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平成１８年３月期 個別財務諸表の概要 平成 18年 5月 17日 
上場会社名 株式会社シーフォーテクノロジー      上場取引所 東京証券取引所（東証マザーズ） 
コード番号 2355 本社所在都道府県 東京都 
（URL http://c4t.jp/）   
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 三 住 光 男  
問合せ先責任者 役職名 経営企画室室長 氏名 安 斉 浩 子 TEL （03）5447－2551 
決算取締役会開催日 平成 17年 5月 17日 中間配当制度の有無  有  
配当支払開始予定日 ― 定時株主総会開催日 平成 18年 6月 23日 
単元株制度採用の有無 無  

親会社等の名称  
株式会社フォーカスシステムズ（コード番号：4662） 

 
親会社等における当社の議決権所有比率

33.72％ 
 
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)百万円未満切捨 
 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 1,324 38.5 65 － 74 － 
17年 3月期 956 △20.9 △454 － △502 － 

 
 

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 71 － 1,258 99 1,105 33 4.4 2.0 5.6 
17年 3月期 △509 － △9,853 39 － － △44.0 △23.9 △52.6 
（注） ①持分法投資損益 平成 18年 3月期 －百万円 平成 17年 3月期 △50百万円 
 ②期中平均株式数 平成 18年 3月期 56,767株 平成 17年 3月期 51,669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 
 ⑤当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度の持分法投資損益は記

載しておりません。 
 

(2)配当状況 
1株当たり年間配当金  

 中 間 期 末 
配当金総額
（年  間） 配当性向 株主資本 

配 当 率 
 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 % % 

18年 3月期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17年 3月期 0 0 0 0 0 0 0 0 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 

  百万円  百万円 % 円 銭 
18年 3月期 5,218 1,679 32.2 29,508 47 
17年 3月期 2,345 1,596 68.1 28,163 81 
（注） ①期末発行済株式数 平成 18年 3月期 56,930株 平成 17年 3月期 56,689株 
 ②期末自己株式 平成 18年 3月期 4株 平成 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）  

1株当たり年間配当金  売 上 高 経常利益 当期純利益 
中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 
中間期 750 △51 △53 0 0 ――― ――― 
通 期 1,700 87 84 ――― 0 0 0 0 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）1,475円 48銭 
※ 上記に記載された業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した
予想であり、不確実な要素を含んでいます。実際の業績等は、業況の変化等により、上記の
予想数値と異なる場合があります。 
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６．個別財務諸表等 
  （1）貸借対照表 

期別 
科目 

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) 

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  486,918 1,824,491 

２ 売掛金 ※１ 189,097 637,452 

３ 製品  55,331 72,148 

４ 仕掛品  883 － 

５ 貯蔵品  3,726 2,359 

６ 短期貸付金  － 410,000 

７ 前払費用  45,410 11,022 

８ 未収入金  20,402 － 

９ その他  21,599 1,594 

流動資産合計  823,369 35.1 2,959,069 56.7

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物  26,550 26,550  

  減価償却累計額  7,622 18,927 10,463 16,086 

(2) 工具器具備品  73,837 76,104  

減価償却累計額  45,188 28,649 55,602 20,502 

有形固定資産合計  47,576 2.0 36,589 0.7

２ 無形固定資産   

(1) 著作権  986 － 

(2) ソフトウェア  1,020,511 971,371 

(3) 電話加入権  86 86 

無形固定資産合計  1,021,584 43.6 971,457 18.6

３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  119,880 956,440 

(2) 関係会社株式  175,500 231,000 

(3) 長期前払費用  2,549 9,000 

(4) 長期性預金  100,000 － 

(5) 差入保証金  55,166 55,166 

投資その他の資産合計  453,095 19.3 1,251,606 24.0

固定資産合計  1,522,256 64.9 2,259,653 43.3

資産合計  2,345,626 100.0 5,218,722 100.0
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期別 
科目 

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) 

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 ※１ 81,241  79,590 

２ 短期借入金 ※４ 91,667  － 

３ １年以内返済長期借入金  106,603  72,600 

４ １年以内償還社債  40,000  40,000 

５ 未払金  16,695  11,557 

６ 未払費用  1,259  4,300 

７ 未払法人税等  7,146  7,074 

８ 未払消費税等  －  31,540 

９ 前受金  1,676  2,027 

10 預り金  5,213  5,920 

11 賞与引当金  8,640  9,240 

12 その他  5  30 

流動負債合計  360,148 15.3  263,882 5.1

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   300,000  260,000 

２ 転換社債型 

新株予約権付社債 
 －  3,000,000 

  ３ 長期借入金   87,500  14,900 

  ４ 繰延税金負債  1,399  － 

固定負債合計  388,899 16.6  3,274,900 62.7

負債合計   749,047 31.9  3,538,782 67.8

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 1,298,667 55.4  1,306,084 25.0

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  1,014,162  1,021,584 

資本剰余金合計  1,014,162 43.2  1,021,584 19.6

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  100  100 

２ 当期未処理損失  718,313  646,843 

利益剰余金合計  △718,213 △30.6  △646,743 △12.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金  2,040 0.1  － －

Ⅴ 自己株式 ※３ △78 △0.0  △985 △0.0

資本合計  1,596,578 68.1  1,679,940 32.2

負債・資本合計  2,345,626 100.0  5,218,722 100.0
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（2）損益計算書 

期別 
 

科目 

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) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
(％) 

金額（千円） 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  956,623 100.0  1,324,999 100.0

Ⅱ 売上原価  754,205 78.8  620,941 46.9

売上総利益  202,417 21.2 704,057 53.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 役員報酬  70,181 74,296  

２ 給料手当  170,234 176,327  

３ 法定福利費  24,992 25,914  

４ 消耗品費  6,172 4,788  

５ 地代家賃  47,125 42,287  

６ 減価償却費  54,639 58,883  

７ 通信費  4,971 3,802  

８ 支払手数料  59,362 78,723  

９ 販売手数料  19,500 11,372  

10 広告宣伝費  10,083 4,185  

11 研究開発費 ※２ 86,097 81,007  

12 賞与引当金繰入額  5,901 5,730  

13 その他  97,990 657,253 68.7 71,182 638,502 48.2

営業利益又は 
営業損失（△） 

 △454,836 △47.5 65,555 4.9

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ※１ 1,435   4,307   

２ 受取配当金  27   －   

３ 保険配当金  255   －   

４ 投資有価証券売却益  －   14,509   

５ 雑収入  378 2,095 0.2 3,511 22,328 1.7

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  7,943 3,499   

２ 社債利息  4,077 3,755   

３ 社債発行費  8,295 1,806   

４ 新株発行費  29,136 －   

５ 為替差損  － 1,031  

６ 雑損失  546 49,999 5.3 3,185 13,278 1.0

経常利益又は 
経常損失（△） 

 △502,739 △52.6 74,605 5.6
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期別 
 

科目 

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) 

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 貸倒引当金戻入  900 900 0.1 － － －

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※３ 97 738   

２ 原状回復費 ※４ 4,700 4,797 0.5 － 738 0.0

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△） 

 △506,637 △53.0 73,867 5.6

法人税、住民税 
及び事業税  2,476 2,397   

法人税等調整額  － 2,476 0.2 － 2,397 0.2

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

 △509,114 △53.2 71,469 5.4

前期繰越損失  209,199 718,313  

当期未処理損失  718,313 646,843 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  6 
 

（3）キャッシュ・フロー計算書  
 当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。                  

期別

科目 

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   

 １ 税引前当期純損失  △506,637 

 ２ 減価償却費  286,764 

 ３ 固定資産除却損  97 

 ４ 貸倒引当金の減少額  △900 

 ５ 賞与引当金の増加額  1,344 

 ６ 受取利息及び受取配当金  △1,462 

 ７ 支払利息  12,021 

 ８ 社債発行費  8,295 

 ９ 新株発行費  29,136 

 10 原状回復費  4,700 

 11 売上債権の減少額  244,675 

 12 たな卸資産の増加額  △40,966 

 13 仕入債務の減少額  △58,832 

 14 未収入金の減少額  35,043 

 15  未払金の増加額  1,797 

 16 その他  34,939 

    小計  50,017 

 17 利息及び配当金の受取額 1,366 

 18 利息の支払額  △11,616 

 19 法人税等の支払額  △451 

    営業活動によるキャッシュ・フロー  39,314 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 投資有価証券の取得による支出 △106,440 

 ２ 関係会社株式取得による支出 △131,000 

 ３ 有形固定資産取得による支出 △11,985 

 ４ 無形固定資産取得による支出  △579,472 

 ５ 貸付による支出  △207,000 

 ６ 貸付金の回収による収入  186,051 

 ７ その他  1,892 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △847,955 
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期別

科目 

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） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 短期借入金の減少額  △195,140 

 ２ 長期借入金の返済による支出  △103,232 

 ３ 社債の発行による収入  991,704 

 ４ 社債の償還による支出  △40,000 

 ５ 株式発行による収入  357,647 

 ６ 自己株式の取得による支出  △78 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  1,010,902 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  202,262 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  219,656 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 421,918 
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（4）損失処理案 
 

期別 
科目 

前事業年度 
(平成17年６月24日) 

当事業年度 
(平成18年６月23日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失  718,313  646,843

Ⅱ 損失処理額  －  －

Ⅲ 次期繰越損失  718,313  646,843

   

（注）日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。 
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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 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 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）を採用しております。 

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。 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

２ デリバティブ等の評

価基準及び評価方法 

時価法を採用しております。 同左 

３ たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

製品 

  先入先出法による原価法を採用し

ております。 

仕掛品 

個別法による原価法を採用してお

ります。 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

製品 

同左 

 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

 

４ 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

りです。 

建物     ８～18年 

工具器具備品 ２～15年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

① 市場販売目的のソフトウェア 

販売見込期間(３年)による定額

法を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

① 市場販売目的のソフトウェア 

同左 

 ② 自社利用目的のソフトウェア 

社内における見込利用可能期間

(５年)による定額法を採用してお

ります。 

② 自社利用目的のソフトウェア 

同左 

 ③ 著作権 

社内における見込利用可能期間

(５年)による定額法を採用してお

ります。 

③ 著作権 

同左 

 (3) 長期前払費用 

     定額法を採用しております。 

（3）長期前払費用 

同左 
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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) 

５ 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。 

社債発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

新株発行費 

――――― 

 

社債発行費 

同左 

 

６ 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。 

なお、当事業年度において計上額は

ありません。 

(1)  貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 
従業員の賞与の支給に充てるため、

賞与支給見込額のうち当期負担額を計

上しております。 

(2) 賞与引当金 
同左 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、特例処理の要件を満たす金

利スワップについては、特例処理を採

用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・・金利スワップ 

  ヘッジ対象・・・借入金利息 

(3) ヘッジ方針 

  金利変動リスクのヘッジ、資金調達

コストの低減等を目的として金利ス

ワップ取引を利用することとしてお

り、投機的な取引は行わない方針であ

ります。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

  特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、ヘッジの有効性の判定

は省略しています。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 

 

  なお、ヘッジ会計を適用した金利

スワップ契約は当事業年度内に満了

しております。従いまして、決算日

現在ではヘッジ手段及びヘッジ対象

とも消滅しております。 

８ 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ヵ月以内に満期日又は償還日の到

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 

９ その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

(1) 消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。 

(1)  消費税等の処理方法 

同左 
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会計処理の変更 

 

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） 

前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「短期貸付金」は、当事業年度において総

資産額の１/100を超えたため区分掲記しております。 

なお、前事業年度の流動資産の「その他」に含まれて

いる「短期貸付金」は20,949千円であります。 

 
 

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) 

前事業年度まで流動負債の「未払金」として表示して

いた金額のうち、賞与引当金に対応する法定福利費及び

未払利息については、流動負債の「未払費用」として表

示しております。 

 なお、前事業年度の「未払金」に含まれる当該残高は、

1,171千円であります。 

――――― 
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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 関係会社に対する債権債務のうち、主な内容は次

のとおりであります。 

売掛金 58,749千円

買掛金 45,203千円 

※１ 関係会社に対する債権債務のうち、主な内容は次

のとおりであります。 

売掛金 1,915千円

買掛金 70,792千円 
※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 111,600株

発行済株式総数 普通株式 56,689.2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 226,000株

発行済株式総数 普通株式 56,935.2株 
※３ 自己株式 

   当社が保有する自己株式の数は、普通株式0.4株で

あります。 

※３ 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式4.4株

であります。 

※４ 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。 

   この契約に基づく当事業年度末における当座貸越

契約に係る借入金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        91,667千円 

     差引額          108,333千円 

※４         ――――― 

５ 資本の欠損は、718,392千円であります。 ５ 資本の欠損は、647,829千円であります。 

６  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、2,040

千円であります。 

６             ――――― 
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（当事業年度の発行済株式数の増加） 
 
前事業年度(自 平成 16年４月１日至 平成 17年３月 31日) 
１ 新株発行 

発 行 形 態 
新株引受権
の 行 使 

新株予約権 
の 行 使 

第三者割当 

転換社債型新株
予約権付社債に
係る新株予約権
の行使 

発行株式数 6株 290株 2,350株 6,309株

1株当たりの発行価格 72,463円 60,000円 157,000円 （注）

資本組入額の総額 217千円 8,700千円 184,475千円 500,000千円

   （注）新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの額は、当初 331,800 円とするが、本新株予約

権付社債の発行後、毎月第３金曜日(以下「決定日」)の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで(当日

を含む。)の５連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の

直前の取引日までの５連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値の90％に相当する金額(円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。以下「修正後転換価額」という。)に修

正された価格であります。 
 
当事業年度(自 平成 17年４月１日至 平成 18年３月 31日) 
１ 新株発行 

発 行 形 態 
新 株 引 受 権 
の 行 使 

新 株 予 約 権 
の 行 使 

発行株式数 6株 240株

1株当たりの発行価格 72,463円 60,000円

資本組入額の総額  217千円 7,200千円

 
 

(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  各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりです。 

受取利息                  230千円

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりです。 

受取利息              871千円

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究

開発費                              

86,097千円

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究

開発費                            

81,007千円

※３ 固定資産除却損の内容は、工具器具備品97千円で

あります。 

※３ 固定資産除却損の内容は、工具器具備品738千円で

あります。 

※４ 原状回復費の内容は、前事業年度に吸収合併した
株式会社エム研の事務所閉鎖に伴い発生した賃借
物件の原状回復費であります。 

※４         ――――― 
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(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) 

※１  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 486,918千円

預入れ期間が３ヵ月 

を超える定期預金 
△65,000千円

現金及び現金同等物 421,918千円
  

２ 重要な非資金取引の内容 

  転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使 

新株予約権行使による資本金増加額 500,000千円

新株予約権行使による資本剰余金増

加額 500,000千円

新株予約権の行使による転換社債型

新株予約権付社債減少額 1,000,000千円

        

（注）当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

 
 

(リース取引関係) 

前事業年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

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) 

該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年３月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額

（千円） 

差額 

（千円） 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

   

株式 10,000 13,440 3,440 

合計 10,000 13,440 3,440 

 

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

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 

 

①子会社株式 30,000 

②関連会社株式 145,500 

合計 175,500 

(2) その他有価証券  

 ①非上場株式 106,440 

合計 106,440 

 

当事業年度(平成 18年３月 31日現在) 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

(注) 当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、子会社株式及び関連会社以

外の有価証券の記載を省略しております。 
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(デリバティブ取引関係) 

１．取引の状況に関する事項 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容及び利用目的等 
  当社は、変動金利支払の借入金について、将来の金利変動リスクの回避、資金調達

コストの低減等を目的として、金利スワップ取引を利用しております。 

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。 

  ① ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては、特例処理を採用しております。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･金利スワップ 

ヘッジ対象･･･借入金利息 

  ③ ヘッジ方針 

    金利変動リスクのヘッジ、資金調達コストの低減等を目的として金利スワップ取

引を利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    特例処理の要件を満たす金利スワップについては、ヘッジの有効性の判定は省略

しています。 

(2) 取引に対する取組方針 
デリバティブ取引については、現在、変動金利を固定金利に変換する目的で金利ス

ワップ取引を利用しているのみであり、投機的な取引は行わない方針であります。 

(3) 取引に係るリスクの内容 
金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。 

なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の銀行であるため、相手先

の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 
デリバティブ取引の執行にあたっては、代表取締役社長及び管理本部長の承認が必

要であり、常に管理本部長が取引の状況を把握しております。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

前事業年度（自 平成16年４月1日 至 平成17年３月31日） 

金利スワップ取引を行っておりますが、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。 

(注) 当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

 

(退職給付関係) 

前事業年度(平成17年３月31日現在) 

当社は、退職一時金制度等を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

(注) 当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 
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  (税効果会計関係) 

 

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 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 

(流動資産) 

前渡金償却損金不算入額 3,876千円

賞与引当金損金算入限度超過額 3,515千円

未払事業税 1,976千円

評価性引当金額 △9,368千円

繰延税金資産計 －千円

(固定資産) 

繰越欠損金 419,850千円

その他 8,184千円

評価性引当金額 △428,034千円

繰延税金資産計 －千円

 

繰延税金負債 

(固定負債) 

その他有価証券評価差額金 1,399千円

繰延税金負債計 1,399千円 

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 

(流動資産) 

前渡金償却損金不算入額 3,876千円

賞与引当金損金算入限度超過額 3,759千円

未払事業税 1,946千円

評価性引当金額 △9,583千円

繰延税金資産計 －千円

(固定資産) 

繰越欠損金 386,785千円

その他 6,136千円

評価性引当金額 △392,921千円

繰延税金資産計 －千円

 

繰延税金負債 

――――― 

 

  

２ 法定実効税率と税効果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 

税引前当期純損失のため、差異の原因については

注記しておりません。 

２ 法定実効税率と税効果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 

課税所得が発生していないため、該当事項はあり

ません。 

 
 

(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) 

関連会社に対する投資の金額 145,500千円

持分法を適用した場合の投資の金額 84,524千円

持分法を適用した場合の投資損失の金額 50,349千円 

(注) 当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。 
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（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) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所
資本金又 
は出資金 
(千円) 

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)

当社製品の 
販売 
(注)２(1) 

32,436 売掛金 2,123

セキュリテ
ィ製品仕入 
(注)２(2) 

28,270 その他の
関係会社 

株式会社 
フォーカス 
システムズ 

東京都 
品川区 

2,905,422 
ソフトウェ
ア開発・販
売 

（被所有）
直接 33.9

なし 
営業上の
取引 

開発業務の 
外注 
(注)２(3) 

89,350 

買掛金 25,746

(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

おります。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 当社製品の販売については、市場価格等を勘案して、その都度交渉の上決定しております。 

（2）セキュリティ製品仕入については、市場価格等を勘案して、その都度交渉の上決定しており

ます。 

(3) 開発業務の外注については、市場価格等を勘案して、その都度交渉の上決定しております。 

 
２ 子会社等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

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
(％) 

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)

資金の貸付 
(注)２(1) 

40,000 － － メ デ ィ カ
ル ・ デ ー
タ・ビジョ
ン株式会社 

東京都 
千代田
区 

271,920 

医療情報統
合システム
の開発・販
売等 

（所有） 
直接 12.5

なし 
営業上の
取引、資
金援助 利息の受取 

(注)２(1) 
118 － － 関連 

会社 
ネクスト・
イット 
株式会社 

東京都 
品川区 

325,625 

セキュリテ
ィ設計・構
築サービス
等 

（所有） 
直接 20.0

なし 
営業上の
取引 

当社製品の
販売（注）
２(2) 

48,213 売掛金 50,557

(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

おります。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しております。 

(2) 当社製品の販売については、市場価格等を勘案して、その都度交渉の上決定しております。 

３ ネクスト・イット株式会社は、平成16年12月27日をもって取得しており取引金額は取得日以降

からの取引高であります。 

 

(注) 当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 
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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 28,163円81銭 １株当たり純資産額 29,508円47銭

１株当たり当期純損失 9,853円39銭 １株当たり当期純利益 1,258円99銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失である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 1,105円33銭

（注）１株当たり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  

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)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)

（千円） 
△509,114 71,469

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 
509,114 71,469

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） 51,669 56,767

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（株） 

 新株引受権 

 新株予約権 

 転換社債型新株予約権付社債 

―

―

―

3

606

7,283

普通株式増加数（株） ― 7,892

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 

新株予約権（新株予約権

の数905個）及び合併に

より承継した新株引受

権（新株引受権の数6.9

個） 

―――― 
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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) 

――――― １ イージーシステムズ株式会社との株式交換 

 当社は、平成17年12月15日開催の取締役会にお

いて、イージーシステムズ株式会社を完全子会社

とするため、商法第358条第1項の規定に基づき株

主総会の承認を得ることなく株式交換を行い、こ

れに基づいて新株式を発行することを決議し、平

成18年4月1日付で株式交換を実施いたしました。

  株式交換に関する事項の概要は以下のとおりで

あります。 

(1) 株式交換の目的 

両社のセキュリティ技術の融合により戦略

的な情報セキュリティ製品を提供し、事業領域

の拡大を飛躍的に加速させることを目的とし

ております。 

(2) 株式交換の方法 

当社は、株式交換の日の前日の最終のイージ

ーシステムズ株式会社の株主名簿に記載され

た又は記録された株主と株式交換を行ないま

す。 

(3) 株式交換の日 

平成18年４月１日 

(4) 株式交換比率 

イージーシステムズ株式会社の普通株式１

株につき、当社普通株式 0.066株を割当交付し

ます。 

 (5) 株式交換により発行する新株式数 

    当社普通株式 651.28株 

(6) イージーシステムズ株式会社の概要 

住所    東京都中央区日本橋箱崎町41番

12号日本橋第二ﾋﾞﾙ６Ｆ 

代表者   澁谷 紳一郎 

資本金   100百万円 

事業の内容 ソフトウェア開発 
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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) 

――――― ２ 子会社の設立 

当社は、平成18年４月24日開催の取締役会におい

て、下記のとおり当社100％子会社を設立すること

を決議し、平成18年４月26日に設立いたしました。

(1) 商号 

株式会社シーフォー ビジネスコンサルテ

ィング 

(2) 資本金 

30百万円 

(3) 所在地 

東京都品川区上大崎 

(4) 決算期 

３月末 

(5) 役員・従業員数 

５名 

(6) 事業内容 

情報セキュリティ・コンサルティング 

(7) 設立目的 

セキュリティ基盤の調査、分析、情報セキ

ュリティ・ポリシーの策定、情報セキュリテ

ィ・マネジメント・システムの構築及び認証

取得支援を行う目的で設立 

 
 ３ 合弁による子会社の設立 

当社は、平成18年４月28日開催の取締役会にお

いて、下記のとおり株式会社パソナテックとの合

弁により当社100％子会社を設立することを決議

し、平成18年５月下旬に設立予定であります。 

(1) 商号 

株式会社シーフォー＆パソナテック マネ

ージメントサービス 

(2) 資本金 

100百万円 

(3) 所在地 

東京都品川区上大崎 

(4) 決算期 

３月末 

(5) 役員・従業員数 

５名 

(6) 事業内容 

①内部統制・コンプライアンス強化、IT戦略に

関するコンサルティング事業 

②情報セキュリティ関連コンサルティング事業

③システムインテグレーション事業 

(7) 設立目的 

グループ戦略強化の策の一環として、ITエン

ジニアの人材サービスに特化して事業を行っ

ている株式会社パソナテックとの合弁により、

ユーザーに対して情報セキュリティ・コンサル

ティングのトータル・マネジメント・サービス

を行う予定であります。 
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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) 

 ４ 投資事業組合への出資 

 当社は、平成18年2月15日開催の取締役会におい

て、下記のとおりCMS投資事業組合への組合加入を

することを決議し、平成18年5月16日に出資契約を

締結しております。 

(1) 出資先 ＣＭＳ投資事業組合 

(2) 出資日付 平成18年5月16日 

(3) 出資金額 550,000千円 

 

  
６.生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当社の事業内容は、情報セキュリティの要素技術の研究開発、販売及びライセンスの供与等となっ

ており、生産実績については記載しておりません。 

 
(2) 受注実績 

（単位：千円） 

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)  

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

受託開発 53,083 3,000 27,105 ― 

(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 

（単位：千円） 

品目別 

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) 

情報セキュリティ事業 

セキュリティ製品販売 629,648 459,645

ライセンス収入 214,702 764,303

受託開発 60,743 30,105

その他 51,528 70,944

合計 956,623 1,324,999

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 



  23 
 

７．役員の異動（平成 18年 6月 23日付予定） 
（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 

○新任取締役候補 

若月 文男   （現 株式会社セーフリード 代表取締役社長） 

澁谷 紳一郎 （現 イージーシステムズ株式会社 代表取締役社長）  

 

○補欠監査役候補 

松留 武二  （現 シール・マネジメントパートナーズ株式会社  

ターンアラウンドスペシャリスト） 

※社外監査役候補者であります。 

 

○退任取締役 

竜沢 剣   （退任後の予定 当社技術顧問） 

小川 博久  （退任後の予定 当社 R&D事業本部技術開発部長 

兼セキュリティ監査室長） 

以 上 




