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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四捨五入し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 2,222 9.5 168 37.0 154 26.9

17年３月期 2,028 8.9 123 41.4 122 30.2

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 151 23.4 14,986 32 － － 28.0 10.7 6.9

17年３月期 122 247.9 12,180 11 － － 30.3 13.3 6.0

（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 18年3月期 10,088株 17年3月期 10,056株

③会計処理の方法の変更 有

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。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を四捨五入し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 － － － － － － － － －

17年３月期 － － － － － － － － －

 

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を四捨五入し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 1,732 616 35.5 61,016 14

17年３月期 1,150 465 40.5 46,286 19

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 10,088株 17年３月期 10,088株

②期末自己株式数 18年３月期 －株 17年３月期 －株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を四捨五入し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 △182 △98 227 206

17年３月期 △117 △10 194 259

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 1,100 20 13 － － － 　－

通　期 2,900 180 115 － 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）9,742円46銭(期末発行済株式数は、平成18年４月の公募株式数1,500株及び今

後予想されるストックオプションの権利行使432株を勘案後の12,020株を用いております。）

※　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９ページを参照して下さい。

－ 1 －



１．企業集団の状況

　　　当社は、個人から法人まで、顧客のＩＴ化に対する様々なニーズに応えるべく、「パッケージソフト事業」と「ソ

　　リューション事業」の２つの事業を展開しております。

　　　「パッケージソフト事業」では、セキュリティソフトウェアや音声認識ソフトウェア等先進的な技術を活用したソ

　　フトウェアから天文シミュレーションソフトウェア等の趣味や教育用ソフトウェアまで、幅広いラインアップをパッ

　　ケージ化して提供しております。

　　　「ソリューション事業」は、組込ソフトウェア及びハードウェア開発を行う「組込系システムソリューション」

　　と、法人顧客向けにシステム開発、システム運用保守及びコンサルティング等を行う「ビジネス系システムソリュー

　　ション」の２つのサービスを行っております。

　　　事業の詳細は以下の通りであります。

　　(1）パッケージソフト事業

　　　国内外の先進的なソフトウェア開発企業と提携し、魅力あるソフトウェアを企画、開発、ローカライズし、パッケ

　　ージ化して販売、また、導入サービスも行っております。主な商品群は次のとおりです。

　　　①サーバー製品

　　　　ログ解析ソフトウェア『SiteTracker』、メールフィルタリングソフトウェア『SurfControl E-mail Filter』、

　　　proxy/firewallソフトウェア『WinGate』等を主に法人顧客に販売しております。

　　　②リテール製品

　　　　翻訳ソフトウェア『翻訳ピカイチ』、プログラミングツール『REALbasic』、医療用音声認識ソフトウェア　

　　　『MediTalk（メディトーク）シリーズ』等を法人顧客並びに個人顧客に販売しております。

　　　③コンテンツ・教育製品

　　　　天文シミュレーションソフトウェア『ステラナビゲータ』、動画教材作成ソフトウェア『EZプレゼンテータ

　　　ー』、科学実験シミュレーションソフトウェア『クロコダイル実験室』等を主に教育機関に販売しております。

　　(2）ソリューション事業

　　　ソリューション事業は「組込系システムソリューション」と「ビジネス系システムソリューション」の２つの事業

　　サービスで構成しております。

　　　①組込系システムソリューション

　　　　株式会社アスキー時代からの長年にわたる開発実績から得たノウハウを生かし、電子機器類に内蔵される組込シ

　　　ステムの企画立案、ソフトウェア開発、ハードウェアの量産を行っております。

　　　　主な開発実績としては、モバイル型クレジットカード決済端末、携帯学習コンピュータ、Windows CEベースの多

　　　機能リモートコントローラ、その他各種コントローラ等の開発があります。

　　　②ビジネス系システムソリューション

　　　　ビジネス系システムソリューションでは「システムインテグレーション（SI）サービス」「業務アプリケーショ

　　　ン開発」、「ECサイト構築」等の事業を行っております。
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［事業系統図］

　　主要２事業の系統図は、次のとおりであります（太枠内は当社の業務範囲）。

（１）パッケージソフト事業

 
海外のオリジナル（英語版）ソフトウェア開発元 国内のオリジナルソフトウェア開発元 

ソフトウェア 
ライセンス供与 

製品企画・日本語版開発、 
マニュアル・CD-ROM・パッケージなどの制作 

企業、官公庁、学校、個人 

製品のテクニカルサポート 製品のマーケティング、製
品の販売 

当社パッケージソフト事業 

ソフトウェア 
ライセンス供与 

ロイヤリティ 
支払い 

ロイヤリティ 
支払い 

当社営業 
 

ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ 
より直販 

一次販売代理店 

二次販売会社、販売店 

卸し販売 

卸し販売 

印刷、製造会社 

印刷・製造
委託 

納品 

－ 3 －



（２）ソリューション事業

 

 

 

 

 

 

 
 

業務受託 

 

 
当社ソリューション事業 

＜ビジネス系システムソリューション＞ 

・システムインテグレーションサービス 

(システムコンサル・設計・製造) 

・業務アプリケーション開発 

・ＥＣサイト構築 

＜組込系システムソリューション＞ 

・企画立案 

・ソフトウェア開発 

・ハードウェア量産 

(プロジェクト統括・システム設計・製造) 

＜顧客企業＞ 

・通信教育企業 

・アミューズメントサービス企業 

・通信キャリア 

・インターネットコンテンツ企業  他 

＜顧客企業＞ 

・ＩＴ企業 

・製造メーカー 

・医療機関 

・金融機関  他 

＜仕入先＞ 

・コンピューター、周辺機

器メーカー 

・機器、ソフトウェア販売

会社 ＜海外外注先＞ 

・韓国（大手カード決済端末メーカー） 

・中国（各種メーカー、工場） 

・台湾（各種メーカー）  他 

＜国内外注先＞ 

・成型品設計製造及び製品製造工場 

・デザイン及びハードウェア設計会社 

・各種ソフトウェア会社  他 

製造・開発委託 納入 

＜外注先＞ 

・システム開発会社 

納入 開発委託 商品の仕入 
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２．経営方針

 ２．経営方針

（１）経営の基本方針

　　　当社は、経営理念として「お客様の期待を上回る製品やサービスを提供することにより、感動を与えることができ

    る集団でありたい」を掲げております。また、上場企業として、株主ならびにすべてのステークホルダーの期待に応

　　えるべく、事業体質の強化と更なる成長を追及していきます。

 

（２）利益配分に関する基本方針

　　　当社は、財務体質の強化および将来の事業拡張のために内部留保を図るとともに株主への還元を重要な経営課題と

　　しております。従来は、株主への還元策としては配当は行わない方針でしたが、次事業年度より業績に応じた配当を

　　継続的に行うことを基本方針といたします。配当性向はおよそ１０％程度を予定しております。

 

（３）投資単位の引下げ

　　　当社株式投資単位の引下げにつきましては、現状の株価水準や株式の流動性に照らして、現時点で実施すべき状況

　　にはないと考えておりますが、今後の株価水準、株主数、業績推移等を勘案し、適宜検討を行ってまいります。

 

（４）目標とする経営指標

　　　当社は、開業して約４年の企業であり、まだ成長途上の段階にあると認識しております。従って、経営の基本方針

　　であげたように事業体質の強化と更なる成長を追及していく所存です。このような方針のもと、営業利益額、経常利

　　益額およびそれぞれの利益成長率を重要な経営指標として、継続的な企業価値の向上を目指しております。

 

（５）中期的な会社の経営戦略

　　　当社は、パッケージソフト事業及びソリューション事業を二本柱として、事業を拡大してまいりました。パッケー

    ジソフト事業では、ｅ－ビジネスとセキュリティの分野を、ソリューション事業では組込系開発およびＥＣサイト構

    築を重点分野としてきました。今後もこれらの分野へ継続して注力するとともに、オリジナル製品の開発も行い、よ

    り収益力のある企業を目指していきます。

 

（６）会社の対処すべき課題

　　　当社は、開業以来順調に業績を伸ばしてきておりますが、ＩＴ業界における競争は激しく、当社が継続的な成長を

　　維持するために、以下のような課題を掲げて取り組んでおります。

　①パッケージソフト事業

　　パッケージソフト事業におきましては、会社の利益向上に貢献する事業と位置付け、取り扱い製品数の増加およびオ

　リジナル製品の開発を行っていく予定です。パッケージ製品は比較的ライフサイクルが短く、収益拡大のために、常に

　新規ソフトウェアの発掘、開発を行う必要があります。当社がこれまでに築き上げた国内外のソフトメーカー等との連

　携を強化する一方、ユニークなソフトウェアを持つメーカーの新規開拓を積極的に進めております。また、当社のオリ

　ジナリティが発揮でき、付加価値の高いオリジナルソフトの開発に経営資源を投入していく方針です。

　②ソリューション事業

　　ソリューション事業におきましては、会社の収益基盤を支える事業と位置付け、組込およびハードウェア開発の増

　加、既存顧客からのリピートオーダーの増加を主眼として展開していきたいと考えております。組込およびハードウェ

　ア開発の分野では、クレジットカード決済モバイル端末である『ASCAM-100』の積極展開を、ビジネス系開発の分野で

  は「ＥＣサイト」構築案件の増加を進めていく方針です。

　③人材の確保と育成

　　事業の拡大、サービス・技術の質の維持は優秀な人材によって具現化されます。その目的を果たすため、優秀な人材

　を積極的に採用するとともに既存の人材のレベルアップを図ります。次事業年度より新卒採用活動も始め、将来を見据

　えた人材の確保および育成を行っていきます。また、優秀な人材が意欲をもって、その能力を最大限発揮できるよう、

　既に採用している社員に対する満足度調査、インセンティブ制度、ストックオプション等の制度もさらに充実させてい

　きたいと考えております。

 

（７）親会社等に関する事項

　　　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

 （１）経営成績

　当期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）におけるわが国経済は、企業収益の回復を背景とした設備投

資が増加し、雇用環境も改善の兆しを見せるなど、総じて緩やかながらも景気の回復を維持する状況で推移いたし

ました。

　　　　当社の属するＩＴ関連業界におきましては、好調な企業収益を背景に、企業におけるＩＴ投資は引き続き堅調に

　　　推移いたしましたものの、一方で競争も激しく、受注には相応の努力が必要な状況にありました。

　　　　このような状況の中で、当社は、パッケージソフト事業およびソリューション事業のいずれにおいても企業向け

　　　ビジネスにシフトして各事業の拡大を推進してまいりました。

　　　　その結果、当期の売上高は2,222百万円（前期比9.5％増）、経常利益は154百万円（前期比26.9％増）、当期純

　　　利益151百万円（前期比23.4％増）といずれも前期を上回る業績をあげることができました。

　　　　当期における事業別の業績は次のとおりです。

 

　　　＜パッケージソフト事業＞

　　　　パッケージソフト事業におきましては、一般個人向けソフト市場が低迷する中で、「リテール製品」は苦戦を強

　　　いられましたが、これに対し、企業向け「サーバー製品」へのシフトを全社的に強化し、特に当社の主力商品であ

　　　る『SiteTracker』への重点的営業活動を行いました。

　　　　この結果、売上高は748百万円（前期比16.2％増）と増収を達成することができました。

 

　　　＜ソリューション事業＞

　　　　ソリューション事業におきましては、マーケットの拡大に対応して、積極的に新規顧客・新規案件の開拓を推進

　　　いたしました。「組込系システムソリューション」においては、開発したモバイル型クレジットカード決裁端末

　　　『ASCAM-100』が収益に寄与した他、新たに３つのプロジェクトがスタートいたしました。また、「ビジネス系シ

　　　ステムソリューション」においても、ＥＣサイト関連ビジネスを中心に、多数の新たなプロジェクトを開始するこ

　　　とができました。

　　　　この結果、売上高は1,474百万円（前期比6.5％増）と増収になりました。

 

（２）財政状態

　　　当期における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ53百万円減少し、206百万円となりました。

　　　当期における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下の通りであります。

　（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資金は182百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益が152百万円あったものの

　　、売上債権の増加261百万円、たな卸資産の増加219百万円等の要因によるものです。

　（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資金は98百万円となりました。これは主に、その他の投資による支出100百万円等の要因

　　によるものです。

　（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資金は227百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加170百万円等の要因による

　　ものです。

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年3月期 平成18年3月期

株主資本比率（％） 40.5 35.5

時価ベースの株主資本比率

（％）
－ －

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ －

 （注）1．上記指標の算出方法は、以下のとおりであります。

　　　　　a) 自己資本比率：自己資本／総資産
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　　　　　b) 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　　　 (平成18年３月期末時点において、当社は非上場でありましたので記載しておりません。)

　　　　　c) 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　d) 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．各指標は、いずれも財務数値により計算しております。

　　　 3．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は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。

　　　 4．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、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。

　　　 5．前会計年度及び当会計年度においては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及び

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。

（３）事業等のリスク

　　　以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な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、投資判断あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と

　　考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

　　　なお、以下の記載事項は、決算発表日現在において当社が判断したものであり、実際に起こりうるリスクをすべて

　　網羅するものではありません。

 

　①事業環境について

　　ⅰ．パッケージソフト事業におきましては、社団法人日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会の調査結果に拠

　　　れば、パソコンソフトウェアの平成16年度国内出荷金額は、前年度比約10％増の8,257億円となっております。日

　　　本経済の回復に伴い、企業のIT投資が回復基調にあり、また、平成17年４月に施行された個人情報保護法により、

　　　企業や個人でのセキュリティ意識が高まり、セキュリティ関連市場等の成長が見込まれています。

　　　　このような環境下、他社との競合は一層激しくなることも想定され、その場合には、当社の業績に影響を及ぼす

　　　可能性があります。

　　ⅱ．ソリューション事業におきましては、IDC Japanの国内ITサービス市場産業別調査結果に拠れば、平成17年の国

　　　内ITサービス市場は前年比3.4％増の４兆7,275億円規模となっております。同事業も、日本経済の回復に伴い、企

　　　業のIT投資が回復基調にあり、また、業界再編や企業・事業連携等に伴い、そのニーズは高まっております。

　　　　このような環境下、他社との競合は一層激しくなることも想定され、その場合には、当社の業績に影響を及ぼす

　　　可能性があります。

　　ⅲ．また、景気の低迷等によって企業のIT投資が抑制されるような環境下においては、他社との価格競争が一層激化

　　　し、売上高及び利益が減少する可能性があります。

 

　②業績変動要因について

　　ⅰ．他社との競合について

　　　　パッケージソフト事業におきましては、最先端製品や企業向けのサーバー製品等を取り扱うことにより、競合他

　　　社との差別化と付加価値の確保に努めています。しかしながら、当社が先行する分野への大手企業の参入等によ

　　　り、当社の競争力が低下し、当社の業績に影響を与える可能性があります。また、景気の低迷等によって企業のIT

　　　投資が抑制されるような環境下においては、他社との価格競争の激化により売上高及び利益が減少する可能性があ

　　　ります。

　　　　ソリューション事業におきましては、システム開発を業とする殆どの会社が競合相手となります。また、当社が

　　　新たに開発業務を請け負うに際しては、相見積りとなるのが基本形です。当社の提案が受注につながらないケース

　　　が多発した場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　　ⅱ．ライセンス契約について

　　　　パッケージソフト事業におきましては、国内外の開発元からライセンス供与を受け、国内販売総代理店として、

　　　“SiteTracker”をはじめ約20種のパッケージソフトを販売しております。しかし、当社が予定しておりますライ

　　　センス等の新規契約、更新が不調に終わった場合等、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　　ⅲ．受託開発案件の納期変更について

　　　　受託開発案件については、プロジェクト管理を徹底しております。しかしながら、当社の想定を超える納期変更
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　　　による納期遅延が発生した場合、プロジェクト収支が悪化、又は赤字となり当社の業績に影響を与える可能性があ

　　　ります。

　　ⅳ．外注体制について

　　　　当社におきましては、パッケージソフト事業におけるパッケージの製造、ソリューション事業におけるシステム

　　　開発の一部業務、組込系システムソリューションにおける製品の製造等、外部の協力会社に外注を行っておりま

　　　す。何らかの事情で、外注体制に支障をきたした場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　　ⅴ．業績の季節変動について

　　　　当社の平成17年３月期及び平成18年３月期における四半期毎の業績は以下のとおりであります。

 

平成17年３月期

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

売上高（百万円） 351 507 469 702 2,028

同割合（％） 17.3 25.0 23.1 34.6 100.0

営業利益（百万円） △13 18 5 113 123

同割合（％） △10.2 14.5 4.3 91.5 100.0

 平成18年３月期

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

売上高（百万円） 342 564 496 820 2,222

同割合（％） 15.4 25.4 22.3 36.9 100.0

営業利益（百万円） △31 50 5 142 166

同割合（％） △18.8 30.2 3.1 85.5 100.0

　　　　ソリューション事業におきましては、主として顧客企業の情報関連及び設備投資予算の影響を受けやすく、３月

　　　決算の企業も多いことから、当社の売上高は、第４四半期（３月）に集中する傾向があります。従って、当社の四

　　　半期もしくは半期の業績は、必ずしも通期の業績に連動するものではなく、それらの四半期又は半期の業績だけを

　　　もって、当社の通期の業績を予想することは困難となっております。

　③商標権について

　　当社は、株式会社アスキーと「ＡＳＣＩＩアスキー」ブランド及びロゴについての商標権許諾契約書を締結しており

　ます。

　　当社は、現状このブランド及びロゴを社名・商品名等で広範に使用しており、契約期間満了（平成19年４月14日）後

　に更新ができない場合には、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

　④株式会社メディアリーヴスとの関係について

　　ⅰ．メディアリーヴスについて

　　　　同社は、平成18年４月５日現在、当社株式の16.8％を保有している筆頭株主であります。同社は、当社の主要取

　　　引先であります株式会社アスキー及び株式会社エンターブレイン両社の持株会社であり、角川ホールディングスの

　　　連結子会社でもあります。

　　ⅱ．株式会社アスキーについて

　　　　当社は元々株式会社アスキーのメディアネット事業部を母体として独立した経緯もあり、平成18年３月期におい

　　　て、同社への売上高の割合は4.2％となっております。

　　　　今後、取引先を増加させる等によるリスク分散を図り、同社への売上高の割合は低下する見込ですが、それまで

　　　の間は、同社との取引関係の変動により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　　ⅲ．株式会社エンターブレインについて

　　　　同社は、元々、株式会社アスキーの連結子会社でしたが、株式会社メディアリーヴスが純粋持株会社として設立
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　　　され、株式会社アスキーと兄弟会社となった経緯があります。平成18年３月期において、同社への売上高の割合は

　　　7.0％となっております。

　　　　今後、取引先を増加させる等によるリスク分散を図り、同社への売上高の割合は低下する見込ですが、それまで

　　　の間は同社との取引関係の変動により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　⑤小規模組織であることについて

　　当社は、平成18年３月31日現在、従業員91名の小規模組織であり、内部管理体制も規模に応じたものになっておりま

　す。

　　今後も事業拡大や業務内容の多様化に対応するべく、人員増強及び内部管理体制の充実を図っていく方針であります

　が、人材等の拡充が予定通り進まなかった場合、社外に人材が流出した場合には、業務運営に支障をきたし、当社の業

　績に影響を及ぼす影響があります。

 

　⑥特定の人物への依存について

　　当社の代表取締役社長である田北幸治は、当社の経営方針及び経営戦略全般の決定、主要取引先へのトップセール

　ス、経営管理及び利益計画の推進等、会社運営の各方面の業務に大きく関与しております。

　　現在、当社では、経営組織内の権限委譲や人員拡充を推進し、経営組織の強化に努め、田北幸治個人の能力に過度に

　依存しない体制を構築しつつありますが、仮に田北幸治が、何らかの理由で当社の経営に携わることが困難となった場

　合、当社の事業に大きな影響を及ぼす可能性があります。

　⑦情報管理について

　　高度情報社会の進展に伴い、個人情報の保護は極めて重要な問題となっており、平成17年４月１日に個人情報保護法

　が施行されました。

　　当社は、開発業務受託先の内部情報や顧客データを取り扱う事業環境にありますので、顧客の安全性・信頼性に重点

　を置いた政策をとり、ISO9001に準拠した品質重視の開発・運用の推進等、情報セキュリティ対策の情報管理には万全

　を期した体制を構築しております。また、当社の取り扱う個人情報につきましても、個人情報保護法の対象となること

　から、委員会を設置してマニュアルを整備、その運用を徹底させるなどで、情報の管理に細心の注意を払っておりま

　す。なお、当社ホームページに社長宣言文・当社の体制を掲載しております。

　　しかしながら、今後、様々な要因により、個人情報の漏洩に類する事態が発生した場合には、損害賠償や信用失墜に

　より、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　⑧企業の買収・合併について

　　当社は、平成16年10月、人材の確保及び事業拠点の確保を目的として、インターネットテクノロジ株式会社を吸収合

　併いたしました。

　　今後も、同様の目的で、企業の買収・合併等を行う場合が考えられます。当社は、買収を行う際には、対象企業の財

　務内容や契約関係等について詳細なデューデリジェンスを行うことによって、極力リスクを回避するように努めていま

　すが、買収後に偶発債務の発生や未認識債務が判明する可能性も否定できず、その場合には、当社の業績に影響を与え

　る可能性があります。

　⑨ストックオプション行使による影響

　　当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基づき、新株予約権を発行する方法によるストックオプション制度を採

　用しており、平成15年３月27日開催の臨時株主総会及び平成17年３月18日開催の臨時株主総会において、当社役員及び

　従業員等に対して、新株予約権を発行することを特別決議で承認しております。

　　当該ストックオプション制度は、当社役員及び従業員等の士気や業績向上に対する意欲を高めるために有効な制度で

　あると当社は認識しておりますが、当該新株予約権が行使されると発行済株式総数が増加して１株当たりの株式価値が

　希薄化する可能性があります。なお、今後とも優秀な人材を確保することを目的として、当社は同様のインセンティブ

　プランを実施することを検討しております。　　

 

（４）次期の見通し

　　　わが国の経済状況をマクロ的に観測すると、消費の増加に伴う企業収益の改善や雇用の増加が見られ、経済全体と

　　しては堅調に推移すると予想されます。
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　　　当社が属するＩＴ業界においては、企業の投資意欲の増加に伴い、需要増が望めるものの企業間の競争はより激化

　　すると思われます。

　　　このような状況の中、当社は継続的な成長を達成するために、パッケージソフト事業においては、セキュリティ、

　　ｅ－ビジネスの分野に注力し、パブリッシャーとしての新規製品を追加するともにオリジナル製品を開発、販売して

　　いく予定です。またソリューション事業においては、リピートオーダーおよび保守・運用案件を増やし安定収益基盤

　　を築くとともに、組込およびハードウェア開発の分野では、クレジットカード決済モバイル端末である『ASCAM-100

    』の積極展開を、ビジネス系開発の分野では「ＥＣサイト」構築案件の増加を進めていく方針です。

　　　以上により、次期の見通しとしましては、売上高は2,900百万円、経常利益は180百万円、当期純利益は115百万円

　　を計画しております。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
第23期

（平成17年３月31日）
第24期

（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   258,932   205,666   

２. 受取手形   －   3,459   

３．売掛金   539,401   797,022   

４．商品   31,870   106,272   

５．製品   17,566   12,311   

６．原材料   10,346   9,803   

７．仕掛品   153,109   309,781   

８．貯蔵品   6,824   414   

９．前払費用   12,331   7,710   

１０．その他   6,904   7,633   

貸倒引当金   △2,628   △1,813   

流動資産合計   1,034,656 89.9  1,458,258 84.2 423,601

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  8,112   8,112    

減価償却累計額  6,386 1,726  6,705 1,407   

２．器具及び備品  33,558   36,740    

減価償却累計額  23,612 9,946  28,792 7,948   

有形固定資産合計   11,672 1.0  9,355 0.5 △2,317

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   11,662   179,763   

２．電話加入権   666   666   

無形固定資産合計   12,327 1.1  180,428 10.4 168,101
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第23期

（平成17年３月31日）
第24期

（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）

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   19,000   11,899   

２．保証金   52,343   52,482   

３．敷金   19,402   18,982   

４．その他   1,076   447   

貸倒引当金   △5   △1   

投資その他の資産合計   91,816 8.0  83,809 4.8 △8,007

固定資産合計   115,816 10.1  273,592 15.8 157,777

資産合計   1,150,472 100.0  1,731,850 100.0 581,378

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   207,013   224,428   

２．短期借入金   270,000   440,000   

３．１年以内返済予定長期
借入金

  33,324   60,547   

 ４．未払金   24,931   108,305   

５．未払費用   50,265   35,352   

６．未払法人税等   4,317   3,088   

７．未払消費税   17,815   －   

８．前受金   －   20,451   

９．預り金   －   129,617   

１０．その他   9,285   1,179   

流動負債合計   621,123 54.0  1,022,967 59.1 401,844

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   63,899   93,352   

固定負債合計   63,899 5.6  93,352 5.4 29,453

負債合計   685,022 59.5  1,116,319 64.5 431,297

－ 12 －



  
第23期

（平成17年３月31日）
第24期

（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）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  304,200 26.4  304,200 17.6 －

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金　　　  39,974   39,974    

資本剰余金合計   39,974 3.5  39,974 2.3 －

Ⅲ　利益剰余金         

１．当期未処分利益  122,482   273,664    

利益剰余金合計 ※２  122,482 10.6  273,664 15.8 151,182

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  △1,207 △0.1  △2,308 △0.1 △1,101

資本合計   465,450 40.5  615,531 35.5 150,081

負債資本合計   1,150,472 100.0  1,731,850 100.0 581,378
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(2）損益計算書

  
第23期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（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   2,028,446 100.0  2,222,145 100.0 193,699

Ⅱ　売上原価         

１．製商品期首たな卸高  59,789   49,436    

２．当期商品仕入高  353,128   214,053    

３．当期製品製造原価  829,171   1,157,392    

４．支払ロイヤリティ  216,131   188,522    

合計  1,458,219   1,609,400    

５．他勘定振替高 ※１ 1,841   7,204    

６．製商品期末たな卸高  49,436 1,406,942 69.4 118,583 1,483,613 66.8 76,672

売上総利益   621,504 30.6  738,531 33.2 117,027

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  498,758 24.6  570,383 25.7 71,624

営業利益   122,746 6.1  168,148 7.6 45,403

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2   2    

２．受取配当金  350   300    

３．受取販売奨励金  4,189   －    

４.投資有価証券売却益
 

 －   119    

５．為替差益
 

 －   69    

６．雑収入  834 5,375 0.3 67 557 0.0 △4,818

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  5,161   7,051    

２．為替差損  489   －    

３.新株発行費  －   6,911    

４．雑損失  834 6,484 0.3 413 14,375 0.6 7,891

経常利益   121,637 6.0  154,330 6.9 32,694

－ 14 －



  
第23期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（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）

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  1,610 1,610 0.1 818 818 0.0 △792

Ⅶ　特別損失         

１．投資有価証券評価損  － － －  2,995 0.1 2,995

税引前当期純利益   123,247 6.1  152,153 6.8 28,906

法人税、住民税及び事
業税

  765 0.0  971 0.0 206

当期純利益   122,482 6.0  151,182 6.8 28,700

前期繰越利益   －   122,482  122,482

当期未処分利益   122,482   273,664  151,182
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製造原価明細書

  
第23期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（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　材料費  39,730 4.3 29,351 2.2  

Ⅱ　労務費  270,992 29.5 313,068 23.7  

Ⅲ　経費 ※１ 609,224 66.2 979,494 74.1  

当期総製造費用  919,945 100.0 1,321,913 100.0 401,968

期首仕掛品たな卸高  62,849  153,109   

合計  982,794  1,475,022  492,228

期末仕掛品たな卸高  153,109  309,781   

他勘定振替高 ※２ 514  7,849   

当期製品製造原価  829,171  1,157,392  328,221

 原価計算の方法 原価計算の方法

 　原価計算の方法は、製品別個別原価

計算であり、実際原価を用いて計算し

ております。

同左

　（注）※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。

項目
第23期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

業務委託費（千円） 468,030 654,456

生産印税（千円） 49,706 52,027

消耗品費（千円） 26,775 127,482

外注加工費（千円） 16,139 53,819

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目
第23期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

材料仕入高（千円） － 3,828

広告宣伝費（千円） 418 1,967

その他（千円） 96 2,054
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(3）キャッシュ・フロー計算書

  
第23期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（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） 金額（千円）
増減

（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  123,247 152,153  

減価償却費  8,930 13,666  

貸倒引当金の増減額（減少△）  △2,034 △818  

その他の引当金の増減額（減少△）  △6,000 －  

受取利息及び受取配当金  △352 △302  

支払利息  5,161 7,051  

売上債権の増減額（増加△）  △142,994 △261,081  

たな卸資産の増減額（増加△）  △63,583 △218,866  

仕入債務の増減額（減少△）  △16,582 17,415  

その他の資産の増減額（増加△）  10,277 6,883  

その他の負債の増減額（減少△）  △27,224 110,807  

小計  △111,154 △173,092 △61,938

利息及び配当金の受取額  352 302  

利息の支払額  △5,483 △6,575  

法人税等の支払額  △760 △2,202  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △117,045 △181,565 △64,520

－ 17 －



  
第23期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（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） 金額（千円）
増減

（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  △4,921 △3,182  

投資有価証券の取得による支出  △4,800 －  

投資有価証券の売却による収入  － 3,004  

貸付金の回収による収入  275 563  

その他の投資による支出  △3,092 △99,648  

その他の投資による収入  2,646 886  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △9,892 △98,376 △88,484

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減額（減少△）  96,955 170,000  

長期借入れによる収入  100,000 90,000  

長期借入金の返済による支出  △2,777 △33,324  

財務活動によるキャッシュ・フロー  194,178 226,676 32,498

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額　      
（減少△）

 67,241 △53,266 △120,507

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  110,474 258,932 148,458

Ⅵ　合併による現金及び現金同等物の
増減額（減少△）

 81,217 － △81,217

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  258,932 205,666 △53,266
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(4）利益処分案及び損失処理案

利益処分計算書
     

  
第23期

株主総会承認日
（平成17年６月28日）

第24期
株主総会承認予定日

（平成118年６月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   122,482  273,664

Ⅱ　次期繰越利益   122,482  273,664
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重要な会計方針

項目
第23期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（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

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）

その他有価証券

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品、製品、原材料

総平均法による原価法

(1）商品、製品、原材料

同左

(2）仕掛品

個別法による原価法

(2）仕掛品

同左

(3）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(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　　　　　　10～15年

器具及び備品　　２～５年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、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）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

同左

５．引当金の計上基準 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

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

貸倒引当金

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、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ヶ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

 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

　消費税及び地方消費税につきましては税

抜方式にて処理しております。

消費税等の会計処理

                同左 
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会計処理方法の変更

第23期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（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。 　（固定資産の減損に係る会計基準）

　当会計期間から「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）

 該当事項はありません。

 

 （貸借対照表）

 前事業年度において流動負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「前受金」及び「預り金」は、総資産の100分

の１を超えたため区分掲記しました。なお、前期における

「前受金」及び「預り金」の金額は、それぞれ8,215千円及

び4,173千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第23期
（平成17年３月31日）

第24期
（平成18年３月31日）

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 131,840株

 優先株式 28,160株

発行済株式総数 普通株式 8,808株

 優先株式 28,160株

授権株式数 普通株式 40,000株

 優先株式 －株

発行済株式総数 普通株式 10,088株

 優先株式 －株

※２．平成16年６月29日開催の定時株主総会において下記

の準備金及び積立金で欠損てん補を行っております。

利益準備金 520千円

別途積立金 9,000

資本準備金 255,027

　３．コミットメントライン（借入金限度額）契約

運転資金の機動的な調達を行うため、取引銀行１行

と貸出コミットメント契約を締結しております。

当会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

　３．コミットメントライン（借入金限度額）契約

運転資金の機動的な調達を行うため、取引銀行１　

行と貸出コミットメント契約を締結しております。

当会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

貸出コミットメントの総額 100,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 100,000千円

貸出コミットメントの総額 100,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 －千円
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（損益計算書関係）

第23期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

広告宣伝費 1,032千円

その他 809

材料仕入高 3,828千円 

広告宣伝費 1,968     

その他 　1,408 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は７％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は93％であり

ます。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は7％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は93％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 33,025千円

給与手当 227,939

業務委託費 29,059

広告宣伝費 26,595

賃借料 60,953

減価償却費 2,158

貸倒引当金繰入 82

役員報酬 30,974千円

給与手当 244,883

業務委託費 46,876

広告宣伝費 17,207

賃借料 65,854

減価償却費 3,852

無形固定資産償却費 7,889

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第23期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（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貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

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） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 258,932千円

現金及び現金同等物 258,932 

現金及び預金勘定 205,666 千円

現金及び現金同等物 205,666  

２．重要な非資金取引の内容

第23期に合併したインターネットテクノロジ株式会社

より引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおり

であります。また、合併により増加した資本準備金

は801千円であります。

流動資産 164,088千円

固定資産 49,058 

資産合計 213,146 

流動負債 212,345 

負債合計 212,345 
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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）

内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なリー

ス取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定に

より記載を省略しております。

 

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

 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）

 ソフトウェア 5,100 4,664 435

合計 5,100 4,664 435

 

 ２．未経過リース料期末残高相当額

  １年内 1,299千円

 １年超 － 

合計 1,299 

  

 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 1,745千円

 減価償却費相当額 1,157 

 支払利息相当額 38 

  

 ４．減価償却費相当額の算定方法

 減価償却費相当額の算定方法は、定率法によっておりま

す。 

 

 ５．利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース資産計上価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。
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

第23期
（平成17年３月31日）

第24期
（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
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

(1）株式 － － －    

小計 － － －    

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 15,407 14,200 △1,207 12,403 10,094 2,308

小計 15,407 14,200 △1,207 12,403 10,094 2,308

合計 15,407 14,200 △1,207 12,403 10,094 2,308

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類

第23期
（平成17年３月31日）

第24期
（平成18年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 4,800 1,804

③　デリバティブ取引

　第23期（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び第24期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

におきまして、当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、平成15年10月より、確定拠出年金制度を採用しております。

２．退職給付費用に関する事項

第23期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

確定拠出型退職給付制度に係る費用 10,912千円 確定拠出型退職給付制度に係る費用 13,775千円
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⑤　税効果会計

第23期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（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

繰延税金資産 （千円）

繰越欠損金 51,456

減価償却超過額 12,390

繰延税金資産償却限度超過額 7,562

賞与引当金繰入限度超過額 2,313

たな卸資産除却損否認額 1,709

その他 728

繰延税金資産小計 76,158

評価性引当額 △76,158

繰延税金資産合計 －

繰延税金資産 （千円）

繰越欠損金 8,411

減価償却超過額 3,175

繰延税金資産償却限度超過額 222

たな卸資産除却損否認額 288

その他 788

繰延税金資産小計 12,883

評価性引当額 △12,883

繰延税金資産合計 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負担

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

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負担

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 40.7

（調整）  

住民税均等割額 0.6

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.0

評価性引当額 △40.6

その他 △1.1

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
0.6

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

住民税均等割額 0.6

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.3

評価性引当額 △41.6

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
0.6

⑥　持分法損益等

　第23期（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び第24期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

におきまして、当社には子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。

－ 26 －



⑦　関連当事者との取引

第23期（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

属性
会社の名
称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

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

法人主要株

主

株式会社

パート

ナーシス

テム

東京都中

央区
81,250

ＩＴコン

サル事業、

システム

開発請負

（被所有）

直接　15.9

兼任

１名

業務委

託先
業務委託 1,800 － －

 （注）　株式会社パートナーシステムは現在社名が株式会社パートナーとなっております。

２．兄弟会社等

属性
会社の名
称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

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

主要株主

（会社等）

が議決権の

過半数を所

有している

会社等

株式会社

アスキー

東京都千

代田区
433,000

ＰＣ・Ｉ

Ｔ関連出

版事業

－ なし

仕入先

システム機

器、商材仕

入

52,044 未払金 472

業務受

託先

システム開

発、開発支

援

140,331 売掛金 6,867

主要株主

（会社等）

が議決権の

過半数を所

有している

会社等

株式会社

エンター

ブレイン

東京都千

代田区
410,000

雑誌、書

籍の出版

事業

－ なし

仕入先

システム機

器、商材仕

入

67,427 － －

業務受

託先

システム開

発、開発支

援

169,809 売掛金 38,502

　（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

一般的取引条件と同様に決定しております。

－ 27 －



第24期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

１．親会社及び法人主要株主等

属性
会社の名
称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

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

法人主要株

主

株式会社

パート

ナー

東京都中

央区
81,250

ＩＴコン

サル事業、

システム

開発請負

（被所有）

直接　15.9

兼任

１名

業務委

託先
業務委託 10,169 － －

 

２．兄弟会社等

属性
会社の名
称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

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

主要株主

（会社等）

が議決権の

過半数を所

有している

会社等

株式会社

アスキー

東京都千

代田区
433,000

ＰＣ・Ｉ

Ｔ関連出

版事業

－ なし

     

業務受

託先

システム開

発、開発支

援

94,256 売掛金 6,647

主要株主

（会社等）

が議決権の

過半数を所

有している

会社等

株式会社

エンター

ブレイン

東京都千

代田区
410,000

雑誌、書

籍の出版

事業

－ なし

   － －

業務受

託先

システム開

発、開発支

援

154,663 売掛金 17,278

　（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

一般的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）

第23期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（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 46,286円19銭

１株当たり当期純利益金額 12,180円11銭

１株当たり純資産額 61,016円13銭

１株当たり当期純利益金額 14,986円32銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、ストックオプションに係る新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしてい

ないため、期中平均株価が把握できませんので記載してお

りません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、ストックオプションに係る新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしてい

ないため、期中平均株価が把握できませんので記載してお

りません。

　当社は、平成17年３月23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

の第22期における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 34,278円41銭

１株当たり当期純利益金額 3,511円94銭

  

  

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、ストックオプションに係る新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしてい

ないため、期中平均株価が把握できませんので記載してお

りません。

 

　（注）　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。

 
第23期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純利益（千円） 122,482 151,182

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） 122,482 151,182

期中平均株式数（株） 10,056 10,088

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

新株予約権1種類（新株予約権の目

的となる株式の数500株）。

新株予約権2種類（新株予約権の目

的となる株式の数1,000株）。
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（重要な後発事象）

第23期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　平成17年３月18日開催の株主総会決議に基づき、平成17

年４月１日新株予約権399個を、また平成18年２月３日に

新株予約権101個を発行いたしました。

　平成18年３月１日及び平成18年３月15日開催の取締役会

において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成18年

４月５日に払込が完了いたしました。

　この結果、平成18年４月５日付で資本金は495,450

千円、発行済株式総数は11,588株となっております。

 ①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方式に

よる募集)

②　発行する株式の種類及

び数

：普通株式　　　 1,500株

③　発行価格 ：１株につき　 350,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき　 322,000円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。

⑤　発行価額 ：１株につき　　255,000円

(資本組入額　 127,500円)

⑥　発行価額の総額 ：　　　　　　382,500千円

⑦　払込金額の総額 ：　　　　　　483,000千円

⑧　資本組入額の総額 ：　　　　　　191,250千円

⑨　払込期日 ：平成18年４月５日

⑩　配当起算日 ：平成18年４月１日

⑪　資金の使途 借入金返済及び設備投資
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５．生産、受注及び販売の状況

 

(1）生産実績

　当社はサービス提供が主業務であるという事業の性格上、生産実績の記載になじまないため、記載しておりません。

(2）受注状況

　当事業年度の受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

 

事業部門別の名称

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

パッケージソフト事業 747,775 116.2 0 －

ソリューション事業 1,575,454 103.7 519,059 124.2

合計 2,323,229 107.4 519,059 124.2

 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

      ２．パッケージソフト事業においては、受注即出荷を行っているため、受注残高はありません。

(3）販売実績

　当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別の名称

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

パッケージソフト事業 747,775 116.2

ソリューション事業 1,474,370 106.5

合計 2,222,145 109.5

６．役員の異動

　　　取締役及び監査役の異動につきましては、平成18年５月26日発表の「役員人事異動に関するお知らせ」をご参照願

　　います。

 

 

－ 31 －


