

器具及び備品 22,859 4,300 18,559

車両 4,072 113 3,959

ソフトウェア 4,443 1,110 3,332

合計 31,375 5,524 25,851

２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,560千円

１年超 21,096千円

合計 26,657千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 4,111千円

減価償却費相当額 3,832千円

支払利息相当額 876千円

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。

 (減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

②　有価証券

時価評価されていない主な有価証券の内容

区分

当連結会計年度 

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券  

    非上場株式 31,250
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③　デリバティブ取引

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３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。

④　退職給付

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　　　　該当事項はありません。

⑤　税効果会計

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（流動資産）   

繰延税金資産   

  未払事業税否認 7,645 千円

  未払事業所税否認 359 千円

  前受金 21,972 千円

  売掛金 6,103 千円

繰越欠損金 32,145 千円

　　　　計 68,226 千円

評価性引当額 △38,458 千円

繰延税金資産小計 29,768 千円

   

（固定資産）   

繰延税金資産   

  一括償却資産限度超過額 1,921 千円

  繰越欠損金 14,901 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 10,460 千円

　　　　計 27,283 千円

評価性引当額 △25,362 千円

繰延税金資産小計 1,921 千円

繰延税金資産合計 31,689 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

との差異の主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7 ％ 

（調整）   

税効果会計不適用の赤字子会社によ

る税率差異
7.5  

連結調整勘定償却額 1.3  

交際費等永久に損金に算入されない

項目
2.3  

情報通信機器の特別税額控除 △6.7  

その他 0.5  

税効果会計適用後の法人税の負担率 45.6  
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

 当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３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。 

ｂ．所在地別セグメント情報

 当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３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。

ｃ．海外売上高

 当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 　　　　　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成 17年 ４月 １日
至　平成 18年 ３月 31日）

１株当たり純資産額    77,313円 30銭

１株当たり当期純利益金額 6,270円 36銭

 潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
5,894円 00銭

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

 
当連結会計年度

（自　平成 17年 ４月 １日
至　平成 18年 ３月 31日）

１株当たり当期純利益金額  

　当期純利益（千円） 91,421

　普通株主に帰属しない金額（千円） －

（うち利益処分による役員賞与金）  (－)

　普通株式に係る当期純利益（千円） 91,421

　期中平均株式数（株） 14,580

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

　当期純利益調整額 （千円） －

（うち支払利息（税額相当額控除後））  (－)

　普通株式増加数（株） 931

（うち新株予約権）  (931)

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

潜在株式の概要

平成17年６月29日定時株主総会決議

ストック・オプション(新株予約権

の数1,895個）普通株式1,895個
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（重要な後発事象）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ポータル株式会社との株式交換)

 当社は平成18年２月８日にポータル株式会社を当社の完

全子会社とする株式交換契約書を締結し、平成18年４月６

日に株式交換を行いました。

（１）株式交換の目的

当社は大手製造業の顧客のニーズに幅広く対応すべく、戦

略的アライアンス及びM&Aの積極的推進により、事業領域の

拡大を進めております。ポータル株式会社は、大手電気メー

カー及び大手機械メーカー数十社を主要顧客とし、同社の

サービス及び同社の持つ部品データ整備ツール「BizConE 

（BizContentsEngine）」は部品データの維持、メンテナン

ス分野で競争力を有しております。よって同社の子会社化

により、当社サービスのデータマネジメント分野における

顧客の利便性向上と収益獲得機会の拡大が期待されます。

このような認識のもと、ポータル株式会社を当社の完全子

会社とすることを決定いたしました。

（２）株式交換の内容

①当社は、株式会社ポータルと商法352条の規定に基づく

株式交換を行い、交換方法については商法第358条１項

の規定に基づく「簡易株式交換制度」を用いました。

②株式交換の日　平成18年４月６日

③株式の割当比率

ポータル株式会社の普通株式１株に対して当社の普通株

式0.013株を割当交付いたしました。

④株式交換により交付する株式数

普通株式　332.86株

⑤株式交換交付金

株式交換交付金の支払いはありません。

（３）ポータル株式会社の概要

①設立年月　平成11年11月24日

②本店所在地　東京都港区六本木二丁目２番６号

③代表者　代表取締役社長　藤永 和也

④資本金　3,561千円

⑤事業内容　製造業向けデータコンサルティング、データ

ベース検索エンジン開発及び販売

⑥売上高及び当期純利益(平成17年３月期)

売上高　　　129,870千円

当期純利益 　15,816千円
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

事業の種類別
セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

 プロフェッショナルサービス 1,018,577 100.0

合計 1,018,577 100.0

　（注）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

事業の種類別
セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

 プロフェッショナルサービス 2,018,643 232,951

合計 2,018,643 232,951

　（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

事業の種類別
セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

 プロフェッショナルサービス 2,031,159 100.0

合計 2,031,159 100.0

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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