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１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）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 1,724 59.0 201 △24.6 197 △17.7

17年３月期 1,084 79.5 267 236.5 239 210.3

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 118 △17.5 8,151 46 7,662 20 10.6 9.7 11.5

17年３月期 144 268.4 10,877 47 10,824 36 18.4 25.5 22.1

（注）①期中平均株式数 18年３月期 14,580株 17年３月期 13,247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、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （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。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

17年３月期 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

(3）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 2,774 1,183 42.6 79,148 09

17年３月期 1,298 1,052 81.0 74,140 66

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 14,948株 17年３月期 14,200株

②期末自己株式数 18年３月期 0株 17年３月期 0株

２．平成19年３月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 750 50 29 0 00 　― 　―

通　期 2,100 400 232 　― 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　15,520円47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。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  638,029   730,721   

２．売掛金  239,548   721,306   

３．商品  －   10,000   

４．仕掛品  14,857   －   

５．貯蔵品  4,724   4,892   

６．前払費用  4,851   12,471   

７．繰延税金資産  8,295   29,768   

８．未収入金 ※１  136,099   －   

９．その他  7,177   46,530   

流動資産合計  1,053,584 81.1  1,555,691 56.1 502,107

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

（１）建物 25,547   70,935    

減価償却累計額 △4,304 21,242  △10,478 60,456   

（２）器具及び備品 23,441   48,816    

減価償却累計額 △12,001 11,440  △21,822 26,994   

有形固定資産合計  32,683 2.5  87,450 3.2 54,766

２．無形固定資産        

（１）商標権  －   3,283   

（２）ソフトウェア  93,256   205,872   

（３）ソフトウェア
仮勘定

 82,963   320,118   

（４）その他  179   179   

無形固定資産合計  176,399 13.6  529,453 19.0 353,054

３．投資その他の資産        

（１）投資有価証券  －   31,250   

（２）関係会社株式  －   464,000   

（３）長期前払費用  158   4,378   

（４）繰延税金資産  249   1,921   

（５）敷金保証金  35,908   98,870   

 (６）その他  －   1,575   

投資その他の資産合計  36,315 2.8  601,995 21.7 565,679

固定資産合計  245,398 18.9  1,218,899 43.9 973,500

資産合計  1,298,982 100.0  2,774,591 100.0 1,475,608
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  86,572   185,658   

２．短期借入金   －   500,000   

３．１年内返済予定長期
　　借入金

 －   208,000   

４．未払金  31,809   50,178   

５．未払費用  5,836   10,558   

６．未払法人税等  98,075   83,003   

７．未払消費税等  17,187   －   

８．前受金  542   55,191   

９．預り金  6,161   16,817   

10．その他  －   80   

流動負債合計  246,185 19.0  1,109,485 40.0 863,300

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金  －   482,000   

 固定負債合計  － 0.0  482,000 17.4 482,000

負債合計  246,185 19.0  1,591,485 57.4 1,345,300

       

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※2,3  393,750 30.3  399,480 14.4 5,730

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金 441,850   447,580    

資本剰余金合計  441,850 34.0  447,580 16.1 5,730

Ⅲ　利益剰余金        

１．当期未処分利益 217,197   336,045    

利益剰余金合計  217,197 16.7  336,045 12.1 118,848

資本合計  1,052,797 81.0  1,183,105 42.6 130,308

負債・資本合計  1,298,982 100.0  2,774,591 100.0 1,475,608
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(2）損益計算書

 
 

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   1,084,891 100.0  1,724,484 100.0 639,592

Ⅱ　売上原価   466,291 43.0  878,400 50.9 412,108

売上総利益   618,600 57.0  846,084 49.1 227,483

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．販売促進費  25,854   47,819    

２．役員報酬  57,450   54,199    

３．給与手当  92,720   174,803    

４．法定福利費  10,949   19,310    

５．採用費  38,069   57,878    

６．事務用消耗品費  10,949   23,434    

７．賃借料  38,705   54,746    

８．減価償却費  5,760   12,364    

９．旅費交通費  16,114   33,256    

10．通信費  5,948   9,911    

11．業務委託費  16,880   82,195    

12．支払報酬手数料  6,136   13,549    

13．その他  25,704 351,245 32.4 60,891 644,361 37.4 293,116

営業利益   267,355 24.6  201,722 11.7 △65,632
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2   3    

２．その他  199 202 0.0 934 938 0.0 735

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  －   3,173    

２．新株発行費  2,626   807    

３．上場準備費用  24,972   －    

４．為替差損  －   1,069    

５．その他  － 27,599 2.5 23 5,073 0.3 △22,525

経常利益   239,957 22.1  197,586 11.4 △42,371

Ⅵ　特別利益         

１．損失補償金収入  3,630 3,630 0.3 － － － △3,630

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※１ 515   251    

２．移転関連費 ※２ － 515 0.0 7,667 7,918 0.4 7,403

税引前当期純利益   243,072 22.4  189,667 11.0 △53,404

法人税、住民税及び事
業税

 106,217   93,964    

法人税等調整額  △7,239 98,978 9.1 △23,145 70,819 4.1 △28,159

当期純利益   144,093 13.3  118,848 6.9 △25,245

前期繰越利益   73,103   217,197  144,093

当期未処分利益   217,197   336,045  118,848
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売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　労務費  309,327 55.6 362,411 31.9 53,083

Ⅱ　外注費  212,434 38.2 674,912 59.3 462,477

Ⅲ　経費 ※２ 34,199 6.2 100,385 8.8 66,185

当期総製造費用  555,961 100.0 1,137,709 100.0 581,747

期首仕掛品たな卸高  40,391  14,857  △25,534

合計  596,353  1,152,566  556,213

期末仕掛品たな卸高  14,857  －  △14,857

他勘定振替高 ※３ 155,900  330,957  175,056

当期製品製造原価  425,595  821,609  396,014

当期商品仕入高  29,327  21,427  △7,900

ソフトウェア減価償却費  11,368  45,363  33,994

期末商品たな卸高  －  10,000  10,000

売上原価  466,291  878,400  412,108

（脚注）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．原価計算の方法は実際原価による個別原価計算によっ

ております。
１．同左

※２．経費の内訳は次のとおりであります。 ※２．経費の内訳は次のとおりであります。

 （千円）

地代家賃 3,632

減価償却費 3,737

旅費交通費 15,968

通信費 5,787

その他 5,072

計 34,199

 （千円）

地代家賃 40,639

減価償却費 14,940

旅費交通費 23,687

通信費 7,498

その他 13,618

計 100,385

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 （千円）

ソフトウェア仮勘定 155,900

 （千円）

ソフトウェア仮勘定 330,957
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(3）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税引前当期純利益  243,072

減価償却費  20,866

固定資産除却損  515

新株発行費  2,626

受取利息  △2

売上債権の増加額  △246,964

たな卸資産の減少額  23,674

仕入債務の増加額  67,611

未払消費税等の増加額  137

その他資産・負債の
増減額

 7,622

小計  119,160

利息及び配当金の受取額  2

法人税等の支払額  △26,903

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 92,259

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

有形固定資産の取得によ
る支出

 △7,812

無形固定資産の取得によ
る支出

 △152,711

敷金保証金の支出  △5,500

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △166,024

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

株式の発行による収入  392,973

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 392,973

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

 319,208

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 318,820

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 ※ 638,029
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(4）利益処分案

  
前事業年度

（平成17年３月期）
当事業年度

（平成18年３月期）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   217,197  336,045 118,848

Ⅱ　次期繰越利益   217,197  336,045 118,848
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

────── (1）子会社株式

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

  (2）その他有価証券

・時価のないもの

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

──────

(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。

(2）仕掛品

同左

(3）貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

(3）貯蔵品

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。

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

　　市場販売目的のソフトウェアについて

は、見込有効期間（3年）における見

込販売収益に基づく償却額と販売可能

な残存有効期間に基づく均等配分額を

比較しいずれか大きい金額を計上して

おります。

自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

(2) 無形固定資産

　　定額法によっております。

　なお、市場販売目的のソフトウェア

については、見込有効期間（3年）に

おける見込販売収益に基づく償却額と

販売可能な残存有効期間に基づく均等

配分額を比較しいずれか大きい金額を

計上しております。

自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

（3）長期前払費用

均等償却によっております。

なお、償却期間については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によって

おります。

（3）長期前払費用

同左

 ４．繰延資産の処理方法   新株発行費

 支出時に全額費用として処理しておりま

す。

平成17年3月15日付けの有償一般募集によ

る新株式発行（1,000株）は、引受証券会

社が引受価額（395,600円）で買取引受を

行い、これを引受価額と異なる発行価格

（430,000円）で一般投資家に販売するス

プレッド方式によっております。スプレッ

ド方式では、発行価格と引受価額との差

額34,400千円が事実上の引受手数料であり、

引受価額と同一の発行価格で一般投資家に

販売する従来の方式であれば新株発行費と

して処理されていたものであります。この

 新株発行費

支出時に全額費用として処理しております。
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ため、従来の方式によった場合に比べ、新

株発行費の額と資本金及び資本準備金合計

額は、それぞれ34,400千円少なく計上され、

経常利益及び税引前当期純利益は同額多く

計上されております。

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。

同左

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．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

──────

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  　　　　　　　　　 ────── (固定資産の減損に係る会計基準)

  当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会

計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日)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

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────  （貸借対照表）

 前期まで区分掲記しておりました「未収入金」(当期末残

高25,091千円)は、資産の総額の100分の１以下となったた

め、流動資産の「その他」に含めて表示することにしまし

た。
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追加情報

前事業年度
 （自　平成16年４月１日

　  至　平成17年３月31日）

当事業年度
 （自　平成17年４月１日

　  至　平成18年３月31日）

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以

降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当期から「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割4,703

千円については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。

 　　　 　　　　　　──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未　

　　収額123,564千円が含まれております。

※１．

　　　　　　─────────────

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数　　　　　普通株式　　　 52,800株

発行済株式総数　　　普通株式　　 　14,200株

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数　　　　　普通株式　　　 52,800株

発行済株式総数　　　普通株式　　 　14,948株

※３．当期中の発行済株式数の増減

(1) 株式分割

発行年月日　平成16年10月13日

発行形態　発行済株式１株を４株に分割

発行株式数　　　9,900株

(2)新株発行

発行年月日　平成17年３月15日

発行形態　　一般公募増資

発行株式数　　　1,000株

発行価格　　　395,600円

資本組入額　　148,750円

※３．当期中の発行済株式数の増減

発行形態　新株予約権の行使(ストック・オプション)

発行株式数　　　　　　　748株

発行価格　　　　 11,460,000円

資本組入額　　　　5,730,000円

※４．

　　　　　　─────────────

４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため銀行４

行と当座借越契約を締結しております。これら契約に

基づく当事業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 

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

器具及び備品　　　　　　　　　　　　515千円

※１．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

器具及び備品　　　　　　　　　　　　 251千円

※２．　　　　　────────

 

※２．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

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

　　掲記されている科目の金額との関係

　　（平成17年３月31日現在）

現金及び預金勘定 638,029千円

現金及び現金同等物 638,029千円
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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

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、

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 7,980 1,424 6,555

ソフトウェア 4,443 222 4,220

合計 12,423 1,646 10,776

 
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

ソフトウェア 4,443 1,110 3,332

合計 27,302 5,411 21,891

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等

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,872千円

１年超 9,112千円

合計 10,984千円

１年内      4,746千円

１年超      17,951千円

合計       22,697千円

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、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 1,589千円

減価償却費相当額 1,361千円

支払利息相当額 392千円

支払リース料      3,992千円

減価償却費相当額      3,764千円

支払利息相当額    825千円

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

 

 

（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

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

　なお、当事業年度末に係る「有価証券関係」（子会社株式で時価のあるものは除く）については、連結財務諸

表における注記事項として記載しております。
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③　デリバティブ取引

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　　　　当社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。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表に記載しております。

④　退職給付

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　　　　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については連結財務諸表に記載しております。

⑤　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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 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 8,295 千円

　　　　計 8,295 千円

評価性引当額  － 千円

繰延税金資産小計 8,295 千円

   

（固定資産）   

繰延税金資産   

一括償却資産限度超過額 249 千円

　　　　計 249  千円

評価性引当額   － 千円

繰延税金資産小計 249  千円

繰延税金資産合計 8,544 千円

（流動資産）   

繰延税金資産   

未払事業税否認 7,436 千円

未払事業所税否認 359 千円

前受金 21,972 千円

　　　　計 29,768 千円

評価性引当額 － 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

　　　　計 1,921  千円

評価性引当額 － 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

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

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。

 (％) 

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 1.9

情報通信機器の特別税額控除 △5.5

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税の負担率 37.3
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⑥　持分法損益等

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　　　　当社は関連会社がありませんので、記載事項はありません。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　　　　当社は関連会社がありませんので、記載事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 山田太郎 ― ―
当社代表

取締役社長

(被所有)

直接27.9
― ―

賃借料

被保証
38,552 ― ―

　（注）１．上記取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．当社は、建物の賃借料に対して、代表取締役社長山田太郎より連帯保証を受けております。なお、保証料の

支払は行っておりません。

また、本連帯保証は当社株式の上場を条件に解除する旨の契約がされており、平成17年3月16日に東京証券取

引所マザーズ市場へ上場したことにより解除されております。

当事業年度（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。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成 16年 ４月 １日
至　平成 17年 ３月 31日）

当事業年度
（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 74,140円66銭

１株当たり当期純利益金額 10,877円47銭

 潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
10,824円36銭

１株当たり純資産額 79,148円09銭

１株当たり当期純利益金額 8,151円46銭

 潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
7,662円20銭

　当社は、平成16年10月13日付で株式１株につき４株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額 38,871円48銭

１株当たり当期純利益金額 4,686円41銭

 

　（注）１株当たり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。

 
前事業年度

（自　平成 16年 ４月 １日
至　平成 17年 ３月 31日）

当事業年度
（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） 144,093 118,848

　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） 144,093 118,848

　期中平均株式数（株） 13,247 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） 65 931

（うち新株予約権） （65）  (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株
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（子会社の設立）

当社は、平成17年４月22日開催の取締役会において、当社

全額出資による子会社を設立することを決議しました。

（１）設立の理由

当社は、東証一部上場を中心とする大手製造業の顧客を中

心としてＰＬＭに重点をおいたプロフェッショナルサービ

ス事業を展開しております。昨今、「ものづくり」は多様

化かつ複雑化する傾向にありますが、同時にそれを支える

ＰＬＭシステム及びＩＴ技術の高度化も求められておりま

す。そのため、より付加価値の高いサービスの提供を目指

し、ＰＬＭシステムのＲ＆Ｄを重点的に行う子会社を設立

することといたしました。

（２）子会社の概要

①商号 ネクステックシステムズ株式会社

 （英文表記：Nextech Systems corporation．）

②設立年月 平成17年５月10日

③本店所在地 東京都港区港南二丁目16番1号

④代表者名 山田太郎（ネクステック株式会社代表取締役

社長）

⑤資本金 50,000千円

⑥大株主 ネクステック株式会社100％

⑦主な事業内容 情報処理システムの企画、設計開発及び

ＰＬＭパッケージソフトウェア製品の研究開発（Ｒ＆Ｄ）

⑧決算期３月

⑨当社との人的関係取締役3名及び監査役1名は全てネクス

テック株式会社役員が兼務いたします。

（ストックオプション（新株予約権）の付与）

当社は、平成17年６月29日開催の第５回定時株主総会にお

いて、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づ

き、ストックオプションとして、株主以外の者に対し特に

有利な条件をもって新株予約権を発行することを決議いた

しました。

（１） 特に有利な条件をもって新株予約権を発行するこ

とを必要とする理由

当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業

員に対し、当社に対する経営参画意識を喚起し、業績向上

に対する貢献意識や士気を一層高めることを目的として、

以下の要領によりストックオプションとして新株予約権を

無償で発行するものであります。

（２） 新株予約権発行の要領

①新株予約権の割当を受ける者

当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び従

業員

②新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式2,000株を上限とする。

なお、株主総会決議後において当社が株式分割又は株式

併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約

権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目

(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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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本

件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割も

しくは吸収分割を行う場合、当社の取締役会決議により

必要と認める株式数の調整を行う。

③新株予約権の総数

2,000個を上限とする。（新株予約権１個に対して普通

株式１株。ただし、②に定める株式の数の調整を行った

場合は、同様の比率で調整を行う。）

④各新株予約権の発行価額

無償とする。

⑤各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

新株予約権１個の株式数を乗じた金額とする。１株当た

りの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の

前月の各日（取引が成立していない日を除く。）におけ

る東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の

平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上

げ）とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の前

日の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日

の終値）を下回る場合は、当該終値とする。なお、株主

総会決議後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、

次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を除く。）

は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    

既発行株式数 ＋

新規発行

株式数
×

１株当たり

払込金額

調整後

払込金額
＝

調整前

払込金額
×

１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行

済株式総数から当社の保有する自己株式 の総数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行

株式数」を「処分する自己 株式数」に「１株当たりの

払込金額」は「１株当たり処分価額」のそれぞれ読み替

えるものと する。 さらに、当社が他社と吸収合併もし

くは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、

又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社

は必要と認められる払込金額の調整を行う。

⑥新株予約権の権利行使期間

平成19年７月１日から平成24年６月30日までとする。た

だし、権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場

合には、その前営業日を最終日とする。
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

⑦新株予約権の行使の条件

（Ａ）各新株予約権の一部行使は認められない。

（Ｂ）新株予約権の割当を受けた者（以下新株予約権者

という）は、権利行使時においても、当社又は当社子会

社の取締役、監査役、執行役員及び従業員の地位にある

ことを要す。ただし、正当な理由のある場合並びに相続

により新株予約権を取得した場合で、取締役会で承認を

得た場合はこの限りでない。

（Ｃ）その他の行使の条件については、新株予約権発行

の取締役会決議において定める。

⑧新株予約権の消却事由及びその条件

（Ａ）新株予約権者が、行使条件に該当しなくなったた

めに新株予約権を行使できないこととなった場合又は新

株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は

当該新株予約権を無償で消却することができる。

（Ｂ）当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたと

き、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認ならび

に株式移転承認議案が、株主総会で承認されたときは、

新株予約権は無償で消却することができる。

⑨新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。
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７．役員の異動

 

(1）代表者の異動

 該当事項はありません。

(2）その他の役員の異動

 該当事項はありません。
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