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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 1,654 (29.0) 208 (△61.0) 215 (△59.9)

17年６月中間期 1,282 (19.9) 535 (24.9) 538 (33.1)

17年12月期 2,893 (34.6) 955 (24.5) 965 (29.7)

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円　銭

18年６月中間期 57 (△82.0) 185.26

17年６月中間期 316 (37.3) 2,081.19

17年12月期 524 (23.7) 3,437.75

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 308,055株 17年６月中間期 151,964株 17年12月期 152,596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、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

④平成17年11月4日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付けをもって、普通株式１株を２株に分割しております。１株当た

り情報は、平成18年６月中間期は株式分割後の株式数により、平成17年６月中間期、平成17年12月期は株式分割前の株式数により算出し

ております。

(2）配当状況

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭

18年６月中間期 ― ― 　　　　　　―　　　　　　―

17年６月中間期 ― ― 　　　　　　―　　　　　　―

17年12月期 　　　　　　―　　　　　　― 200 00

(3）財政状態  

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 3,127 2,704 86.5 8,753.01

17年６月中間期 2,936 2,408 82.0 15,776.99

17年12月期 3,235 2,644 81.7 17,220.84

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 308,980株 17年６月中間期 152,670株 17年12月期 153,560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平成17年11月4日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年２月20日付けをもって、普通株式１株を２株に分割しております。１株当た

り情報は、平成18年６月中間期は株式分割後の株式数により、平成17年６月中間期、平成17年12月期は株式分割前の株式数により算出し

ております。

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
１株当たり年間配当金

期末  

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通期 3,400 550 240 100  100  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　776円　75銭
※　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。上記予想に関連する事項は、「平成18年12月期　中間決算短信（連
結）」添付資料8ページをご参照ください。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末
(平成17年６月30日)

当中間会計期間末
(平成18年６月30日)

前事業年度
要約貸借対照表

(平成17年12月31日)

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

 1,339,706   308,340   1,111,964   

２　受取手形  4,520   14,286   5,723   

３　売掛金  378,532   946,406   682,090   

４　たな卸資産  119,235   11,251   25,530   

５　前渡金  452,971   350,624   373,906   

６　繰延税金資
産

 3,164   ―   22,800   

７　その他  31,159   234,801   154,866   

流動資産合計   2,329,291 79.3  1,865,710 59.7  2,376,881 73.5

           

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資
産

※１  82,127   162,937   79,478  

２　無形固定資
産

          

  (1)ソフト
ウェア

 ―   232,386   185,018   

  (2)その他  99,743   873   873   

　　無形固定資
産合計

  99,743   233,260   185,892  

３　投資その他
の資産

          

(1)投資有価
証券

 ―   226,107   27,330   

(2)関係会社
株式

 312,850   415,500   337,500   

(3)差入保証
金

 ―   198,913   195,422   

(4)その他  112,885   65,154   73,154   

貸倒引当
金

 ―   △40,154   △40,154   

投資その
他の資産
合計

  425,735   865,521   593,252  

固定資産合計   607,606 20.7  1,261,718 40.3  858,623 26.5

資産合計   2,936,897 100.0  3,127,429 100.0  3,235,505 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年６月30日)

当中間会計期間末
(平成18年６月30日)

前事業年度
要約貸借対照表

(平成17年12月31日)

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  38,232   58,801   32,246   

２　未払法人税
等

 231,733   31,564   275,459   

３　繰延税金負
債

 ―   7,507   ―   

４　その他 ※２ 200,052   307,133   231,476   

流動負債
合計

  470,018 16.0  405,007 13.0  567,509 17.5

           

Ⅱ　固定負債           

１　繰延税金負
債

 58,206   17,917   23,563   

固定負債
合計

  58,206 2.0  17,917 0.5  23,563 0.7

負債合計   528,224 18.0  422,925 13.5  591,072 18.3

           

(資本の部)           

Ⅰ　資本金   790,609 26.9  ― ―  804,328 24.8

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備
金

 581,279   ―   594,998   

資本剰余
金合計

  581,279 19.8  ― ―  594,998 18.4

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  2,430   ―   2,430   

２　任意積立金  123,707   ―   123,707   

３　中間(当
期)未処分
利益

 910,647   ―   1,118,968   

利益剰余
金合計

  1,036,784 35.3  ― ―  1,245,105 38.5

資本合計   2,408,673 82.0  ― ―  2,644,432 81.7

負債及び
資本合計

  2,936,897 100.0  ― ―  3,235,505 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分 注記
番号 金額（千万円） 構成比

（％） 金額（千万円） 構成比
（％） 金額（千万円） 構成比

（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  ― ― 823,043 26.3 ― ―

２　資本剰余金  

  資本準備金  ― 613,713 ―

資本剰余金
合計

 ― ― 613,713 19.6 ― ―

３　利益剰余金  

(1）利益準備
金

 ― 2,430 ―

(2）その他利
益剰余金

    

任意積立
金

 ― 97,405 ―

繰越利益
剰余金

 ― 1,171,627 ―

利益剰余金
合計

 ― ― 1,271,463 40.7 ― ―

株主資本合計  ― ― 2,708,220 86.6 ― ―

Ⅱ　評価・換算差
額等

       

１　その他有価
証券評価差
額金

 ― ― △3,716  ― ―

評価・換算差
額等合計

 ― ― △3,716 △0.1 ― ―

純資産合計  ― ― 2,704,504 86.5 ― ―

負債純資産合
計

 ― ― 3,127,429 100.0 ― ―
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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
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   1,282,677 100.0  1,654,340 100.0  2,893,858 100.0

Ⅱ　売上原価   311,267 24.3  600,815 36.3  949,788 32.8

売上総利益   971,409 75.7  1,053,525 63.7  1,944,069 67.2

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

  436,169 34.0  844,544 51.1  988,692 34.2

営業利益   535,239 41.7  208,981 12.6  955,377 33.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  9,252 0.7  11,453 0.7  16,520 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  6,255 0.5  4,718 0.3  6,418 0.2

経常利益   538,236 42.0  215,715 13.0  965,478 33.4

Ⅵ　特別利益 ※３  1,377 0.1  8,880 0.5  12,997 0.4

Ⅶ　特別損失 ※４  944 0.1  140,269 8.5  71,209 2.4

税引前中間
(当期)純利益

  538,668 42.0  84,326 5.1  907,266 31.4

法人税、住民
税及び事業税

※６ 229,415   43   443,971   

法人税等調整
額

※６ △7,012 222,402 17.3 27,212 27,255 1.6 △61,291 382,680 13.2

中間(当期)純
利益

  316,265 24.7  57,070 3.4  524,586 18.1

前期繰越利益   594,381      594,381  

中間(当期)未
処分利益

  910,647      1,118,968  
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(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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計任意積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
804,328 594,998 594,998 2,430 123,707 1,118,968 1,245,105 2,644,432

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 18,714 18,714 18,714    ― 37,429

剰余金の配当（千円）      △30,712 △30,712 △30,712

任意積立金の取崩（千円）     △26,301 26,301 ― ―

中間純利益（千円）      57,070 57,070 57,070

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）
18,714 18,714 18,714 ― △26,301 52,659 26,358 63,787

平成18年６月30日　残高

（千円）
823,043 613,713 613,713 2,430 97,405 1,171,627 1,271,463 2,708,220

評価・換算
差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

平成17年12月31日　残高

（千円）
― 2,644,432

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円）  37,429

剰余金の配当（千円）  △30,712

任意積立金の取崩（千円）  ―

中間純利益（千円）  57,070

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）

△3,716 △3,716

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,716 60,071

平成18年６月30日　残高

（千円）
△3,716 2,704,504
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

１　資産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

同左

１　資産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

同左

(2) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

―――――――

 

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) 有価証券

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)

時価のないもの

 同左

(2) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

―――――――

 

 

  

時価のないもの

同左

(3) たな卸資産

仕掛品：個別法に基づく原価法

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　３～15年

器具備品　３～15年

  ただし、取得価額が10万円以上20万

円未満の資産については、３年均等償

却によっております。

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　　　　　　　同左

２　固定資産の減価償却の方法

(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

　市場販売目的のソフトウェアについ

ては、見込販売期間（３年以内）にお

ける見込販売数量に基づく償却額と、

販売可能な残存販売期間に基づく均等

配分を比較し、いずれか大きい額を計

上する方法によっております。

(2）無形固定資産

①市場販売目的のソフトウェア

同左

(2）無形固定資産

①市場販売目的のソフトウェア

同左

②自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっております。

②自社利用のソフトウェア

同左

②自社利用のソフトウェア

同左

３　引当金の計上基準

貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率法、貸

倒懸念債権及び破産更生債権について

は財務内容評価法によっております。

３　引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

３　引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

４　その他中間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は、税抜方式に

よっております。

４　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

同左

４　その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

同左
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中間財務諸表作成のため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18年12月31日）

────── １　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」(企業会計基準適用指針第６号　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。

──────

────── ２　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2,704,504千円であります。

　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。

──────

──────  ３　役員報酬に関する会計基準

　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　平成17年11月29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。

 ──────

──────  ４　株主資本等変動計算書に関する会

計基準

　当中間会計期間より、株主資本等変

動計算書に関する会計基準(「株主資本

等変動計算書に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針弟９号　

平成17年12月27日))を適用しておりま

す。

──────
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表示方法の変更

前中間会計期間末

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日)

 ―──────　  前中間会計期間末において「無形固定資産」に含めて記載

しておりました「ソフトウェア」については当中間会計期間

末において総資産額の5/100を超えたため区分掲記いたしま

した。

　なお、前中間会計期間末の「ソフトウェア」は99,437千円

であります。

　前中間会計期間末において「投資その他の資産」の「その

他」に含めて記載しておりました「投資有価証券」、「差入

保証金」については当中間会計期間末において総資産額の

5/100を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」は44,800千円、

「差入保証金」は59,085千円であります。

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)

（外形標準課税制度の導入）

　「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、当中間会計期間から「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、

5,531千円増加し、営業利益、経常利

益、税引前中間純利益が5,531千円減

少しております。

―──────

 

（外形標準課税制度の導入）

　「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、

11,284千円増加し、営業利益、経常利

益、税引前当期純利益が11,284千円減

少しております。 

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)

当中間会計期間末
(平成18年６月30日)

前事業年度末
(平成17年12月31日)

※１　有形固定資産の

減価償却累計額 65,606千円

※１　有形固定資産の

減価償却累計額 98,096千円

※１　有形固定資産の

減価償却累計額 79,145千円

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税等は、

相殺の上、その他の流動負債に含

めて表示しております。

※２　消費税等の取扱い

同左

※２　　　―――――――
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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　営業外収益の主な内容 ※１　営業外収益の主な内容 ※１　営業外収益の主な内容

受取利息 129千円

受取配当金 99

受取手数料 6,478

為替差益 2,545

受取利息 334千円

受取手数料  11,100

受取利息 354千円

受取手数料 13,078

受取配当金 99

為替差益 2,965

※２　営業外費用の主な内容 ※２　営業外費用の主な内容 ※２　営業外費用の主な内容

支払利息 44千円

新株発行費 1,211

株式上場費用 5,000

新株発行費 951千円

投資事業組合出

資損失
3,766

支払利息 44千円

新株発行費  1,374

株式上場費用  5,000

※３　特別利益の主な内容 ※３　特別利益の主な内容 ※３　特別利益の主な内容

投資有価証券売

却益
1,377千円

解約返戻金 8,880千円 投資有価証券売

却益
12,997千円

※４　特別損失の主な内容 ※４　特別損失の主な内容 ※４　特別損失の主な内容

固定資産除却損 944千円 固定資産除却損 6,949千円

投資有価証券評

価損
54,134

子会社株式評価

損
39,000

本社移転費用 40,185

固定資産除却損 954千円

子会社株式評価

損
 30,100

貸倒引当金繰入

額
 40,154

※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 17,114千円

無形固定資産 16,751

有形固定資産 27,587千円

無形固定資産 42,718

有形固定資産 40,362千円

無形固定資産 40,458

※６　　当中間会計期間に係る「法人

税、住民税及び事業税」と「法

人税等調整額」は、当事業年度

において予定している利益処分

によるプログラム準備金等の取

崩しを前提として、その金額を

計算しております。

※６　　　　　同左 ※６　　　―――――――

（中間株主資本等変動計算書関係）

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)

―――――――― 　　自己株式に関する事項

　　該当する事項はありません。

――――――――
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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)

該当事項はありません。 同左 同左

（有価証券関係）

当中間会計期間末(平成18年６月30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。

前中間会計期間末(平成17年６月30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。

前事業年度末(平成17年12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。

－ 11 －



（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 15,776円99銭

１株当たり中間純利益 2,081円19銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
2,021円66銭

１株当たり純資産額 8,753円01銭

１株当たり中間純利益 185円26銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
184円18銭

１株当たり純資産額 17,220円84銭

１株当たり当期純利益 3,437円75銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
3,343円65銭

　当社は、平成17年２月18日付で株式

１株につき５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１株当た

り情報については、以下のとおりであ

ります。

　当社は、平成18年２月20日付で株式

１株につき２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１株当た

り情報については、以下のとおりであ

ります。

 (追加情報)

　平成17年11月４日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。

１.　平成18年２月20日付けをもって

　 普通株式１株につき２株に分割し

　 ました。　　　

 (1) 分割により増加する株式数

　　 普通株式　153,560株

 (2) 分割方法

　　 平成17年12月31日最終の株主名

　 簿及び実質株主名簿に記載された

　 株主の所有株式数を１株につき２

　 株の割合をもって分割しました。

２.　配当起算日

　　 平成18年１月１日

　　 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株当たり情報及び当期首に行われ

たと仮定した場合の当事業年度におけ

る１株当たり情報はそれぞれ以下のと

おりとなります。　　 

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産
額

１株当たり純資産
額

12,495円58銭 13,803円63銭

１株当たり中間純
利益

１株当たり当期純
利益

1,523円40銭 2,803円24銭

潜在株式調整後１
株当たり中間純利
益

潜在株式調整後１
株当たり当期純利
益

1,487円71銭 2,738円27銭

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産
額

１株当たり純資産
額

7,888円49銭 8,610円42銭

１株当たり中間純
利益

１株当たり当期純
利益

1,040円59銭 1,718円87銭

潜在株式調整後１
株当たり中間純利
益

潜在株式調整後１
株当たり当期純利
益

1,010円83銭 1,671円82銭

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産
額

１株当たり純資産
額

6,901円81銭 8,610円42銭

１株当たり中間純
利益

１株当たり当期純
利益

1,401円62銭 1,718円87銭

潜在株式調整後１
株当たり中間純利
益

潜在株式調整後１
株当たり当期純利
益

1,369円13銭 1,671円82銭
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　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(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株当たり中間(当期)純利益金額    

１．中間(当期)純利益(千円) 316,265 57,070 524,586

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)
316,265 57,070 524,586

２．普通株式の期中平均株式数(株) 151,964 308,055 152,596

潜在株式調整後

１株当たり中間(当期)純利益金額
   

１．中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

２．普通株式増加数(株) 4,474 1,812 4,294

普通株式増加数の主要な内訳

新株予約権(株)
4,474 1,812 4,294

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)純利益金額の算定含めなかっ

た潜在株式の概要

―――――― 平成17年11月17日

(新株予約権9,327株)

平成18年３月30日

(新株予約権9,630株)

平成17年３月８日

(新株予約権4,966株)
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（重要な後発事象）

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　ジュリアーニ・パートナーズとの

　企業統治、内部統制及びコンプライ

　アンス強化に関するコンサルティン

　グ事業にかかる事業提携

  　　当社は平成18年8月3日開催の取締

　　役会において、ジュリアーニ・パー

　　トナーLLC(Giuliani Partners LLC)

　　と下記に記載する内容の事業提携を

　　行い、同社のグループ会社として新

　　たに日本に設立する「ジュリアー

　　ニ・コンプライアンス・ジャパン」

　　（仮称：以下、ＧＣＪ社」）に当社

　　が出資を行うともに、日本及びアジ

　　ア地域において企業統治(コーポレ

　　ートガバナンス)、内部統制及びコ

　　ンプライアンス強化に関するコンサ

　　ルティング事業を行うことを決定い

　　たしました。

　　(1)事業提携の趣旨・目的

　　　近年、企業による内部統制やコン

　　　プライアンスが不十分であるこ

　　　とに起因する様々な事件が発生

　　　し、これらの強化が急務になっ

　　　てきております。又、２００９

　　　年３月の本決算以降において、

　　　日本版企業改革法（通称：Ｊ－

　　　ＳＯＸ法）が施行されることか

　　　ら、今後益々企業の透明性、社

　　　会的責任、内部統制やコンプラ

　　　イアンスが重視されることが予

　　　想されます。

　　　今後、当グループは、ジュリアー

　　　ニ・パートナーズと事業提携を行

　　　うことで企業価値向上の為の様々

　　　なプロフェッショナルアドバイス

　　　や、Ｊ－ＳＯＸ法に準拠した社内

　　　体制構築の為のルール作りや

　　　システム構築に関するコンサル

　　　ティングサービスを行い、各々

　　　の競争力・収益力を強化してま

　　　いります。

　　(2)ジュリアーニ・パートナーズと

　　　の事業提携の概要

　　　　当社は、ジュリアーニ・パート

　　　ナーズが設立するＧＣＪ社の発行

　　　済株式約16％を当初取得します。

　　　また、その後、当社の判断により

　　　設立時発行済株式の最大90％まで

　　　取得することができます。

１　当社は、平成18年３月17日開催の

定時株主総会において、当社の

取締役、監査役及び従業員に対し、

商法第280条ノ20及び商法第280条ノ

21の規定に基づき、ストック・オプ

ション（新株予約権）を発行するこ

とを決議いたしました。

　なお、ストックオプションの内容

は下記のとおりであります。

　①　新株予約権の数

　　　10,000個を上限とする。

　②　新株予約権の目的となる株式

　　　の種類

　　　普通株式

　③　新株予約権の目的となる株式

　　　の数

　　　10,000株を上限とする。

　④　新株予約権の行使時の払込金

　　　額

　１株当たりの払込金額は、新

株予約権を発行する日の属する

月の前月の各日（取引が成立し

ない日を除く。）における東京

証券取引所の連結財務諸表提出

会社の普通株式の普通取引の終

値（以下「終　値」という。）

の平均値に1.05を乗じた金額と

して、１円未満の端数は切り上

げる。

　ただし、その金額が新株予約

権を発行する日の前日の終値

（取引が成立しない場合は、そ

れに先立つ直近日の終値）を下

回る場合は、新株予約権を発行

する日の前日の終値とする。

　⑤　新株予約権の行使期間

　　　自平成20年４月１日

　　　至平成23年３月31日
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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)

　ＧＣＪ社事業の詳細は、主要事

業として当社とジュリアーニ・パー

トナーズの強みを活かし、日本の

大手企業に対してコーポレートガ

バナンスや内部統制に関連したコ

ンサルティング及びＰＲ・ＩＲを

通じて企業価値を向上させること

と、Ｊ－ＳＯＸ法に準拠した社内

体制構築の為のコンサルティング

サービスを行う予定です。設立当

初は、ＧＣＪ社の受託するコンサ

ルティング契約の一部を、当社及

びジュリアーニ・パートナーズへ

再委託する予定です。

　　(3)ジュリアーニ・パートナーズ

　　　LLCの概要

　　　①名称

　　　  Giuliani Partners LLC 

　　　②主な事業内容

　　　　マネジメント・コンサルティ

　　　　ング

　　　③設立年月

　　　　平成14年１月

　　　④本店所在地

　　　　5 Times Square New York,

　　　  NY 10036

　　　⑤代表者 　　　

　　　　RudolphW.Giuliani（ルドルフ

　　　　Ｗ．ジュリアーニ）

――――――― ２　ユーロ円建転換社債型新株予約権

　付社債の発行

　　当社は、平成18年8月3日開催の取締

　　役会において、ジュリアーニ・パー

　　トナーズとの事業提携の一環とし

　　て、2009年満期ユーロ円建転換社債

　　型新株予約権付社債の発行を決議い

　　たしました。

　(1)社債の種類等

 　　①種類　　　　

　　　 転換社債型新株予約権付社債

　　 ②発行価額

　　　 額面金額の100％

　　 ③発行総額　　10億円

　　 ④利率

　　　 利息を付さない。

 　　⑤償還方法

　　　 額面金額の100％で償還する。

 　　⑥償還期限

　　　 平成21年８月21日

　　　（ロンドン時間）

２　子会社の設立

　当社は、以下の子会社を設立い

たしました。

ソフトブレーン・インテグレーショ

ン株式会社

　①設立日　　：平成18年２月27日

　②出資金額　：30,000千円（当社

　　　　　　　　100％出資）

　③出資株数　：6,000株

　④事業内容　：システムインテグ

　　　　　　　　レーション事業

　　　　　　　　中堅中小企業をタ

　　　　　　　　ーゲットとした事

　　　　　　　　務機器や通信ネッ

　　　　　　　　トワークインフラ

　　　　　　　　等、オフィスのシ

　　　　　　　　ステム関係全般の

　　　　　　　　構築

　⑤代表者　　：松田　孝裕

　⑥本店所在地：東京都港区
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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)

――――――― 　(2)新株予約権の内容

 　　①発行価額　　

　　　 無償とする。

 　　②新株予約権の行使に際して払込

　　　 をなすべき額

　　　 社債発行価額と同額とする

 　　③転換価額

　　　 当初40,602円とする。

　　 ④行使期間　　

　　　 平成18年８月24日から

 　　　平成21年８月14日まで

　(3)発行日

　　 平成18年８月21日

　　（ロンドン時間）

　(4)担保の内容

　　 担保または保証を付さない。

　(5)資金の使途

　　 　今回、ユーロ円建転換社債型新

　　 株予約権付社債の発行による調達

　　 資金は、ジュリアーニ・パートナ

　　 ーズとの事業提携を行うべく、

　　ジュリアーニ・ コンプライアン

　　ス・ジャパン社（仮称）に出資する

　　ための資金に充当する予定でありま

　　す。

 ――――――― ３　第三者割当による新株予約権の発

　　行

　当社は、平成18年8月3日開催の取

締役会において、ジュリアーニ・パー

トナーズとの事業提携の一環として、

第三者割当による新株予約権の発行

を決議いたしました。

(1)新株予約権の名称

ソフトブレーン株式会社第1回新

株予約権（第三者割当）

(2)本件新株予約権の目的である株

　 式の種類及び数

普通株式　140,000株

(本新株予約権１個あたり140,000

株)

(3)本新株予約権の総数

１個

(4)本新株予約権の払込金額

本新株予約権1個あたり

金1,837,200円

（1株あたり13.38円）

(5)新株予約権の払込金額の総額

金1,837,200円

(6)申込期間

2006年8月21日

（ロンドン時間）

 ――――――― 
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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)

 ――――――― (7)割当日及び払込期日

2006年8月21日

（ロンドン時間）

(8)発行地

英国

(9)募集の方法及び割当先

　第三者割当の方法（海外におけ

る私募。但し、アメリカ合衆国を

除く。）により、全てIP Synergy 

Finance Inc.に割り当てる。

(10)本新株予約権の行使時の払込金

　　額

　本新株予約権の行使における１

株あたりの払込金額は当初52,260

円とする。

(11)行使価額の修正

 行使価額は、2006年9月21日

（木）以降の毎週月曜日、水曜日

及び金曜日（以下「修正日」とい

う。）以降、修正日の直前の取引

日までの5連続取引日の株式会社

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売買高加

重平均価格の平均値の90％に相当

する金額に修正される。但し、か

かる算出の結果、修正後行使価額

が44,220円を上回る場合には、修

正後行使価額は上限行使価額とす

る。

(12)本新株予約権を行使すること

　　ができる期間

2006年8月21日から2009年8月21

日

(13)その他の本新株予約権の行使

　　の条件

本新株予約権は、一括行使のほか

部分行使ができるものとする。但

し、各部分行使にあたっては、1

株未満の端数についての行使請求

はできない。

(14)本新株予約権の取得の事由及

　　び取得の条件

当社は、2006年8月21日以降、本

新株予約権の消却が必要と当社取

締役会が決議した場合は、会社法

273条第2項の規定に従って通知し、

且つ（本新株予約権証券が発行さ

れている場合は）公告したうえで、

当社取締役会で定める取得日に、

その時点において残存する本新株

予約権の全部又は一部を無償で取

 ――――――― 
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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)

得することができる。

(15)新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、

当社取締役会の承認を要するもの

とする。
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