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平成 18年 5月期             個別財務諸表の概要 

      

平成18年7月21日 

上 場 会 社 名        株式会社フレームワークス           上場取引所  東京証券取引所（東証マザーズ） 

コ ー ド 番 号        3740                    本社所在都道府県 静岡県 

（URL http://www.frame-wx.com/） 

代 表 者  代表取締役社長  氏名  田中 純夫 

問合せ先責任者  執行役員総合企画本部長 氏名  石神 成夫  ＴＥＬ(054) 286 - 5411 

決算取締役会開催日  平成 18年 7月 21日  配当支払開始予定日  平成 ―年 ―月 ―日 

定時株主総会開催日  平成 18年 8月 25日  単元株制度採用の有無 無 

 

１． 平成 18年 5月期の業績（平成17年 6月 1日～平成18年 5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 

 

18年5月期 

17年5月期 

百万円

1,364 

1,954 

 ％ 

(△30.2) 

 (△20.9) 

  百万円 

△583 

181 

 ％ 

―   

(△27.2)  

百万円

△618 

161 

％ 

―   

(△29.6)  

 

 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 

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常 利 益率 

売 上 高 
経常 利 益率 

 

18年5月期 

17年5月期 

百万円

△864 

108 

 ％ 

―  

(3.0) 

円 

△13,234 

1,696 

銭 

66 

77 

円 

― 

1,645 

銭 

― 

60 

％ 

△75.0 

9.4 

％ 

△27.9 

10.3 

％ 

△45.3 

8.2 

（注）①期中平均株式数      18年5月期    65,355株  17年5月期    63,800株 

②会計処理の方法の変更   無 

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 

（2）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     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

18年5月期 

17年5月期 

百万円 

2,552 

1,879 

百万円 

808 

1,498 

％ 

31.7 

79.7 

円 

12,120 

23,024 

銭 

15 

81 

（注）①期末発行済株式数     18年5月期  66,688株  17年5月期    65,070株 

   ②期末自己株式数      18年5月期     0株  17年5月期      ―株 

 

２．平成19年5月期の業績予想(平成18年6月1日～平成19年5月31日)               

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

中間期 

通 期 

百万円 

1,482 

2,737 

百万円 

181 

305 

百万円 

176 

295 

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期) 4,436円 88銭   

 

３．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

配当金総額 

（百万円） 

配当性向 

（％） 

純資産 

配当率（％） 

17年5月期 ― ― ― ― ― ― 

18年5月期 ― ― ― ― ― ― 

19年5月期(予想) ― ― ―    

 

 

 

 

 

 

 

 

＊上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、不確実性を含んでおり

ます。実際の業績は、今後様々な要因により、予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業

績予想に関する事項は「平成18年5月期 決算短信（連結）」の添付資料9ページ「次期の見通し」をご参照下さい。 
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４．財務諸表等 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

 

  
前事業年度 

(平成17年５月31日) 
当事業年度 

(平成18年５月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金   980,447   81,075   

２ 売掛金   399,606   363,816   

３ 前払費用   27,312   ―   

４ 繰延税金資産   36,845   34,663   

５ その他   3,639   26,189   

貸倒引当金   △5,512 
 
 

 △1,176 
 
 

 

流動資産合計   1,442,338 76.7  504,568 19.8 △937,770 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物  24,566   26,376    

減価償却累計額  △4,942 19,623  △6,810 19,566   

(2) 工具器具備品  49,389   107,627    

減価償却累計額  △31,605 17,783  △53,062 54,564   

有形固定資産合計   37,407 2.0  74,131 2.9 36,723 

２ 無形固定資産         

(1) ソフトウェア   108,618   127,056   

(2) その他   779   779   

無形固定資産合計   109,397 5.8  127,836 5.0 18,438 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   20,730   103,900   

(2) 関係会社株式   10,883   1,643,207   

(3) 繰延税金資産   156,282   ―   

(4) 敷金保証金   47,656   58,213   

(5) 権利金 ※2  25,748   5,718   

(6) 保険積立金   28,840   35,210   

投資その他の資産合計   290,141 15.5  1,846,250 72.3 1,556,109 

固定資産合計   436,946 23.3  2,048,217 80.2 1,611,271 

資産合計   1,879,284 100.0  2,552,785 100.0 673,501 
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前事業年度 

(平成17年５月31日) 
当事業年度 

(平成18年５月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 買掛金   1,108   19,731   

２ 未払金   102,345   96,725   

３ 未払費用   54,829   74,461   

４ 未払法人税等   27,500   5,290   

５ 未払消費税等   17,302   2,054   

６ 前受収益   29,145   ―   

７ 賞与引当金   15,724   16,658   

８ その他   4,615   21,902   

流動負債合計   252,570 13.5  236,823 9.3 △15,747 

Ⅱ 固定負債         

１ 社債   ―   1,350,000   

２ 退職給付引当金   33,117   44,829   

３ 役員退職慰労引当金   95,371   101,023   

４ 繰延税金負債   ―   11,840   

固定負債合計   128,489 6.8  1,507,693 59.0 1,379,204 

負債合計   381,060 20.3  1,744,517 68.3 1,363,457 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※１  533,430 28.4  ― ― △533,430 

Ⅱ 資本剰余金         

資本準備金  597,214   ―    

資本剰余金合計   597,214 31.8  ― ― △597,214 

Ⅲ 利益剰余金         

１ 任意積立金        

(1) 特別償却準備金  2,248   ―    

(2) 別途積立金  19,000   ―    

２ 当期未処分利益  346,332   ―    

利益剰余金合計   367,580 19.5  ― ― △367,580 

資本合計   1,498,224 79.7  ― ― △1,498,224 

負債・資本合計   1,879,284 100.0  ― ― △1,879,284 

(純資産の部)         

I Ⅰ  株主資本         

１ 資本金      612,480 24.0 612,480 

 ２ 資本剰余金         

(1) 資本準備金     676,264    

 資本剰余金合計      676,264 26.5 676,264 

 ３ 利益剰余金         

  (1) その他利益剰余金         

特別償却準備金     979    

  別途積立金     19,000    

  繰越利益剰余金     △517,350    

利益剰余金合計      △497,371 △19.5 △497,371 

４ 自己株式      △79  △79 

株主資本合計      791,293 31.0 △791,293 

Ⅱ 評価･換算差額等         

１ その他有価証券評価差額金      16,975  16,975 

評価･換算差額等合計      16,975 0.7 16,975 

純資産合計      808,268 31.7 808,268 

負債純資産合計      2,552,785 100.0 2,552,785 
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② 【損益計算書】 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高   1,954,635 100.0  1,364,802 100.0 △589,833 

Ⅱ 売上原価 ※１        

１ 当期商品仕入高  116,577   143,151    

２ 当期製品製造原価  1,072,882 1,189,459 60.9 1,094,610 1,237,761 90.7 48,302 

売上総利益   765,175 39.1  127,040 9.3 △638,135 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  583,278 29.8  710,209 52.0 126,931 

営業利益又は営業損失(△)   181,896 9.3  △583,168 △42.7 △765,064 

Ⅳ 営業外収益         

１ 保険配当金  278   342    

２ 受取手数料  342   85    

３ その他  112 733 0.0 445 873 0.0 139 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  369   1,423    

２ 社債発行費  ―   14,767    

３ 新株発行費  10,889   595    

４ 株式上場費用  8,657   ―    

５ 投資事業組合損失  ―   19,099    

６ その他  1,472 21,387 1.1 50 35,936 △2.6 14,548 

経常利益又は経常損失(△)   161,243 8.2  △618,231 △45.3 △779,474 

Ⅵ 特別利益         

１ 貸倒引当金戻入益  804   ―    

２ 投資有価証券売却益  5,606 6,410 0.4 ― ― ― △6,410 

Ⅶ 特別損失           

１  投資有価証券評価損  ―   68,002    

２  東京本部移転費用  ― ― ― 13,478 81,481 6.0 81,481 

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△) 

  167,653 8.6  △699,713 △51.3 △867,366 

法人税、住民税及び事業税  73,450   6,128    

法人税等調整額  △14,050 59,399 3.1 159,109 165,237 12.1 105,838 

当期純利益又は当期純損失(△)   108,254 5.5  △864,951 △63.4 △973,205 

前期繰越利益   238,078   ―  ― 

当期未処分利益   346,332   ―  ― 
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製造原価明細書 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

Ⅰ 労務費 ※２ 538,900 50.2 622,361 56.8 

Ⅱ 外注費  336,749 31.4 249,208 22.8 

Ⅲ 経費 ※３ 197,231 18.4   223,040 20.4 

当期総製造費用  1,072,882 100.0 1,094,610 100.0 

当期製品製造原価  1,072,882  1,094,610  

      

 

 (脚注) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 原価計算の方法はプロジェクト別予定原価計算を

採用しております。 

※１          同左 

※２ 労務費のうち主なものは次のとおりであります。 

給与手当 395,104千円

賞与 61,000千円

賞与引当金繰入額 12,156千円

退職給付費用 7,431千円

法定福利費 59,447千円
 

※２ 労務費のうち主なものは次のとおりであります。 

給与手当 454,160千円

賞与 70,270千円

賞与引当金繰入額 12,321千円

退職給付費用 13,118千円

法定福利費 67,935千円
 

※３ 経費のうち主なものは次のとおりであります。 

旅費交通費 61,515千円

賃借料 41,287千円

消耗品費 30,666千円

減価償却費 31,175千円
 

※３ 経費のうち主なものは次のとおりであります。 

旅費交通費 77,081千円

賃借料 50,138千円

消耗品費 29,925千円

減価償却費 42,144千円
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③ 【キャッシュ・フロー計算書】 

※ 当事業年度における「キャッシュ・フロー計算書」については、連結財務諸表等に記載しております。 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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  167,653 

減価償却費  40,006 

固定資産除却損  381 

投資有価証券売却益  △5,606 

貸倒引当金の増減額(減少：△)  △804 

賞与引当金の増減額(減少：△)  2,557 

退職給付引当金の増減額(減少：△)  5,023 

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  13,522 

受取利息  △5 

支払利息  369 

新株発行費  10,889 

株式上場費用  8,657 

売上債権の増減額(増加：△)  117,740 

権利金の償却額  19,501 

その他の資産の増減額(増加：△)  △18,512 

仕入債務の増減額(減少：△)  △1,373 

その他の負債の増減額(減少：△)  22,670 

未払消費税等の増減額(減少：△)  △2,245 

小計  380,427 

利息の受取額  5 

利息の支払額  △369 

株式上場に伴う支払額  △13,462 

法人税等の支払額  △151,950 

営業活動によるキャッシュ・フロー  214,650 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形・無形固定資産の取得による支出  △83,856 

投資有価証券売却による収入  21,340 

敷金保証金の差入による支出  △8,175 

敷金保証金の返還による収入  1,118 

権利金の支払額  △45,250 

関係会社株式取得による支出  △10,883 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △125,706 

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  558,750 

財務活動によるキャッシュ・フロー  558,750 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  647,695 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  332,752 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  980,447 
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④ 【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

    利益処分計算書 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
    平成17年８月25日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   346,332 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

特別償却準備金取崩額  634 634 

合計   346,966 

Ⅲ 利益処分額   ― 

Ⅳ 次期繰越利益   346,966 

 

株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

株主資本 

資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年5月31日残高(千円) 533,430 597,214 597,214 

当期変動額    

新株の発行 79,050 79,050 79,050 

特別償却準備金の取崩    

当期純損失    

自己株式の取得    

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
   

当期変動額合計(千円) 79,050 79,050 79,050 

平成18年5月31日残高(千円) 612,480 676,264 676,264 
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株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金  

特別償却 

準備金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成17年5月31日残高(千円) 2,248 19,000 346,332 367,580 ― 1,498,224 

当期変動額       

新株の発行      158,100 

特別償却準備金の取崩 △1,268  1,268 ―  ― 

当期純損失   △864,951 △864,951  △864,951 

自己株式の取得     △79 △79 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
      

当期変動額合計(千円) △1,268 ― △863,682 △864,951 △79 △706,930 

平成18年5月31日残高(千円) 979 19,000 △517,350 △497,371 △79 791,293 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成17年5月31日残高(千円) ― ― 1,498,224 

当期変動額    

新株の発行   158,100 

特別償却準備金の取崩   ― 

当期純損失   △864,951 

自己株式の取得   △79 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
16,975 16,975 16,975 

当期変動額合計(千円) 16,975 16,975 △689,955 

平成18年5月31日残高(千円) 16,975 16,975 808,268 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

 

 

 

 

 

(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 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法(ただ

し、投資事業組合への出資金につい

ては、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決算

書を基礎として、持分相当額を純額

で取り込む方法) 

(2)その他有価証券 

 時価のあるもの 

決算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) 

 時価のないもの 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

 定率法(平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除く)

については、定額法を採用しており

ます。) 

主な耐用年数 建物   15～39年 

       器具備品 ４～15年 

(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 

見込販売収益に基づく償却額と残

存有効期間(３年以内)に基づく償

却額を比較し、いずれか大きい額

を償却費として計上する方法 

(2) 無形固定資産 

 ・市場販売目的のソフトウェア 

同左 

 

  ・自社利用目的のソフトウェア 

定額法 

耐用年数 社内における利用可能

期間(５年) 

 ・自社利用目的のソフトウェア 

同左 

 (3) 権利金 (3)権利金 

  ・契約期間に基づく定額法 同左 

３ 繰延資産の処理方法 (1)新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

（追加情報） 

平成16年６月３日を払込期日とす

る一般募集による新株式の発行は、

引受証券会社が引受価額で買取引受

を行い、これを引受価額と異なる発

行価格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40,000千円が事実

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 

(1) 新株発行費 

同左 

 

―――― 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

 及び資本準備金合計額は、それぞ

れ40,000千円少なく計上され、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。 

 

 (2)   ―――― (2)社債発行費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れに備えるため、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が発生し

た場合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。 

(1) 貸倒引当金  

同左 

 (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度に負担すべき支給見

込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。  

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

５ 収益及び費用の計上基準  売上高のうち、システムインテグレ

ーション及びコンサルティングによる

売上については、プロジェクト毎にプ

ロジェクト原価を発生基準で認識し、

これに対応する売上を原価進捗率(プ

ロジェクト別の見積原価に対応する実

際発生原価の割合)に応じて認識する

方法(進行基準)によっております。 

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。 

―――― 

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

限及び満期の到来する短期投資からな

っております。 

―――― 

８ その他財務諸表作成のた

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。 

 消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

───── （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（「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）が平

成17年４月1日以降開始する事業年度から強制適用にな

ったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び同会

計指針を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８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。 

 従来の｢資本の部｣の合計に相当する金額は、808,268

千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の｢純資産の部｣については、改正後

の財務諸表等規則により作成しております。 

───── （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

等の一部改正） 

 当事業年度から「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第１号）及び「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第２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。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の｢純資産の部｣については、改正後

の財務諸表等規則により作成しております。 

───── （株主資本等変動計算書に関する会計基準等） 

 当事業年度から「株主資本等変動計算書に関する会

計基準等」（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第６号）及び「株主資本等変動計算書に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第９号）を

適用しております。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度から損益

計算書の末尾は当期純利益とされており、「株主資本

等変動計算書」を作成しております。 

 なお、前事業年度まで作成しておりました「利益処

分計算書」は、本改正により廃止され、当事業年度か

らは作成しておりません。 
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表示方法の変更 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

───── （貸借対照表関係） 

前事業年度において流動資産に区分掲記しておりま

した「前払費用」は、資産総額の100分の1以下となっ

たため、当事業年度より流動資産の「その他」に含め

て表示しております。なお当事業年度の流動資産の

「その他」に含まれる｢前払費用｣は、22,952千円であ

ります。 

前事業年度において流動負債に区分掲記しておりま

した「前受収益」は、資産総額の100分の1以下となっ

たため、当事業年度より流動負債の「その他」に含め

て表示しております。なお当事業年度の流動負債の

「その他」に含まれる「前受収益」は、15,644千円で

あります。 

 

 

追加情報 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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日以後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、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人

事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が4,525千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が4,525

千円減少しております。 

───── 
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(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成17年５月31日) 

当事業年度 
(平成18年５月31日) 

※１ 会社が発行する株式の総数 普通株式 219,136株

   発行済株式総数 普通株式 65,070株
 

※１       ───── 
 

※２ 他社が作成したソフトウェアを当社製品に組み込 

んで販売するための権利金であります。 

 

※２         同左 

 

(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 売上原価に含まれる研究開発費は次のとおりであ

ります。 

180,365千円 

※１ 売上原価に含まれる研究開発費は次のとおりであ

ります。 

131,315千円 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は38％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は62％であ

ります。 

   販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

役員報酬 83,812千円

給与手当 152,719 

賞与 16,353 

賞与引当金繰入額 3,567 

退職給付費用 2,766 

役員退職慰労引当金繰入額 13,522 

旅費交通費 46,442 

減価償却費 8,831 

支払報酬 33,158 

広告宣伝費 50,165 

消耗品費 38,251 
 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は31％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は69％であ

ります。 

   販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

役員報酬 76,119千円

給与手当 218,194 

賞与 26,765 

賞与引当金繰入額 4,337 

退職給付費用 3,147 

役員退職慰労引当金繰入額 9,358 

旅費交通費 52,666 

減価償却費 22,724 

支払報酬 69,945 

広告宣伝費 26,172 

消耗品費 28,119 
 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

※ 当事業年度における「キャッシュ・フロー計算書」については、連結財務諸表等に記載しております。 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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５月31日現在) 

現金及び預金勘定 980,447千円

現金及び現金同等物 980,447千円
  

───── 
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(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 65,070 1,618.87 ― 66,688.87 

   （変動理由） 増加数の内訳は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（1,456.87株）及び新株予約権の

権利行使（162株）による増加であります。 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） ― 0.87 ― 0.87 

   （変動理由） 増加数の内訳は、端株の買取による増加であります。 

 

 

(リース取引関係) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１ 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)       ───── 

───── 

     

 

 

(2)       ───── 

 

 
 

 

(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 790千円

減価償却費相当額 700千円

支払利息相当額 4千円
 

 

(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。 

 

２ 転貸リース取引  

 (1) 未経過受取リース料期末残高 

１年内 2,440千円

合計 2,440千円
 

───── 

 (2) 未経過支払リース料期末残高 

１年内 2,440千円

合計 2,440千円
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(有価証券関係) 

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、「有価証券関係」（子会社及び関連会社株式で時価

のあるものを除く）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。 

 

前事業年度(平成17年５月31日) 

１ 前事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日) 

 売  却  額(千円)   売却益の合計額(千円)   売却損の合計額(千円)  

         21,340          5,606            ― 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

(1) その他有価証券  

  非上場株式 20,730千円 

(1) 子会社株式及び関連会社株式               

  子会社株式 10,883千円 

 

当事業年度(平成18年５月31日) 

 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。 

 

 (デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５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６月１日 至 平成18年５月31日) 

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) 

※ 当事業年度における「退職給付関係」については、連結財務諸表等に記載しております。 

前事業年度 
(平成17年５月31日) 

当事業年度 
(平成18年５月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を設

けております。 

───── 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務(注) 33,117千円

退職給付引当金 33,117千円

  (注) 退職給付に係る会計基準の小規模企業等にお

ける簡便法を採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

退職給付費用 10,197千円
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(税効果会計関係) 

前事業年度 
(平成17年５月31日) 

当事業年度 
(平成18年５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 3,983千円

 賞与引当金 6,248千円

 未払賞与 17,283千円

 その他 10,051千円

繰延税金資産小計 37,567千円

評価性引当額 △707千円

繰延税金資産合計 36,859千円
  

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 708千円

 賞与引当金 6,620千円

 未払賞与 22,819千円

 仕掛品 17,703千円

 投資事業組合損失 4,553千円

 その他 7,992千円

繰延税金資産小計 60,398千円

評価性引当額 △25,734千円

繰延税金資産合計 34,663千円
  

繰延税金負債 

 その他 △14千円

繰延税金資産の純額 36,845千円

［固定資産］ 

   繰延税金資産 

 役員退職慰労引当金 37,900千円

 ソフトウェア開発費 100,509千円

 投資有価証券評価損 1,696千円

 退職給付引当金 12,844千円

 その他 6,918千円

繰延税金資産小計 159,870千円

評価性引当額 △2,523千円

繰延税金資産合計 157,346千円

繰延税金負債 

 特別償却準備金 △1,064千円

繰延税金資産の純額 156,282千円

 
 

［固定資産］ 

   繰延税金資産 

 役員退職慰労引当金 40,146千円

 ソフトウェア開発費 100,741千円

 投資有価証券評価損 28,721千円

 退職給付引当金 17,815千円

 繰越欠損金 217,969千円

 その他 6,178千円

繰延税金資産小計 411,573千円

評価性引当額 △411,573千円

繰延税金資産合計 ―千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △11,194千円

 特別償却準備金 △645千円

繰延税金負債小計 △11,840千円

繰延税金資産及び負債の純額 22,823千円
 

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 39.7％

 (調整) 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.7％

住民税均等割 3.1％

試験研究費の特別控除 △1.3％

情報通信機器等取得の特別控除 △8.3％

その他 0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.4％
  

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 

当事業年度は、税引前当期純損失を計上しており

ますので、記載を省略しております。 

 
  

 

(持分法損益等) 

前事業年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日) 

 当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

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。 

 

(関連当事者との取引) 

前事業年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日) 
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 該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

 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。 

 

(１株当たり情報) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１株当たり純資産額 23,024円81銭

 

１株当たり純資産額 12,120円15銭

 
１株当たり当期純利益金額 1,696円77銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
1,645円60銭

 
 

１株当たり当期純損失金額 13,234円66銭

―          ― 

 
 

当社は平成16年10月20日付で普通株式１株を４株に分

割しております。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、それぞれ以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額 14,888円84銭

１株当たり当期純利益金額 1,919円29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、潜在株式が存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため、記載しておりません。 

 

(注)  １株当たり当期純利益、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金額の算定上の基

礎は、下記のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１株当たり当期純利益又は当期純損失金額   

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 108,254 △864,951 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損
失(△)(千円) 

108,254 △864,951 

 普通株式の期中平均株式数(株) 63,800 65,355 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益又は
当期純損失金額 

  

 当期純利益調整額(千円) ― ― 

 普通株式増加数(株) 1,984 ― 

 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 

───── 旧商法第280条ノ19第１項
の規定に基づく新株引受権1
種類(潜在株式の数1,248
個)、商法第280条ノ20及び
第280条ノ21の規定に基づく
新株予約権1種類(潜在株式
の数1,379個)及び第1回無担
保転換社債型新株予約権付
社債(目的となる株式の数 
普通株式 14,516株)(平成18
年５月31日現在) 
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(重要な後発事象) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

（新株予約権の発行） 

当社は平成17年８月25日開催の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

づく新株予約権の発行を決議いたしました。その概要

は以下の通りであります。 

(1)新株予約権の割当てを受ける者 

  当社の取締役、監査役、従業員、相談役及び当社

と顧問契約を締結している顧問 

(2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式1,000株を総株数の上限とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株

式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整によ

り生ずる１株未満の端数については、１株の100分の1

の整数倍に当たる部分は、新株予約権の目的たる株式

の数としてこれを取扱い、１株の100分の1に満たない

端数の部分はこれを切捨てる。ただし、かかる調整

は、その時点で対象者が新株予約権を行使していない

目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の

比率 

 (3)発行する新株予約権の総数 

 1,000個を上限とする。 

  なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式数

（以下、「付与株式数」）は１株とする。ただし、

上記(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同

様の調整を行う。 

(4)新株予約権の発行価額 

無償とする。 

ホ． 新株予約権行使時に払込みをなすべき金額 

  新株予約権１個当たりの払込みをなすべき金額

は、新株予約権の行使により発行または移転する株

式１株当たりの払込金額（以下、「払込価額」）に

新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額と

する。 

  払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前

月の各日（取引が成立しない日を除く）における東

京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に

1.02を乗じた金額とし、算出により生じる千円未満

の端数は切上げる。ただし、当該金額が新株予約権

発行の日の終値（当日に取引が成立しない場合は、

それに先立つ直近の取引が成立した日の終値）を下

回る場合は、当該終値とする。なお、新株予約権発

行後、当社が株式の分割または株式の併合を行う場

合は、次の算式により調整し、調整により生ずる1円

未満の端数については、これを切上げる。 
 
調整後払込価額＝調整前払込価額×分割(または併合)

の比率 

 

 また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る払込

価額で新株を発行（新株予約権の行使により新株式を

発行する場合及び平成14年４月１日改正前商法第280

条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使により 

───── 
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前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

新株式を発行する場合は、含まない）または自己

株式の処分を行う場合は、新株予約権の目的たる株

式の払込価額を、次の算式により調整し、調整によ

り生ずる1円未満の端数については、これを切上げ

る。 

 
既発行株式数 ＋ 新規発行株式数×1株当たりの払込価額 

 新株式発行前の時価 
調整後 

払込価額 
＝ 

調整前 
払込価額 

× 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 

(6)新株予約権の権利行使期間 

  平成19年８月25日から平成23年８月24日まで 

───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（社債の繰上償還） 

 当社は、平成18年７月3日開催の取締役会において、

平成18年２月３日に発行いたしました第1回無担保転換

社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社

債」という。)について、繰上償還条項に基づき繰上償

還することを決議いたしました。 

1. 繰上償還を行う理由 

  当社は、新規子会社(株式会社ビジネスクリエイト

および株式会社シーエスシステムズ)の株式取得資金

につきまして、有利子負債抑制による財務体質の健

全化などを目的として平成18年２月３日に本新株予

約権付社債1,500,000千円を発行いたしました。 

しかしながら、その後の業績推移や株式市場環境

の変化による株価の動向から、当社は当初の資本戦

略を見直すこととし、本新株予約権付社債の残存す

る額面総額を繰上償還することといたしました。 

2. 繰上償還する本新株予約権付社債について 

イ．銘柄（回号） 

株式会社フレームワークス第1回無担保転換社債

型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社

債間限定同順位特約付）  

ロ．転換状況 

累計転換価額  150,000千円(転換率10％) 

転換株式総数  1,456.87株 

発行株式の種類 普通株式 

発行済株式数  66,688.87株 

(平成18年5月31日現在) 

資本金      612,480千円 

(平成18年5月31日現在) 

ハ．繰上償還対象総額 1,350,000千円 

ニ．繰上償還期日  平成18年7月18日 

ホ．繰上償還金額  額面100円につき金100円 

(本新株予約権付社債の概要) 

発行日   平成18年2月3日 

発行総額  金1,500,000千円 

未償還残高 金1,350,000千円 

償還期日  平成20年2月1日 

利率    本新株予約権には利息を付さない 

なお、新株予約権付社債の繰上償還資金につきま

しては、銀行借入により充当いたします。 
＜資金の借入＞ 
長期借入金 
①借入先   株式会社静岡銀行 
②借入金額  700,000千円 
③借入利率  当初2.0％（変動金利） 
④借入期間  7年間 
⑤返済方法  1年間据置後、元金均等返済 
⑥借入方法  無担保・無保証 
⑦資金使途  本新株予約権付社債の償還資金 
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前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

───── （社債の発行） 

当社は、平成18年7月14日開催の取締役会におい

て、第１回無担保社債（私募債）の発行を決議いた

しました。 

1. 資金調達の目的 

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成18

年2月3日発行）の繰上償還資金1,350,000千円の資金

調達に関しまして、当初、銀行借入700,000千円（長

期借入金）に加え、既存の短期借入枠より充当する

方法等を検討しておりましたが、この度、本社債の

発行にて残りの償還資金650,000千円を資金調達する

ことを決定したものです。 

2. 第 1回無担保社債（私募債）の概要 

(1) 社 債 の 名 称  

株式会社フレームワークス第１回無担保社債 

（株式会社みずほ銀行保証付及び適格機関投資

家限定） 

(2) 社債の総額   650,000 千円 

(3) 年限      5 年 

(4) 償還方法    半年毎定時償還 

(5) クーポン(利率) 当初 0.68％（変動金利） 

(6) 発行価額    額面 100円につき金 100 円 

(7) 償還価額    額面 100円につき金 100 円 

(8) 発行日    平成 18年 7月 25日 

(9) 償還期日    平成 23年 7月 25日 

(10)発行形態    無担保・無格付 

(11)総額引受人    株式会社みずほ銀行 

(12)財務代理人   株式会社みずほ銀行 

(13)保証人    株式会社みずほ銀行 

(14)資金使途    第 1回無担保転換社債型新株 

予約権付社債の償還資金 

   なお、本社債には、財務制限条項が定められてお

ります。 

   

 

５．役員の異動 

 役員の異動に関しては、現在未定であり、明らかになり次第発表いたします。 

 

 

 

 


