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平成 18 年 12 月期   中間決算短信（非連結）           平成 18 年８月９日 

上 場 会 社 名        ｲﾝﾃｯｸ･ｳｪﾌﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｹﾞﾉﾑ･ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ株式会社      上場取引所 東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         ４８２１                                    本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.webgen.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名 後呂 光義 
問合せ先責任者 役職名 総 務 部 長  氏名 栗原 善太   ＴＥＬ (03)5665-5011 
決算取締役会開催日 平成 18 年８月９日               配当支払開始日  平成－年－月－日 
単元株制度採用の有無  無   
親会社等の名称  株式会社インテック(コード番号：９７３８) 親会社等における当社の議決権所有比率63.2％ 
 
１． 18 年６月中間期の業績（平成 18 年１月１日～平成 18 年６月 30 日） 
(1)経営成績                                   （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６月中間期 
17 年６月中間期 

1,132    1.3 
1,117    13.8 

34   146.8 
14     － 

39    27.7 
30     － 

17 年 12 月期 2,292   △8.9 107     － 131     － 
 
 中間(当期)純利益 １株当たり 

中間(当期)純利益 
潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益 
 百万円   ％       円    銭       円    銭

18 年６月中間期 
17 年６月中間期 

33   131.4 
14    － 

1,747   19 
755   16 

－      
－      

17 年 12 月期 57    － 2,999   82 － 
 (注)①持分法投資損益 18 年６月中間期 12,064 百万円 17 年６月中間期 9,301 百万円  17 年 12 月期 15,915 百万円 
     ②期中平均株式数 18 年６月中間期   19,200 株 17 年６月中間期   19,200 株 17 年 12 月期   19,200 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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
(2)財政状態                                   （百万円未満切捨） 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円   銭

18 年６月中間期 
17 年６月中間期 

3,319   
3,222   

2,743  
2,685  

82.7  
83.3  

142,899  64 
139,869  57 

17 年 12 月期 3,327   2,717  81.7  141,550   32 
(注)①期末発行済株式数  18 年６月中間期  19,200 株  17 年６月中間期  19,200 株  17 年 12 月期  19,200 株 
    ②期末自己株式数    18 年６月中間期     －株  17 年６月中間期     －株  17 年 12 月期     －株  

(3)キャッシュ･フローの状況                            （百万円未満切捨） 

 
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６月中間期 
17 年６月中間期 

231   
   142   

54  
△3  

－   
－   

1,852  
1,459   

17 年 12 月期    193 54  －   1,567  
 
２．18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 2,500   80  50  
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   2,604 円 17 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 
17 年 12 月期 ― ― ― 

18 年 12 月期（実績） ― ― ― 
18 年 12 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、実際の業績は今後様々な要

因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料５ページをご参照くださ

い。 

 

 

 

http://www.webgen.co.jp/
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１．企業集団の状況 
当社の親会社は、情報・通信事業を展開している株式会社インテック（東証第一部上場）であり、当社の議決権の

63.2％を保有しております。 

また、当社は株式会社インテックの連結対象子会社でもあります。 

当社は、株式会社インテックから研究開発等を受託し、同社へシステム開発等を委託しております。 

 
 親会社 株式会社インテック  

  
  

当社 
バイオインフォマティクス事業 ウェブ事業 

アドバンストリサーチ事業 
 

当社と株式会社インテックは、平成 18 年 2 月 8 日に締結した基本合意書及び平成 18 年 3 月 17 日に締結した比率

算定に係る覚書に基づき、平成 18 年 5月 19 日に共同株式移転計画書に調印いたしました。 

社会の IT 化がますます進展し、あらゆる業態の企業をはじめ、行政サービスや医療・教育等の公共分野や個人の暮

らしの中にも IT の利活用が進み、IT システムは社会インフラとしてますます重要になってきております。IT システ

ムへの安全性・信頼性を求める声が高まるほど、IT 企業に対しても単に技術力や開発力だけでなくリスク管理、コン

プライアンス、経営の透明性等がより求められるようになってまいりました。 

当社は、これらへの適切な対応のため、平成 18 年 6 月 28 日に開催した株主総会の承認を得て、株式会社インテッ

クと共同して、インテックグループ全体の経営戦略、経営資源管理、コンプライアンス等のグループ経営機能を統括

する共同持株会社として、平成 18 年 10 月 2 日に、株式移転により株式会社インテックホールディングスを設立する

ことといたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

当社は、IT とバイオという 21 世紀の豊かな未来を拓く 2 つの技術をコアとし、事業を通してその成果を社会に

還元することを企業目標とし、 

①社会に役立つ独自の商品、サービス、事業を開発し提供すること 

     ②お客さまの視点と高い技術力を備えた人材を育成すること 

     ③社会とお客さまの信頼をつねに高めていくこと 

を経営活動の基本として、安全、安心で豊かな社会づくりに貢献する「ほかと違う、面白い、役に立つ」会社を

目指します。 

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、経営基盤を強化するために必要な内部留保を行うとともに、健全な経営体制のもとで安定的配当を行

うことを基本方針としており、株主に対する利益還元を経営の重要な課題のひとつであると認識しております｡今

後、早急に復配できるよう財務体質の強化と収益の確保に努めてまいります。 

 

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

投資単位を引下げることは、株式の流動性を向上させ、個人投資者層の拡大にもつながり、ひいては安定的で

活力ある株式市場の確立に寄与できる有用な施策であると認識しております。当社は、株価の動向を慎重に検討

のうえ、投資単位の引下げに前向きに対処していく所存です。 

株式会社インテックホールディングス 
（純粋持株会社） 

 100％ 100％  

株式会社インテック  当社 

研究開発の受託 システム開発の委託 



 3

 

(4)目標とする経営指標 

当期からスタートした第 3 次経営計画（平成 18 年 1 月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日）の期間中は、新商品・新

サービスの開発投資を積極的に促進し、新たな事業モデルを創出していくなかで安定した利益が確保できる基盤

を構築するとともに、経常利益率 5％以上を目標に取り組んでまいります。 

 

(5)中長期的な経営戦略 

第 3次経営計画（平成 18 年 1月 1日～平成 21 年 12 月 31 日）では、「ほかと違う、面白い、役に立つ」会社に

なることをキャッチフレーズに掲げました。これは単に W&G という会社だけではなく、人材の育成であり、技術

の蓄積であり、当社が発展していくために必要なあらゆる要素を含むものであります。その成果をもって、研究

開発事業、バイオ事業、先端 IT 事業を融合（Fusion）し、事業のさらなる発展を目指します。 

当社は、日常的に行う CSR 活動を通じ、社会、経済、環境のトリプルボトムラインに貢献することを目指し、

優先順位を見極め、企業価値を高める領域に重点的に資源を投下し、継続的な成長を遂げてまいります。 

 

(6)会社の対処すべき課題 

①新しい事業モデルの創出 

変化の激しい市場環境の中では、ダイナミックかつスピーディに対応していく柔軟さが求められます。その

ためには、知識創造に基づく差別化と競争優位となる戦略が必要です。当社は、常にマーケットを意識した研

究テーマを吟味し、知的ライセンスの確保、技術融合による新たな価値創造を行い、収益モデルとして育てて

まいります。 

 

②収益力の向上 

企業の使命は、株主、社員等のステークホルダーに対する貢献が最も重要であり、そのためには、永続的に

繁栄し続けることが必要であります。当社独自の事業モデルを創出し、マーケティング力の強化及び技術力の

強化を図ることで市場に受け入れられる強い体質を持った企業力を育てていくことを目指してまいります。 

 

③マーケティング力の強化 

当社は、新規顧客の獲得と重点顧客の深耕を重点課題として営業を強化しております。市場を洞察し、お客

さまのニーズと自社商品・サービスを結びつけるための目標とアクションプランを策定し、販売チャネル戦略、

プロモーション戦略を立案し、実行してまいります。 

 

④技術力の強化 

新技術、商品開発及び研究開発のためのリサーチ機能を強化し、技術力の向上を図りながら、テーマを絞っ

た新しい商品開発につなげる技術環境の整備を図ってまいります。また、生産性向上のために ISO9001 品質マ

ネジメントシステムに準拠した業務改善を行い、お客さま満足向上を日常活動として定着させてまいります。 

 

(7)親会社等に関する事項 
①親会社等の商号等 

親会社等 属性 
親会社等の議決権

所有割合（％） 
親会社等が発行する株券が上場されている

証券取引所等 
株式会社インテック 親会社 63.2 株式会社東京証券取引所 市場第一部 

 
②親会社等の企業グループにおける当社の位置付けと親会社等との関係 

「４．事業の概況等に関する特別記載事項(1)当社の事業内容について、(2)インテックとの関係について」

（P.6～P.8）において詳細に記述しておりますので、ご参照ください。 

 
③親会社等との取引に関する事項 

「４．事業の概況等に関する特別記載事項(2)インテックとの関係について」（P.6～P.8）をご参照ください。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1)経営成績 

①当中間期の概況（自平成 18 年１月１日 至平成 18 年 6 月 30 日） 

この期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や日銀の量的緩和政策の終結による長期金利の上昇懸念等

不安材料はあったものの、好調な企業業績に支えられ、個人消費や設備投資も堅調に推移し、緩やかな景気回

復の軌道を辿りました。 

このような経済環境のなか、当期からスタートした第 3 次経営計画（平成 18 年～平成 21 年）では「ほかと

違う、面白い、役に立つ」会社になることをキャッチフレーズに掲げ、バイオインフォマティクス事業、ウェ

ブ事業、アドバンストリサーチ事業の融合（Fusion）による新たな事業モデルの開発を進め、さらなる事業の

発展、継続的な成長を目指しております。 

その結果、当中間期の売上高は、アドバンストリサーチ事業が 16.8％減の 405 百万円と減少したものの、バ

イオ事業が前年同期比 4.2％増の 331 百万円、ウェブ事業が同 26.6％増の 396 百万円と増加したため、全体の

売上高は 1.3％増の 1,132 百万円と微増となりました。利益につきましては、ウェブ事業において、中小規模コー

ルセンターやテレビ、ビデオ会議システム、IP 電話システム等の販売増により利益が増加、さらに利益率も大

幅にアップしたため、当中間期の営業利益は 34 百万円（前年同期比 146.8％増）、経常利益は 39 百万円（同 27.7％

増）、中間純利益は 33 百万円（同 131.4％増）といずれも前年同期を上回りました。 

バイオインフォマティクス事業では、製薬会社、バイオ関連企業、大学・研究機関からの受託開発及び病理・

細胞診検査業務支援システム「EXpathⅡ」の販売が堅調に伸びております。また、当社が力を入れている分野

として、今後の医療や健康管理のあり方を大きく変えるオーダーメイド医療・ヘルスケアの実現に向けた機能

性 RNA の解析やバイオマーカーの探索等を進めております。平成 17 年 8月に開始したバイオ研究者向けサービ

スの「バイオ百科」は、現在 5 社の最新試薬情報を掲載しており、大学・研究機関からのアクセスが伸びてお

ります。 

ウェブ事業では、セキュリティ、IP テレフォニー分野のソリューション型システム開発案件の受注が引き続

き好調に推移しております。その中でも、中小規模コールセンター商品「CTI-One」の販売と開発、IP 電話関連

の商品販売（H323Gatekeeper、SIP ゲートウェイ）及びテレビ、ビデオ会議システムの販売が増加いたしました。

また、IPv6、MPLS 関連の開発も順調に推移したほか、ユビキタス関連では RFID ソリューションも実証実験段階

を終え、乳牛の搾乳システムに展開中であります。 

アドバンストリサーチ事業では、バイオ分野や科学技術計算分野における大量の計算処理ニーズに応えるだ

けでなく、ビジネス分野におけるユーティリティコンピューティングの実現を目指し、独立行政法人産業技術

総合研究所と共同で研究してまいりましたが、その最終段階としての実証実験を本年 3 月に終了させました。

次世代インターネット技術につきましては、総務省発表の「u-Japan 政策」に基づく「ユビキタス社会」の実現

に向けた取り組みを踏まえ、特にユビキタスコンピューティングにおけるヒューマンインタフェース分野に注

目し、従来から行っているコンピュータ画像処理をはじめとする基盤技術と合わせて各種応用研究を行ってお

ります。 

 
＜部門別の状況＞ 

     当中間期の部門別売上高は以下のとおりであります。 

事業部門 主なサービス内容 売上高 構成比 伸び率 

バイオインフォマティクス 

遺伝子情報処理に関する遺伝子研究支援、創

薬支援、臨床解析等における研究、受託、サー

ビス等の提供 

百万円 

331 

 

％ 

29.2 

 

％

4.2  

 

ウェブ 

テレフォニー、セキュリティ、ネットワーク

関連のコンサルテーション､システム構築、プ

ラットフォーム開発､商品提供 

 

396 

 

 

35.0  

 

 

26.6  

  

アドバンストリサーチ   

次世代インターネット､知識情報処理､バー

チャルリアリティー､分散コラボレーション、

ユビキタス関連の受託研究開発 

 

405 

 

 

35.8 

 

 

△16.8  

 

 

計 

  

1,132 

 

100.0  

 

1.3  
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②通期の見通し 

企業業績の回復により国内景気も上向きとなり、それに伴い企業のソフトウェア投資も徐々に増加してまい

りました。このようななかで、下期もウェブ事業においては、当社ブランドの中小規模コールセンター商品

「CTI-One」やテレビ、ビデオ会議システム、セキュリティ関連商品などの引合い、受注が好調に推移すること

が見込まれております。 

通期の見通しにつきましては、「当中間期の概況」にも記載したとおり、収益の柱であるウェブ事業が順調に

進展しており今後も好調に推移することが見込まれますので、現状では通期業績予想に変更はありません。 

 

売上高     2,500 百万円（前期比 9.0％増） 

              経常利益      80 百万円（前期比 39.1％減） 

              当期純利益     50 百万円（前期比 13.2％減） 

 
(2)財政状態 

    当中間期の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期に比べ 393 百万円増加し、当中間期末残

高は 1,852 百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金は、税引前中間純利益 55 百万円、減価償却費 24 百万円、売上債権の減少額 172 百万円等

の資金増加要因が、仕入債務の減少額 82 百万円等の資金減少要因を上回り、231 百万円の収入（前年同期は 142

百万円の収入）となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金は、投資有価証券及び関係会社株式の売却による収入 35 百万円等の資金増加要因が、有形

及び無形固定資産の取得による支出 10 百万円、投資有価証券の取得による支出 9 百万円等の資金減少要因を上回

り、54 百万円の収入（前年同期は 3百万円の支出）となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は、収入、支出ともになく、資金の動きはありません（前年同期も資金の動きはなし）。 

 

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。 

 
 

 

 

 

 

 （注）１．各指標は、以下の計算式により算出しております。 

自己資本比率         ： 株主資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率   ： 株式時価総額／総資産 

債務償還年数         ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト･カバレッジ･レシオ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

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

３．債務償還年数は、期末の有利子負債がゼロのため、「―」としております。 

４．インタレスト・カバレッジ・レシオは、利払いがゼロのため「―」としております。 

  

（注）なお、本資料で記述されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであ

り、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこれと

大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 

 平成 17 年 12 月中間期 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月中間期

自己資本比率 83.3％ 81.7％ 82.7％ 

時価ベースの自己資本比率 178.7％ 174.3％ 163.1％ 

債務償還年数 ― 年 ― 年 ― 年 

インタレスト･カバレッジ･レシオ ― 倍 ― 倍 ― 倍 
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４．事業の概況等に関する特別記載事項 
 

以下において、当社の事業展開その他に関して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。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努め

る方針でありますが、投資判断は、以下の特別記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に判断したうえで行われる必

要があると考えております。また、以下の記載は、投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんので、

この点ご留意ください。 

 

(1)当社の事業内容について 

①当社の沿革について 

当社は、親会社である株式会社インテック（平成 18 年 6 月 30 日現在、当社の議決権のうち 63.2％を所有。以

下「インテック」といいます。）及び同社を含むインテックグループ企業のグループ内研究開発会社として、平成

元年に設立されました。 

当社は、設立以来、インテックの 100％子会社として、ほぼ 100％インテックグループ企業から EC ビジネスの

システム構築や地域 IX の整備、ソフトウェア工学を用いた先端技術の研究開発等を受託してきました。しかし、

平成 12 年 1月に至り、今後も引続き先端的な技術の研究開発に注力するとともに、これらの技術を駆使したシス

テム開発を同社グループ以外にも広く提供するよう事業方針を変更いたしました。 

なお、インテックグループは、現在、アウトソーシング、ソフトウェア、システム・インテグレーション及び

ネットワークを主要なサービスとする情報・通信事業を展開しております。当社は設立以来、インターネット等

の技術シーズ（種子）に基づき研究開発を続けてきており、現在、同社グループの情報通信・情報処理に関する

先端技術の研究開発を担う企業として位置づけられております。 

しかしながら、今後、資本関係の変化等が、このような同社グループ内における当社の位置づけに影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

②当社の現在の主な事業内容について 

当社は、お客さまにバイオインフォマティクスと先端的 IT 技術による情報システムを提供するシステム・ソ

リューション・プロバイダであり、また情報通信・情報処理に係る先端的な技術の研究・開発も行っております。

具体的には、遺伝子情報処理技術を駆使するバイオインフォマティクス事業、セキュリティやテレフォニー技術

を基に情報ネットワークシステムを構築するウェブ事業、ヒューマンインタフェース、知識情報処理等の先端技

術の研究開発を行うアドバンストリサーチ事業の 3事業を展開しております。 

 
③インテックグループ各社との事業競合について 

バイオインフォマティクス事業及びアドバンストリサーチ事業については、現在、インテックグループ各社と

当社の事業競合は生じておりません。 

ウェブ事業については、当社が行っている事業はネットワークシステムのコンサルテーションからネットワー

ク設計、プラットフォーム開発等のソリューション提供事業であります。 

一方、インテックが主たる事業として行うのは、大規模システムのシステム開発から運用・保守までを行うシ

ステム・インテグレーション事業であります。したがって、同社グループ各社と当社のウェブ事業は、基本的に

相互補完、連携関係にあり、事業競合は現在のところ生じておりません。 

しかしながら、インテックグループ各社がインテックから業務展開上の制約を受けている事実はないため、各

社が今後当社と同様の事業に進出し、当社と事業競合が生じる可能性は否定できません。また、資本関係の変化

等が、当社の同社グループ内での位置づけに影響を与える可能性があり、これらの場合、当社の事業戦略や経営

成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2)インテックとの関係について 

同社は、平成 18 年 6 月 30 日現在、当社の議決権のうち 63.2％を所有する当社の株主であります。さらに、同社

は平成 18 年 10 月 2 日に当社と共同で純粋持株会社株式会社インテックホールディングスを設立すること（「１．

企業集団の状況」P.2 参照）になっており、今後も、依然として当社の意思決定に多大な影響力を維持するものと

予想されます。また、当社は、同社との間において、以下のような営業取引、契約関係等があります。特に現時点

においては、未だに同社との取引金額が多額であるため、同社の経営成績等の業績動向が当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 
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親会社との取引 第18期中間期(自平成18年1月1日 至平成18年6月30日)     

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
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

中間期末
残高 

(千円)

受託研究等 302,626 売掛金 181,725

外注委託等 401,220 買掛金 253,591

不動産の賃貸 9,690 －  －

敷金及び 
保証金 21,028

不動産の賃借 23,621 

未払費用 255

 

親会社 

 

株式会社 

インテッ

ク 

 

富山県 

富山市 

 

20,455,109 

 

総合情報 

システム

業 

 

63.2% 

 

兼任 

1名 

 

研究開発の

受託及び外

注委託、事

業所の賃貸

借 

資金の貸付 2,300,000 
関係会社 
短期貸付 
金 

－

  （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．取引条件は一般取引と同様に決定しております。 

３．不動産の賃貸借については、近隣相場を勘案し、協議のうえ決定しております。 

４．不動産の賃借料 23,621 千円は、売上総費用に 15,056 千円、販売費及び一般管理費に 5,908 千円、営業外費

用に 2,656 千円を計上しております。 
 

①インテックへの売上依存度について 

当社の売上高のうちインテックに対する売上高の割合は、第16期 23.1％、第 17期 26.1％、第 18期中間期26.7％

であります。 

事業別売上高のうち同社向け売上高及び売上依存度は次のとおりであります。 

                                              （単位：千円） 

第 16 期 第 17 期 第18期中間期 

自 平成16年１月１日 

至 平成16年12月31日 

自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日 

自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日  

インテック
向け売上高 

売上依存度
インテック
向け売上高

売上依存度
インテック
向け売上高 

売上依存度

ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ 27,173   3.4％ 23,391   3.6％ 14,029   4.2％

ｳ   ｪ   ﾌﾞ 296,680 53.7  392,222 60.2 220,520 55.7 

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾘｻｰﾁ 257,586 22.0 183,030 18.4 68,076 16.8 

合   計 581,439 23.1 598,645 26.1 302,626 26.7 

 

インテックとの取引価格の決定については、他の受注案件と同様に、当社が受託する研究開発の案件毎に研究

内容及び想定コストを検討し、同社と折衝を行って決定しています。現在、当社と同社との間で、取引価格の割

引等他の受注案件に見られない特殊な条件はありませんが、将来的に通常の販売取引関係に比較して取引条件等

が歪められる可能性ないしは、通常の取引とは異なる取引が発生する可能性があります。 

なお、当社とインテックとの関係は現在良好であり、同社との取引関係は今後も継続するものと考えられます。 

しかしながら、当社あるいは同社の経営陣の変更等諸般の事情によっては、同社との取引が、将来において見

直しあるいは解消される可能性は否定できません。同社は当社株式を所有しておりますが、同社が当社との現在

の取引関係を継続する旨の確約をしていることを保証するものではありません。同社との取引が見直しあるいは

解消された場合、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 



 8

②インテックからの仕入・外注依存度について 

当社の仕入・外注取引のうちインテックに対するもの及びそれらの依存度は次のとおりであります。 

                                              （単位：千円） 

第 16 期 第 17 期 第18期中間期 

自 平成16年１月１日 自 平成17年１月１日 自 平成18年１月１日 

至 平成16年12月31日 至 平成17年12月31日 至 平成18年６月30日 

  

インテック向け 依存度 インテック向け 依存度 インテック向け 依存度 

仕  入  高 999,991 79.9％ 855,503 80.9％ 287,001 62.5％

外  注  額 112,145 54.4 83,711 54.4 56,940 48.8 

同社との取引価格の決定については、他の受注案件と同様に、想定コストを検討し、同社と折衝を行って決定

しています。現在、当社と同社との間で、取引価格の割引等他の受注案件に見られない特殊な条件はありません

が、将来的に通常の取引関係に比較して取引条件等が歪められる可能性ないしは、通常の取引とは異なる取引が

発生する可能性があります。 

なお、当社とインテックとの関係は現在良好であり、同社との取引関係は今後も継続するものと考えられます。

しかしながら、当社あるいは同社の経営陣の変更等諸般の事情によっては、同社との取引が、将来において見直

しあるいは解消される可能性は否定できません。 

 

③特許権等知的財産権に関する契約について 

当社は、インテックとの間で研究開発業務委託基本契約を平成 12 年 4月 1日付で締結しており、同基本契約で

は、同社が当社に委託する研究開発の成果物等の創作物に関する知的財産権はお客さまからの仕様提示等の一部

の場合を除き、原則として当社に帰属すると定めています。 

なお、当社は、後記のとおり、研究開発の成果物に関する知的財産権を極力当社にて取得する方針であります

が、知的財産権の帰属に関する規定は、今後の取引条件によっては変更される可能性があります。 

 

④不動産取引について 

当社は、富山市下新町に所有する富山研究所ビルの敷地及びインテックが江東区新砂に所有するビルの一部（当

社の本社）を賃借しており、第 18 期中間期におけるそれぞれの支払賃借料は 6,937 千円、16,684 千円であります。

また、当社は、同社に対し、当社が富山市下新町に所有する上記富山研究所ビルの一部を賃貸しており、第 18 期

中間期の受取賃貸料は 9,690 千円であります。 

 

⑤人的関係について 

(イ)役員の兼務 

平成 18 年 6 月 30 日現在における当社役員 7 人（うち監査役 3 人）のうち、インテックの取締役を兼任す

る者は 1人であり、その氏名ならびに当社及び同社における役職は次のとおりであります。 

氏  名 当社における役職 株式会社インテックにおける役職 

後呂 光義 代表取締役社長 取締役 インテックグループ CEO 補佐 

 

(ロ)従業員 

平成 18 年 6月 30 日現在における当社従業員 92 人のうち、インテックからの出向者は次のとおりでありま

す。 

                    
従業員数 

うち株式会社インテック 

か ら の 出 向 者 数 

総  務  部     5 人                2 人 

営  業  部        9             0 

事  業  部       78            5 

合     計          92            7 

（注）従業員数は、役員、当社から他社への出向者、臨時雇用員は含んでおりません。 
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(3)事業リスクの拡大について 

①事業展開について 
当社は、バイオインフォマティクス事業において、文部科学省や経済産業省等の官庁主導のプロジェクトを通

じて、同事業のために有用な研究開発を行い、この分野における技術蓄積をさらに進め、製薬・化学・食品分野

の民間市場に向けて、各種システムの販売、データベースの提供、技術支援等を展開するとともに、今後本格的

に立ち上がってくることが見込まれるオーダーメイド医療やヘルスケア事業の実現に向けて各種事業展開を図っ

てまいります。しかしながら、「バイオ分野は半年毎に新たな技術が出てくる」と言われるほど技術革新が激しく、

百花繚乱の様相を呈しております。民間市場はいまだ萌芽期にあり、今後短期間のうちにこれらが確実に立ち上

がるという保証はありません。 

ウェブ事業においても、これまで多様な情報ネットワークシステムを構築してきた実績を踏まえ、PKI、電子決

済等の技術を駆使し、より高度で安全な情報ネットワークシステムの提供を目指しております。 

しかしながら、アドバンストリサーチ事業を含む当社が営むいずれの事業も、市場の急速な拡大、競合企業の

増加、システムの多様化、技術革新等、事業環境はなお一層激化することが予想されるため、当社の事業戦略が

予定どおりに進まない可能性があり、当社が柔軟に対応できなかった場合には、当社の事業戦略や経営成績等に

重大な影響が生じる可能性があります。 

 

②競合について 

当社が事業を展開するバイオインフォマティクス市場、ウェブ市場は、いずれも、急激な市場規模の拡大が見

込まれており、多くの情報系企業やいわゆるベンチャー企業が参入し、あるいは参入を計画しており、今後とも

競争が激化することは必至であります。これらの競合企業の中には、当社よりも資本規模が大きい企業も含まれ

ております。当社としては、1990 年代前半からゲノム研究に関与してきたことにより蓄積したノウハウを活かす

とともに、インテックグループ内の研究開発会社として蓄積してきた多様な技術と経験の活用や各分野における

有力企業とのアライアンス等により、今後とも積極的に事業展開を図ってまいります。 

しかしながら、当社がこれらの競合企業との競争に後れを取った場合、当社の事業戦略や経営成績等に重大な

影響を及ぼす可能性があります。 

  

③技術革新について 

当社の 3事業は、いずれも、技術革新・進歩の度合いが著しく速い分野に属しております。そのため、当社は、

大学や国立研究所等の先端技術研究機関との共同研究やこれらへの人材派遣等により、技術革新に速やかに対応

できるような体制を整えております。 

しかしながら、急激な技術革新等により新技術への対応が遅れる事態が発生した場合には、当社の事業戦略、

経営成績等に影響を与える可能性があります。また、必要な技術の進歩を常に追求するには、多額の費用と時間

を要し、この点も当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(4)知的財産権について 

当社は、研究開発した成果物について、可能な限り積極的に特許権等の知的財産権を取得する方針であります。

そのため、委託者または共同研究者との契約において、知的財産権が当社に帰属する旨の契約条項を盛り込むよう

積極的に要請する方針ですが、取引先との力関係等により、かかる契約条項を盛り込むことができない可能性があ

ります。また、知的財産権を確保するために当社が行う手続は、必ずしも十分なものでないおそれがあります。こ

れらの場合、当社が研究開発した成果物に関する知的財産権について、法的保護を受けることができず、当社の事

業戦略に重大な影響を与える可能性があります。 

また、当社は、製品の研究開発の過程において第三者の知的財産権を侵害することがないよう、特許調査を行う

等細心の注意を払っております。現在、当社において、当社の事業や技術に関し、第三者が出願中である、もしく

は既に成立していると認識している特許等はなく、したがって、当社は、当社のシステム開発で用いる技術は第三

者の知的財産権を侵害するものではないと認識しております。 

しかしながら、当社が認識していない第三者の特許等が存在する可能性があり、ライセンス料の支払いが発生す

る場合があります。現時点までに当社の事業に関し第三者から知的財産権を侵害しているというクレームを受けた

ことはありませんが、今後もかかるクレームを受けないという保証はありません。当社が属する市場が成長し、サー

ビス及び競合他社が増加するとともに、知的財産権をめぐる紛争が発生する可能性があり、当社もそのような紛争

に巻き込まれる可能性があります。この場合は当社の業績に悪影響を与える可能性があります。 
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さらに、これらの知的財産権に関する法的紛争は、理由のあるなしを問わず、時間がかかり、多大な費用を要す

ることがあります。その結果、これらの紛争が当社の事業に不利な影響を与えることもあり得ます。 

  
(5)訴訟の可能性について 

当社のシステム開発の特徴は、システム設計に PKI 等の先進技術を採用することにあります。 

このように先進技術を取り込んだ情報システムにおいては、潜在瑕疵を完全に回避することが困難な場合があり、

かかる潜在瑕疵が原因で莫大な損害が生じる可能性を否定することはできません。当社は、平成 13 年 12 月に

ISO9001 の審査登録を行い、品質管理体制を整え、企画から開発にいたるまで品質チェックを行うことにより、製

品の潜在瑕疵による損害の発生を未然に防止するための対策を講じております。 

しかしながら、これらの対策を講じたとしても、予期し得ない潜在瑕疵が解消されないまま取引先に納入される

可能性があります。また、当社は、今後とも外部の弁護士や弁理士等の専門家との連携を密にし、取引先との契約

において、損害賠償の上限額を定める、責任期間を限定する等の具体的な契約条項を盛り込むことにより、取引先

から損害賠償請求を受けるリスクを合理的に回避する策を講じる方針であります。ただし、取引先との力関係等に

より、かかる契約上のリスク回避策を講じることができない場合があります。さらに、取引先から損害賠償請求を

受けるリスクを回避するために当社が行う手続は、十分なものでないおそれがあります。 

なお、当社は現時点において、取引先から製品の瑕疵を理由とした損害賠償請求は受けておりません。 

 

(6)法的規制について 

ヒトゲノムの解読については、すでに米国企業が解読作業を終えていますが、米国特許庁は、「機能や特定の断

言された有用性の示唆のない DNA 断片は特許が受けられる発明ではない（例えば特別の病気の診断薬としての使用

等特別の有用性が開示された DNA 断片は、他に拒絶理由が存在しない限り特許可能な発明である）」とされており

（「DNA 断片の特許性に関する三極特許庁比較研究について」平成 11 年 7月特許庁調整課審査基準室）、遺伝子情報

を単に解読しただけでは特許取得が制限される取扱いとなっています。このような運用は日本においても同様であ

りますが、当社のバイオインフォマティクス事業は、遺伝子情報を解析するための情報処理技術が中心であり、遺

伝子情報そのものではありません。したがいまして、日米の特許庁におけるこれらの運用は、当社のバイオインフォ

マティクス事業に関する知的財産権戦略に直ちに重要な影響を及ぼすものではないと認識しております。 

また、当社は現在、当社事業に一般的に適用のある規制以外に、行政当局の直接の規制は受けておりません。 

しかしながら、今後仮に、当社の業務に対する規制が行われた場合、当社は事業戦略の見直しや経営成績の悪化

等の悪影響を受ける可能性があります。とりわけ、バイオ市場及びインターネット市場について、市場の拡大に伴

い、日本及び諸外国において、今後法令及び規則が制定される可能性があります。現段階で、当社は、将来成立し

うる法令及び規則の性格、その解釈もしくは実施方法及び影響について判断することはできません。日本及び諸外

国におけるそのような法令及び規則の制定は、当社のサービスへの需要を減少させる可能性があります。その結果、

当社の事業が著しい悪影響を受けることもあり得ます。 

 

(7)今後の事業展開について 

当社は、バイオインフォマティクス及びウェブの分野を軸として、幅広い事業展開を積極的に行っていく方針で

あります。そのため、開発力増強のための設備投資及び研究開発をはじめ、国内外を問わず合弁事業の展開、企業

買収等の事業展開を行う可能性があります。 

当社は投資案件について、各投資のリスク及びリターンを事前に慎重に評価した上で投資を実行する予定であり

ます。 

しかしながら、投資先の事業の先行きを正確に予測することは極めて困難であり、投資先の事業が予想どおりに

展開しない場合等、当社の投資額を回収できない可能性があります。また、このような場合に、投資先の事業の状

況が当社の事業計画や経営成績等に与える影響を確実に予測することは困難であります。 

①AccesStage S/A について 

AccesStage S/A は、平成 13 年 4月にブラジルにおいてインターネット EDI 事業を展開するため、伯国三菱商事

と共同で設立した合弁会社であり、当社の出資額は 3,745 千レアルで、当社の出資比率は 20.0%であります。 

現在は、政府系機関からの港湾 EDI 及び伯国大規模企業を中心に事業展開を行っております。平成 16 年 3月に

累積損失が大きくなってきたため、減損処理を行い、関係会社株式評価損 183 百万円を計上いたしました。 
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②リンク・ジェノミクス株式会社について 

リンク・ジェノミクス株式会社は、平成 13 年 8 月に設立された創薬ターゲットの解析、特許ライセンス供与、

研究用キット、早期診断ツールの開発・販売を行う会社であり、当社の出資額は 42 百万円で、出資比率は 3.6％

であります。 

当面は基盤技術の開発に注力し、その後、本格的な販売開始を見込んでおりますが、当初の計画どおり事業が

進展しなかった場合は、同社が十分な売上高を計上し、さらに利益を計上できる保証はありません。 

 

③ビジネスサーチテクノロジ株式会社について 

ビジネスサーチテクノロジ株式会社は、平成 16 年 2 月に設立された検索情報システムの開発・販売や GridASP

（注）サービス事業を展開する会社であり、当社の出資額は 33 百万円で、出資比率は 2.4％であります。現在、

当社は、同社が保有するインターネット情報検索の技術を利用する事業分野において、協業しております。なお、

平成 17 年 12 月に累積損失が大きくなってきたため、減損処理を行い、投資有価証券評価損 27 百万円を計上いた

しました。 

（注）GridASP は、独立行政法人産業技術総合研究所の日本における登録商標です。 

 

④エスシーワールド株式会社について 

エスシーワールド株式会社は、平成 17 年 2 月に設立された抗体医薬品事業と治験事業を行う会社であります。

当社は、平成 17 年 6 月に 30 百万円（出資比率 10.3％）を出資いたしました。同社は、創薬事業を手がけること

から、当面は開発に傾注することが予想され、当初の計画どおり事業が進展しなかった場合には、同社が十分な

利益を計上できる保証はありません。 
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５．中間財務諸表 
 (1)中間貸借対照表 

  前中間会計期間末 
(平成17年６月30日現在) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31日現在) 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 構成比
（％）

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  1,485,039 1,878,159 1,593,070 

２．受取手形 ※３ 139,260 89,310 117,217 

３．売掛金  444,337 508,223 653,297 

４．たな卸資産  54,485 58,608 73,878 

５．繰延税金資産  47,211 10,530 8,043 

６．その他  40,239 23,006 18,689 

貸倒引当金  △1,936 △1,933 △2,482 

流動資産合計   2,208,636 68.5 2,565,903 77.3  2,461,713 74.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1)建物  149,008 143,414 146,614 

(2)機械及び装置  19,424 7,737 10,887 

(3)工具器具及び備品  59,872 49,101 53,256 

有形固定資産合計   228,305 7.1 200,254 6.0  210,758 6.3

２．無形固定資産   31,502 1.0 26,118 0.8  27,451 0.8

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  284,517 167,991 194,204 

(2)関係会社株式  79,602 64,331 79,602 

(3)繰延税金資産  223,809 172,405 190,260 

(4)投資建物 ※１ 87,213 83,759 85,486 

(5)敷金及び保証金  32,504 31,318 31,558 

(6)その他  53,897 6,923 53,433 

  貸倒引当金  △7,437 － △7,436 

投資その他の資産合
計 

  754,107 23.4 526,729 15.9  627,108 18.9

固定資産合計   1,013,915 31.5 753,102 22.7  865,318 26.0

資産合計   3,222,552 100.0 3,319,006 100.0  3,327,032 100.0
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  前中間会計期間末 
(平成17年６月30日現在) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31日現在) 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比

（％） 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  281,195 359,359 440,967 

２．未払金  2,254 1,190 1,833 

３．未払法人税等  5,309 5,948 11,635 

４．その他 ※２ 87,336 111,391 61,197 

流動負債合計   376,096 11.7 477,889 14.4  515,634 15.5

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金  150,476 93,593 81,648 

２．役員退職慰労引当金  10,483 3,850 11,983 

固定負債合計   160,960 5.0 97,443 2.9  93,631 2.8

負債合計   537,056 16.7 575,333 17.3  609,265 18.3

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,396,496 43.3 － －  1,396,496 42.0

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,322,496 － 1,322,496 

資本剰余金合計   1,322,496 41.0 － －  1,322,496 39.8

Ⅲ 利益剰余金    

１．中間（当期）未処理
損失 

 55,290 － 12,193 

利益剰余金合計   △55,290 △1.7 － －  △12,193 △0.4

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  21,794 0.7 － －  10,967 0.3

資本合計   2,685,495 83.3 － －  2,717,766 81.7

負債資本合計   3,222,552 100.0 － －  3,327,032 100.0
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  前中間会計期間末 
(平成17年６月30日現在) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31日現在) 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 金額（千円） 構成比

（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 1,396,496 42.1  － －

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  － 1,322,496 － 

資本剰余金合計   － － 1,322,496 39.9  － －

３．利益剰余金    

(1)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  － 21,353 － 

利益剰余金合計   － － 21,353 0.6  － －

株主資本合計   － － 2,740,345 82.6  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価
差額金 

  － － 3,328 0.1  － －

評価・換算差額等合計   － － 3,328 0.1  － －

純資産合計   － － 2,743,673 82.7  － －

負債純資産合計   － － 3,319,006 100.0  － －
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(2)中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％） 金額（千円） 百分比

（％）

Ⅰ 売上高   1,117,193 100.0 1,132,195 100.0  2,292,699 100.0

Ⅱ 売上原価   929,023 83.2 920,914 81.3  1,861,002 81.2

売上総利益   188,170 16.8 211,281 18.7  431,697 18.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   174,037 15.6 176,397 15.6  324,083 14.1

営業利益   14,133 1.2 34,883 3.1  107,613 4.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  37,479 3.4 39,369 3.5  64,060 2.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  20,958 1.9 35,121 3.1  40,320 1.8

経常利益   30,653 2.7 39,131 3.5  131,353 5.7

Ⅵ 特別利益 ※３  9,686 0.9 19,644 1.7  70,568 3.1

Ⅶ 特別損失 ※４  17,157 1.5 2,958 0.3  53,831 2.3

税引前中間（当期）
純利益 

  23,182 2.1 55,817 4.9  148,089 6.5

法人税、住民税及び
事業税 

 1,661 1,661 3,322 

法人税等調整額  7,022 8,683 0.8 20,610 22,271 1.9 87,170 90,492 4.0

中間（当期）純利益   14,499 1.3 33,546 3.0  57,596 2.5

前期繰越損失   69,789 －  69,789

中間（当期）未処理
損失   55,290 －  12,193

    

 



 16

 
(3)中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成 18 年 1月 1 日 至平成 18 年６月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 
剰余金 

 

資本金 

資本準備金 資本剰余金 
合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本合計

平成17年12月31日 残高（千円） 1,396,496 1,322,496 1,322,496 △12,193 △12,193 2,706,798

中間会計期間中の変動額   

中間純利益（千円）  33,546 33,546 33,546

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）（千円） 
  

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
 33,546 33,546 33,546

平成18年６月30日 残高（千円） 1,396,496 1,322,496 1,322,496 21,353 21,353 2,740,345

  

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12月31日 残高（千円） 10,967 10,967 2,717,766

中間会計期間中の変動額  

中間純利益（千円）  33,546

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）（千円） 
△7,639 △7,639 △7,639

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△7,639 △7,639 25,906

平成18年６月30日 残高（千円） 3,328 3,328 2,743,673



 17

(4)中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の 
要約キャッシュ・フロー 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益  23,182 55,817 148,089 

減価償却費  26,837 24,738 52,424 

貸倒引当金の増減額  △484 △7,985 60 

退職給付引当金の増減額  3,040 11,945 △65,787 

役員退職慰労引当金の減少額  △3,625 △8,133 △2,125 

海外事業損失引当金の減少額  △128,700 － △128,700 

受取利息及び配当金  △4,974 △5,032 △9,561 

投資有価証券運用損益  △3,454 8,599 2,260 

投資有価証券売却益  － △8,835 △27,519 

投資有価証券売却損  － 839 － 

投資有価証券評価損  7,491 － 37,105 

関係会社株式売却損  － 2,118 － 

固定資産売却除却損  9,665 － 14,536 

売上債権の増減額  152,599 172,981 △34,318 

たな卸資産の減少額  151,283 15,270 131,890 

仕入債務の増減額  △119,987 △82,286 31,268 

その他営業活動によるキャッ
シュ・フロー  28,319 49,492 37,658 

小計  141,194 229,530 187,282 

利息及び配当金の受取額  4,974 5,032 9,561 

法人税等の支払額  △3,797 △3,322 △3,797 

営業活動によるキャッシュ・フロー  142,371 231,240 193,046 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △20,009 △20,012 △40,022 

定期預金の払戻による収入  20,008 20,011 40,017 

有形固定資産の取得による支出  △2,384 △5,633 △7,494 

無形固定資産の取得による支出  △2,056 △5,068 △5,163 

投資有価証券の取得による支出  △33,000 △9,646 △33,000 

投資有価証券の売却による収入  － 22,372 58,744 

関係会社株式の売却による収入  － 13,152 － 

関係会社短期貸付による支出  △900,000 △1,200,000 △2,000,000 

関係会社短期貸付金の返済による
収入 

 900,000 1,200,000 2,000,000 

従業員貸付金の返済による収入  60 － 400 

その他投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 34,164 39,189 40,613 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,218 54,363 54,094 

Ⅲ 財務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  － － － 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  102 △517 142 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  139,255 285,086 247,283 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,319,962 1,567,246 1,319,962 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高 

 1,459,218 1,852,333 1,567,246 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1)有価証券 

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 

中間決算日の市場価

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）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。 

(1)有価証券 

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 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

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 

同左 

(1)有価証券 

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 

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）

を採用しております。

 

時価のないもの 

同左 

 (2)たな卸資産 

仕掛品 

個別法に基づく原価法

を採用しております。 

貯蔵品 

先入先出法に基づく原

価法を採用しております。

(2)たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

(2)たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 

 定額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      10～29年

 機械及び装置    ６年

 工具器具及び備品５～20年

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利

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 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

 (3)投資その他の資産 

 定額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。 

投資建物     10～29年

(3)投資その他の資産 

同左 

(3)投資その他の資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しており

ます。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2)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

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期間

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。  

(2)退職給付引当金 

同左 

(2)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

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

 (3)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に

備えて、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

(3)役員退職慰労引当金 

同左 

(3)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に

備えて、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。 

４．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 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（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ヵ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 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第５号 平成17年12月９日)

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

計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は2,743,673千円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しており

ます。 

────── 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、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。 

────── 

────── （役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間より、役員賞与に関す

る会計基準（企業会計基準第４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。 

────── 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

（法人事業税における外形標準課税部分

の中間損益計算書上の表示方法） 

実務対応報告第12号「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」（企業

会計基準委員会 平成16年２月13日）が

公表されたことに伴い、当中間会計期間

から同実務対応報告に基づき、法人事業

税の付加価値割及び資本割3,648千円を

販売費及び一般管理費として処理してお

ります。 

────── （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方法） 

実務対応報告第12号「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」（企業

会計基準委員会 平成16年２月13日）が

公表されたことに伴い、当会計期間から

同実務対応報告に基づき、法人事業税の

付加価値割及び資本割8,313千円を販売

費及び一般管理費として処理しておりま

す。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日現在） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日現在） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

331,757千円 307,801千円 291,192千円

投資その他の資産「投資建物」の減

価償却累計額 

投資その他の資産「投資建物」の減

価償却累計額 

投資その他の資産「投資建物」の減

価償却累計額 

89,754千円 93,209千円 91,482千円

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、当該金額12,317千円

を流動負債「その他」に含めて表示

しております。 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、当該金額11,721千円

を流動負債「その他」に含めて表示

しております。 

※２．   ────── 

※３．   ────── ※３．   ────── ※３．期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当期末が金

融機関の休日であったため、次の期

末日満期手形が期末残高に含まれ

ております。 

受取手形    51,900千円 
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（中間損益計算書関係） 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 
  

受取利息 4,347千円

受取配当金 627千円

不動産賃貸収入 9,603千円

補助金収入 2,402千円

出向者収入 12,862千円
  

  
受取利息 4,464千円

受取配当金 567千円

不動産賃貸収入 9,690千円

補助金収入 4,058千円

出向者収入 17,690千円
  

  
受取利息 8,726千円

受取配当金 834千円

不動産賃貸収入 19,380千円

補助金収入 6,979千円

出向者収入 23,373千円
  

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 
  

不動産賃貸費用 4,941千円

出向者費用 14,466千円
  

  
不動産賃貸費用 4,922千円

出向者費用 21,092千円

投資有価証券運用損 8,599千円
  

  
不動産賃貸費用 9,922千円

出向者費用 26,587千円
 

※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 
  

貸倒引当金戻入益 484千円

償却済債権取立益 9,201千円
  

  
貸倒引当金戻入益 1,905千円

投資有価証券売却益 8,835千円

償却済債権取立益 4,470千円

役員退職慰労引当金戻入益 4,433千円
  

  
投資有価証券売却益 27,519千円

償却済債権取立益 10,844千円

退職給付引当金戻入益 32,204千円
 

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 
 

固定資産除却損 9,665千円

投資有価証券評価損 7,491千円
  

 

関係会社株式売却損 2,118千円

投資有価証券売却損 839千円
  

 

固定資産除却損 14,536千円

投資有価証券評価損 37,105千円

解約補償金 2,190千円
  

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 
 

有形固定資産 18,448千円

無形固定資産 6,661千円

投資その他の資産 1,727千円
  

 
有形固定資産 16,609千円

無形固定資産 6,401千円

投資その他の資産 1,727千円
  

 
有形固定資産 35,733千円

無形固定資産 13,236千円

投資その他の資産 3,454千円
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（中間株主資本等変動計算書関係） 
当中間会計期間（自 平成 18 年１月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数
（株） 

当中間会計期間増加株
式数（株） 

当中間会計期間減少株
式数（株） 

当中間会計期間末株式
数（株） 

発行済株式   

普通株式 19,200 － － 19,200

自己株式   

普通株式 － － － － 
 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
新株予約権の内訳 

新株予約権の
目的となる株
式の種類 前事業年度 

末 
当中間会計 
期間増加 

当中間会計 
期間減少 

当中間会計 
年度末 

当中間会計期間
末残高（千円）

平成14年３月新株予約権 普通株式 162 － － 162 －

平成15年３月新株予約権 普通株式 31 － － 31 －

合 計 － － － － － －

 
３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
 
 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

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６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

（千円） （千円） （千円）

現金及び預金勘定 1,485,039

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金 
△25,821

現金及び現金同等物 1,459,218
 

現金及び預金勘定 1,878,159

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金 
△25,825

現金及び現金同等物 1,852,333

現金及び預金勘定 1,593,070

預入期間が３ヵ月を超え

る定期預金 
△25,824

現金及び現金同等物 1,567,246
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（リース取引関係） 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12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 

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中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

   

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しておりま

す。 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しておりま

す。 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

 １ 年 内      781千円   １ 年 内      781千円  １ 年 内      781千円 

 １ 年 超     2,148千円   １ 年 超     1,367千円  １ 年 超     1,757千円 

 合 計      2,929千円   合 計      2,148千円  合 計      2,539千円 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してお

ります。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料      195千円 支払リース料      390千円 支払リース料      585千円 

減価償却費相当額    195千円 減価償却費相当額    390千円 減価償却費相当額    585千円 

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 

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 

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。 

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

工具器具 
及び備品 

3,125 195 2,929 

 

  

 
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）

工具器具
及び備品

3,125 585 2,539

 

  

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

中間期末
残高相当
額 
（千円）

工具器具
及び備品

3,125 976 2,148
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（有価証券関係） 
前中間会計期間末（平成 17 年６月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間末（平成17年６月30日現在） 

 
取得原価（千円） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

株式 47,905 74,881 26,976

投資信託 41,037 52,596 11,559

合計 88,942 127,477 38,535

 
２．時価のない主な有価証券の内容 

前中間会計期間末（平成17年６月30日現在） 
 

中間貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 108,344

 
当中間会計期間末（平成 18 年６月 30 日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

当中間会計期間末（平成18年６月30日現在） 

 
取得原価（千円） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

株式 24,800 16,800 △8,000

投資信託 18,540 33,565 15,025

合計 43,340 50,365 7,025

 
２．時価のない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成18年６月30日現在） 
 

中間貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 91,531

 
前事業年度末（平成 17年 12 月 31 日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（平成17年12月31日現在） 

 
取得原価（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 差額（千円） 

株式 26,980 19,634 △7,346

投資信託 30,737 57,764 27,027

合計 57,717 77,398 19,681

 
２．時価のない主な有価証券の内容 

前事業年度（平成17年12月31日現在） 
 

貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 78,731
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（デリバティブ取引関係） 
前中間会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 
 
（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 
 
 
（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 79,602

 持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 104,519

 持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 9,301

 

当中間会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 64,331

 持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 109,811

 持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 12,064

 

前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 79,602

 持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 115,964

 持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 15,915
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（重要な後発事象） 
該当事項はありません。 

 

 

（その他） 
    該当事項はありません。

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額      139,869円57銭 

１株当たり中間純利益金額   755円16銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、希薄化効果を有している潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額      142,899円64銭

１株当たり中間純利益金額  1,747円19銭

同左 

１株当たり純資産額      141,550円32銭

１株当たり当期純利益金額  2,999円82銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、希薄化効果を有している潜

在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。  

(注) １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

期  別 

 項  目 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 14,499 33,546 57,596

普通株主に帰属しない金額（千

円） 
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円） 
14,499 33,546 57,596

期中平均株式数（株） 19,200 19,200 19,200

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（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の規定に基

づく新株引受権１種類 

（目的となる株式の数 普通

株式 167株） 

  

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１種類 

（新株予約権の数 31個）  

旧商法第280条ノ19の規定に基

づく新株引受権１種類 

（目的となる株式の数 普通

株式 162株） 

  

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１種類 

（新株予約権の数 31個） 

旧商法第280条ノ19の規定に基

づく新株引受権１種類 

（目的となる株式の数 普通

株式 162株） 

  

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１種類 

（新株予約権の数 31個）  
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６．生産、受注及び販売の状況 
 

（1）生産実績 

当中間会計期間における生産実績は次のとおりであります。 

事業部門別 生産高（千円） 前年同期比（％） 

バイオインフォマティクス 329,157 108.5 

ウェブ        389,652 122.1 

アドバンストリサーチ       397,668 82.4 

合計       1,116,478 101.0 

（注）１．金額は販売価額で表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
（2）受注状況 

当中間会計期間における受注状況は次のとおりであります。 

事業部門別 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

バイオインフォマティクス 452,263 133.9 335,229 130.8

ウェブ 383,653 101.4 188,946 88.8

アドバンストリサーチ 320,890 56.3 236,656 49.4

合計 1,156,808 89.9 760,832 80.3

（注）１．金額は販売価額で表示しております。 

２．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 

当中間会計期間における販売実績は次のとおりであります。 

事業部門別 販売高（千円） 前年同期比（％） 

バイオインフォマティクス 331,055 104.2 

ウェブ 396,129 126.6 

アドバンストリサーチ 405,011 83.2 

合計 1,132,195 101.3 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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