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平成 19 年 3 月期  第 1 四半期財務・業績の概況（連結） 

    平成 18 年８月 11 日 

上場会社名 株式会社豆蔵 （コード番号：3756 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.mamezou.com ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 荻原 紀男 ＴＥＬ：（03）5339－2100

            責任者役職・氏名 財務・経理部長 南口 和彦 
 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 近連結事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有 
   連結（新規）１社  
④ 会計監査人の関与 ： 有 
   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適

時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明
に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成 19 年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年６月 30 日） 
（１）連結経営成績の進捗状況                      （百万円未満切捨） 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 

純 利 益       
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19 年３月期第１四半期 795 (―) 66 (―) 61 (―) 9 (―)

18 年３月期第１四半期 ― (―) ― (―) ― (―) ― (―)

(参考)18 年３月期 788  58 55   48  

 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭 
19 年３月期第１四半期 332 58 322 15

18 年３月期第１四半期 ― ― ― ―

(参考)18 年３月期 1,729 99 1,673 31

（注）１ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

２ 平成 18 年３月期第１四半期は、連結財務諸表を作成していないため、同四半期の数値及び平成

19 年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

３ 平成 18 年３月期は決算期変更により、平成 17 年 10 月１日から平成 18 年３月 31 日までの６ヶ月

間となっております。 

 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期におけるわが国経済は、原油の高騰や金利上昇等の不安要素はあるものの、企業

収益の好調を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善、また個人消費の回復などにより、景況感

は堅調に推移しておりました。 
 情報サービス産業におきましては、企業業績の回復と共に緩やかながら情報化投資の拡大が期

待されている半面、受注競争の激化や顧客の低価格要請等により、収益面では依然として厳しい

状況が続いております。 
 このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、前期末に株式会社オープンストリ

ームを連結子会社化し、また当第 1四半期には株式会社チェンジビジョンを連結子会社化いたし

ました。これにより、これまでの当社独自の enThology をベースとした要求開発などのコンサル

ティングに加え、株式会社オープンストリームのオープンアーキテクチャに特化したシステム開 
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発や株式会社チェンジビジョンが有するシステム可視化ツール「JUDE」の販売といった、幅広い

サービスの提供が可能となり、グループ企業としての更なる企業価値の向上と、情報化投資およ

び製造分野のソフトウェア開発における総合的なソリューションの提供に努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期の売上高及び損益は、予想をやや上回るペースで推移し、売上高は 795

百万円、営業利益は 66 百万円、経常利益は 61 百万円となりました。また、連結子会社の増資に

よる持分変動に伴い持分変動損を特別損失として 21 百万円計上しましたので四半期純利益は９

百万円となりました。 

 

事業部門別売上高の概況 
 事業部門別売上高の内訳につきましては、次のとおりであります。 

                   （百万円未満切捨） 

 平成19年３月期第１四半期 

事業部門別 
金額 

（百万円） 
構成比 
（％） 

ビジネス・ソリューション事業 604 76.0 

エンジニアリング・ソリューション事業 109 13.8 

教育ソリューション事業 66 8.4 

経営コンサルティング事業 14 1.8 

合       計 795 100.0 

(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 当第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期との対比は行

っておりません。 

３ ビジネス・ソリューション事業とエンジニアリング・ソリューション事業は、前連結会計期

間においては、エンソロジー・ソリューション事業の内訳として記載しておりましたが、グ

ループ全体としての事業形態を鑑み、当第１四半期より事業区分を独立して記載しておりま

す。 
 
ビジネス・ソリューション事業 

ユーザー企業及びパッケージ製品開発企業に対する enThology をベースとした高付加価値

コンサルティングの継続に加え、オープンストリーム社が提供する開発業務も順調に推移して

おります。また、新規ユーザー企業に対するコンサルティング案件も複数スタートいたしまし

た。この結果、当第１四半期の売上高は、604 百万円となりました。 

 

エンジニアリング・ソリューション事業 

自動車関連や精密機器関連の製造業向けの組込システムに係るコンサルティングに加え、デ

ジタル機器関連へのコンサルティングが順調に推移しております。この結果、当第１四半期の

売上高は、109 百万円となりました。 

 

教育ソリューション事業 

教育ソリューション事業におきましては、新人技術者向けのオンサイトトレーニング及び定

例コースが順調に推移しております。この結果、当第１四半期の売上高は、66 百万円となり

ました。 

 

経営コンサルティング事業 

日本版企業改革法（いわゆる J-SOX 法）導入を見込んだ業務プロセスの見直しに関するコン

サルティング案件や、連結納税システムの販売等により売上高は 14 百万円となりました。 
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（２）連結財政状態の変動状況                    （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 

19 年３月期第１四半期 2,780 1,861 55.8 66,483 08

18 年３月期第１四半期 ― ― ― ― ―

(参考)18 年３月期 2,626 1,562 59.4 55,796 56

（注）平成 18 年３月期第１四半期は連結財務諸表を作成していないため、同四半期の数値は記載しておりま

せん。 

 

 

（３）連結キャッシュ・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          財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 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 
19 年３月期第１四半期 39 △73 13 659

18 年３月期第１四半期 ―  ― ― ―

(参考)18 年３月期 17 △440 581 680

（注）平成 18 年３月期第１四半期は連結財務諸表を作成していないため、同四半期の数値は記載しており

ません。 

 
 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
① 当第１四半期末の財政状態 

財政状態につきましては、総資産 2,780 百万円、負債の部合計 918 百万円となり、純資産の

部合計は 1,861 百万円となりました。 
② 当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、39 百万円の収入となりました。これは税金等調整

前第１四半期純利益が 39 百万円となり、減価償却費 29 百万円の計上や賞与引当金の増加 42

百万円といったキャッシュ・フロー増加要因が発生した一方で、減少要因として法人税等の支

払い 40 百万円や、売上債権が 29 百万円増加したことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出や投資有価証

券の取得などにより 73 百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、連結子会社の増資や新株予約権の行使に係る少数株

主からの払込みが 24 百万円ありましたが、短期借入金の返済や配当金の支払いなどにより 

13 百万円の収入となりました。 
 
 
３．平成 19 年３月期の連結業績予想（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

 百万円 百万円 百万円

中  間  期 1,540 40 17

通     期 3,400 200 114

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）3,868 円 34 銭 

 
［業績予想に関する定性的情報等］ 
当第１四半期は、各事業部門とも実績を好調に積み重ね、計画を上回る結果となりました。ま

た、各事業部門とも既存顧客のみならず、新規顧客の開拓に注力し実を結びつつあります。特に

内部統制関連は、新規領域でありながら多数の引き合いをいただいており、純粋な内部統制コン

サルティングに加え、enThology を用いた IT 統制の改善支援の拡大を見込んでおります。 
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なお、平成 18 年５月 17 日に発表しました平成 19 年３月期の中間および通期の連結業績予想

ならびに個別業績予想は、今後の推移を今しばらく注視するため、変更しておりません。 

 
 

（注） 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
ります。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があり
ます。 
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４．四半期連結財務諸表等 
(1) 四半期連結貸借対照表 

 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※１ 759,754 780,383   

２ 売掛金  599,548 554,653   

３ たな卸資産  6,220 5,471   

４ その他  38,871 35,607   

 貸倒引当金  △5,000 △5,000   

流動資産合計  1,399,394 50.3 1,371,115 52.2 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※２ 74,027 74,182   

２ 無形固定資産    

 (1) ソフトウェア  169,232 55,229   

(2) ソフトウェア仮勘定  153,949 102,889   

(3) 連結調整勘定  ― 528,668   

(4) のれん  498,162 ―   

 (5) その他  237 237   

  無形固定資産合計  821,581 687,024   

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  317,015 325,876   

(2) その他  168,388 168,730   

投資その他の資産合計  485,404 494,607   

固定資産合計  1,381,013 49.7 1,255,813 47.8 

資産合計  2,780,407 100.0 2,626,929 100.0 
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当第１四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  113,471 97,984   

２ 短期借入金 ※1,3 612,470 618,030   

３ 賞与引当金  42,662 ―   

４ その他  148,816 195,176   

流動負債合計  917,420 33.0 911,190 34.7 

Ⅱ 固定負債    

１ その他  1,461 10,143   

固定負債合計  1,461 0.0 10,143 0.4 

負債合計  918,881 33.0 921,334 35.1 

    

(少数株主持分)    

  少数株主持分  ― ― 143,291 5.5 

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  ― ― 772,550 29.4 

Ⅱ 資本剰余金  ― ― 657,110 25.0 

Ⅲ 利益剰余金 ※４ ― ― 118,317 4.5 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

 ― ― 14,326 0.5 

資本合計  ― ― 1,562,303 59.4 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 ― ― 2,626,929 100.0 

    

 

 -6- 

 



 

 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  772,550 27.8 ― ― 

 ２ 資本剰余金  657,110 23.6 ― ― 

 ３ 利益剰余金 ※４ 120,629 4.4 ― ― 

   株主資本合計  1,550,289 55.8 ― ― 

 Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価差
額金 

 1,676 0.1 ― ― 

  評価・換算差額等合計  1,676 0.1 ― ― 

 Ⅲ 少数株主持分  309,560 11.1 ― ― 

   純資産合計  1,861,526 67.0 ― ― 

   負債純資産合計  2,780,407 100.0 ― ― 
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(2) 四半期連結損益計算書 

 

  
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 

金額(千円) 
(％) 

Ⅰ 売上高  795,089 100.0 788,046 100.0 

Ⅱ 売上原価  514,662 64.7 544,873 69.1 

売上総利益  280,426 35.3 243,173 30.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※ 213,667 26.9 184,438 23.4 

営業利益  66,758 8.4 58,734 7.5 

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  33 79   

 ２ 受取配当金  1,853 800   

 ３ その他  874 2,760 0.3 569 1,448 0.2 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  2,177 109   

 ２ 新株発行費  2,096 5,051   

 ３ 株式交換関連費用  2,247 ―  
 
 

 ４ 持株会社設立関連費用  1,692 ―   

 ５ その他  51 8,264 1.0 1 5,162 0.7 

経常利益  61,254 7.7 55,021 7.0 

Ⅵ 特別利益    

 １ 投資有価証券売却益  ― ― ― 27,500 27,500 3.5 

Ⅶ 特別損失    

 １ 持分変動損  21,271 21,271 2.7 ― ― ― 

税金等調整前第１四半期
(当期)純利益 

 39,983 5.0 82,521 10.5 

法人税、住民税及び 
事業税 

 20,097 32,700   

法人税等調整額  1,349 1,382   

少数株主利益  9,223 30,671 3.8 ― 34,082 4.3 

第１四半期(当期)純利益  9,312 1.2 48,439 6.1 
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(3) 四半期連結剰余金計算書 

 

  

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  657,110

Ⅱ 資本剰余金増加高  ―

Ⅲ 資本剰余金減少高  ―

Ⅳ 資本剰余金期末残高  657,110

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  83,877

Ⅱ 利益剰余金増加高  

  当期純利益  48,439 48,439

Ⅲ 利益剰余金減少高  

  配当金  14,000 14,000

Ⅳ 利益剰余金期末残高  118,317
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(4) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

株主資本 
評価・換算差

額等 

 

利益剰余金
株主資本

合計 

その他有価

証券評価差

額金 

少数株主 

持分 

純資産 

資本金 資本剰余金
合計 

平成18年３月31日残高

(千円) 
772,550 657,110 118,317 1,547,977 14,326 143,291 1,705,595

当第１四半期連結会計

期間の変動額 
  

剰余金の配当(千円)  △7,000 △7,000  △7,000

第１四半期純利益

(千円) 
 9,312 9,312  9,312

株主資本以外の項目

の当第１四半期連結

会計期間の変動額

(純額)(千円) 

 △12,650 166,269 153,618

当第１四半期連結会計

期間の変動額合計(千

円) 

― ― 2,312 2,312 △12,650 166,269 155,930

平成18年６月30日残高

(千円) 
772,550 657,110 120,629 1,550,289 1,676 309,560 1,861,526
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(5) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の要約 

連結キャッシュ・フロー 

(自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 

税金等調整前第１四半期(当期)純

利益 
 39,983 82,521

減価償却費  29,309 37,378

のれん償却額  6,305 ―

賞与引当金の増加額  42,662 ―

受取利息及び受取配当金  △1,886 △879

支払利息  2,177 109

新株発行費  2,096 5,051

株式交換関連費用  2,247 ―

投資有価証券売却益  ― △27,500

持分変動損  21,271 ―

売上債権の増加額  △29,643 △25,988

たな卸資産の増減額（増加：△）  △748 5,432

仕入債務の増減額（減少：△）  14,029 △16,606

未払金の増減額（減少：△）  △46,939 2,813

その他資産の減少額  3,091 882

その他負債の増減額(減少：△)  △3,008 6

その他  △653 ―

小計  80,296 63,220

利息及び配当金の受取額  1,890 879

利息の支払額  △2,177 △809

法人税等の支払額  △40,521 △45,791

営業活動による 
 39,487

キャッシュ・フロー 
17,498
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当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度の要約 

連結キャッシュ・フロー 

(自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(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  △6,728 △8,141

無形固定資産の取得による支出  △47,130 △38,346

投資有価証券の取得による支出  △12,471 △34,895

投資有価証券の売却による収入  ― 82,500

新規連結子会社の取得による支出  ― △432,602

新規連結子会社の取得による収入 ※２ 171 ―

連結の範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による支出 
 △7,179 ―

株式交換に伴う支出額  △747 ―

その他  342 △9,443

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △73,744 △440,929

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 

   短期借入による収入  ― 600,000

   短期借入金の返済による支出  △5,560 ―

   株式発行による支出  △2,096 ―

   少数株主からの払込みによる収入  24,000 ―

   株式分割による支出  ― △5,051

   配当金の支払額  △2,715 △13,304

財務活動による 
 13,627 581,643

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 
 ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  △20,628 158,212

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  680,383 522,171

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

第１四半期末(期末)残高 
※１ 659,754 680,383
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（6）注記事項等 

四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

 
当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

 株式会社オープンストリーム 

株式会社チェンジビジョン 

 なお、株式会社チェンジビジョンに

ついては、持分取得により当第１四半

期連結会計期間より連結の範囲に含め

ております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

 株式会社オープンストリーム 

 なお、株式会社オープンストリーム

については、持分取得により当連結会

計年度より連結の範囲に含めておりま

す。 

２ 持分法の適用に関する

事項 

― 持分法を適用した関連会社数 ―社 

 持分法を適用していない関連会社で

あったUFDホールディングス株式会社

は、売却により持分比率が減少し、関

連会社ではなくなりました。また、財

務及び営業又は事業の方針の決定に対

する影響が一時的であったため、持分

法を適用しないものとしております。

３ 連結子会社の四半期決

算日(決算日)等に関す

る事項 

 連結子会社のうち、株式会社オープ

ンストリームの第１四半期決算日は３

月31日であります。 

四半期連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同日現在における四半期財務諸

表を使用しておりますが、第１四半期

連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行っ

ております。 

 連結子会社のうち、株式会社オープ

ンストリームの決算日は12月31日であ

ります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、

同日現在における財務諸表を使用して

おりますが、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

４ 会計処理基準に関する

事項 

  

① 有価証券 (1)重要な資産の評価基

準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

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)

  四半期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 

    移動平均法による原価法 

  時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 

仕掛品 

 個別法による原価法 

② たな卸資産 

  仕掛品 

同左 
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当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

(2)重要な減価償却資産

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 ３～18年

器具及び備品 ３～15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につ

いては、見込有効期間(３年)における

見込販売数量に基づく償却額と販売

可能な残存有効期間に基づく均等配

分額を比較しいずれか大きい金額を

計上しております。 

自社利用のソフトウェアについて

は、当社グループが見積もった利用可

能期間(３～５年)に基づく定額法を

採用しております。 

② 無形固定資産 

  同左 

 

(3)重要な引当金の計上

基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 

一部の連結子会社は、従業員賞与の

支給に備えるため、支給見込額のう

ち、当第１四半期連結会計期間対応分

の金額を計上しております。 

 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

― 

(4)重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、第１四半期

連結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。 

― 

(5)重要なリース取引の

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 

① 繰延資産の処理方法 ① 繰延資産の処理方法 (6)その他連結財務諸表

作成のための基本と

なる重要な事項 

同左  新株発行費については、発生時に全

額費用として処理しております。  

② 消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。なお、仮払消費税と

仮受消費税等は相殺し、流動資産の

「その他」及び流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

② 消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

５ 連結調整勘定の償却に

関する事項 

―  連結調整勘定は、20年間で均等償

却しております。 
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当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

― ６ のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

 のれんは、20年間で均等償却してお

ります。 

(追加情報) 

 当第１四半期連結会計期間から「財

務諸表の監査証明に関する内閣府令」

(平成18年４月26日 内閣府令第56号)

により改正後の「中間連結財務諸表の

用語、様式及び作成方法に関する規則」

(平成11年大蔵省令第24号)を適用して

おります。 

７ 四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書（連

結キャッシュ・フロー

計算書）における資金

の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなって

おります。 

同左 

 
 
四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

（連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 

 当第１四半期連結会計期間から「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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金

額は1,551,965千円であります。 

― 
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追加情報 

 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

― 平成17年11月29日及び平成18年２月15日開催

の取締役会において、株式会社永和システムマネ

ジメントとの共同出資により合弁会社を設立す

ることを決議し、平成18年４月３日に払込みが完

了いたしました。  

(1) 合弁会社の設立方法  

 平成18年２月22日に株式会社永和システムマ

ネジメントはJUDE（システム可視化ツール）関連

事業を新設分割により分割し、この新会社の増資

を当社が引受け、Trichord（ソフトウェア開発支

援ツール、旧「MASAMUNE」を名称変更）を移管す

ることにより合弁会社といたします。 

(2) 合弁会社の概要  

商号：株式会社チェンジビジョン  

代表者：代表取締役社長 平鍋健児  

所在地：東京都新宿区西新宿２-１-１  

設立年月日：平成18年２月22日  

事業内容：コンピューターソフトウェアの開発

並びに販売  

決算期：３月  

資本金：146,500千円  

発行済株式の総数：5,860株 

(3) 株式取得の時期 

平成18年４月３日 

(4) 取得株式数、取得価額及び取得後の持分比率

取得株数：3,000株  

 取得価額：150,000千円  

 取得後の持分比率：51.2％ 

(5) 支払資金の調達方法 

全額自己資金 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産 

担保に供している資産 
担保権によって 
担保されている 

債務 

種類 
第1四半期末
帳簿価額 
(千円) 

担保権 
の種類 

内容 
第1四半期
末残高
(千円)

預金(定期
預金) 

50,000 質権 
短期 
借入金 

600,000

 

※１ 担保資産 

担保に供している資産 
担保権によって 
担保されている 

債務 

種類 
期末帳簿
価額 
(千円)

担保権
の種類

内容 
期末残高 
(千円) 

預金(定期
預金)

50,000 質権 
短期 
借入金 

600,000 

 
※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

83,439千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

78,203千円 

※３ 当座貸越 

   当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約

を締結しております。これら契約に基づく

当四半期連結会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 200,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 100,000千円
 

※３ 当座貸越 

   当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約

を締結しております。これら契約に基づく

当連結会計年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

当座貸越極度額 200,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 100,000千円
 

※４ 利益剰余金には、租税特別措置法の規定

に基づいて計上した特別償却準備金を含

んでおります。 

※４     同左 

 
(四半期連結損益計算書関係) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

※ 販売費及び一般管理費の主要項目 

役員報酬 24,830千円

給与手当 49,646千円

賞与引当金繰入額 12,092千円

採用関係費 29,251千円

業務委託費 23,353千円

のれん償却額 6,305千円
 

※ 販売費及び一般管理費の主要項目 

役員報酬 29,070千円

給与手当 59,343千円

法定福利費 9,726千円

業務委託費 21,758千円

広告宣伝費 10,046千円

減価償却費 1,844千円

採用関係費 16,013千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４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に関する事項 

 
前連結会計年度末株

式数(株) 

当第１四半期連結会

計期間増加株式数

(株) 

当第１四半期連結会

計期間減少株式数

(株) 

当第１四半期連結会

計期間末株式数(株) 

普通株式 28,000 ― ― 28,000

合計 28,000 ― ― 28,000

 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 

前連結会

計年度末

当第１四

半期連結

会計期間

増加 

当第１四

半期連結

会計期間

減少 

当第１四

半期連結

会計期間

末 

当第１四

半期連結

会計期間

末残高

(千円) 

目的となる

株式の種類
区分 内訳 

平成16年４月 

新株予約権 
普通株式 2,092 ― 8 2,084 ―

提 出 会 社

(親会社) 平成18年４月 

新株予約権 
普通株式  ― 1,920 20 1,900 ―

平成12年２月 

（第２回） 普通株式 75 ― 75 ― ―

新株予約権 
連結子会社 

平成12年２月 

（第３回） 普通株式 55

新株予約権 

― 55 ― ―

合   計 2,222 1,920 158 3,984 ―

(注)１ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

  ２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

    提出会社の新株予約権の増加は、ストックオプションの発行によるものであります。 

    提出会社の新株予約権の減少は、新株予約権の失効によるものであります。 

    連結子会社の新株予約権の減少は権利行使によるものであります。 

  ３ 提出会社の平成18年４月新株予約権は、権利行使期間が到来しておりません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

配当金の総額 １株当たり 
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 

(千円) 配当額(円) 

平成18年６月27日 
普通株式 7,000 250 平成18年３月31日 平成18年６月28日

第7回定時株主総会 

 

(2)基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期連

結会計期間末後となるもの 

該当事項はありません。 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 

至 平成18年６月30日) 至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半期連結会計

期間末残高と第１四半期連結貸借対照表に

記載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連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

(平成18年６月30日現在)

現金及び預金勘定 759,754千円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△100,000千円

現金及び現金同等物 659,754千円
  
※２ 株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内容 

 第三者割当増資の引受による株式の取得によ

り、新たに連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得

のための収入(純額)との関係は、次のとおりで

あります。 

 株式会社チェンジビジョン 

(平成18年４月１日現在) 

流動資産 163,632千円

固定資産 141,298千円

連結調整勘定 2,153千円

流動負債 △16,167千円

少数株主持分 △140,916千円

株式会社チェンジビジョン株
式の取得価額 

150,000千円

第三者割当増資の引受 △150,000千円

株式会社チェンジビジョンの
現金及び現金同等物 

△171千円

差引：株式会社チェンジビジョ
ン株式取得による収入 

171千円

 

(平成18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 780,383千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△100,000千円

現金及び現金同等物 680,383千円
  
※２ 株式の取得により新たに連結子会社となっ

た会社の資産及び負債の主な内容 

 株式の取得により新たに連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の

取得価額と取得のための支出(純額)との関係は

次のとおりであります。 

 株式会社オープンストリーム 

(平成17年12月31日現在) 

流動資産 431,215千円

固定資産 62,918千円

連結調整勘定 528,668千円

流動負債 △186,641千円

少数株主持分 △143,291千円

株式会社オープンストリーム
株式の取得価額 

692,869千円

取得価額のうち未払金額 △7,179千円

株式会社オープンストリーム
の現金及び現金同等物 

△253,087千円

差引：株式会社オープンストリ
ーム株式取得のための支出 

△432,602千円
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 (リース取引関係) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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 

（借主側） （借主側） 

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) 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び第１四半期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却累 
計額相当額 
(千円) 

第１四半期末
残高相当額
(千円) 

有形固定 
資産(器具及
び備品) 

減価償却累 

33,162 28,082 5,080

 

計額相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

有形固定
資産(器具及
び備品) 

33,162 26,492 6,669 

 
２ 未経過リース料第１四半期末残高相当額 

１年以内 2,711千円

１年超 2,561千円

合計 5,272千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,969千円

１年超 3,031千円

合計 7,001千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額 

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 1,772千円 支払リース料 5,159千円

減価償却費相当額 1,589千円 減価償却費相当額 4,555千円

支払利息相当額 43千円 支払利息相当額 116千円
  

４ 減価償却費相当額の算定方法 ４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 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 ５ 利息相当額の算定方法 

同左 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。    
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(有価証券関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年６月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

第１四半期連結貸借対照表 
区分 取得原価(千円) 差額 (千円) 

計上額（千円） 

株式 90,152 92,978 2,826

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

第１四半期連結貸借対照表計上額
区分 

(千円) 

その他有価証券 
224,036 

非上場株式 

 
前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

連結貸借対照表計上額 
区分 取得原価(千円) 差額 (千円) 

（千円） 

株式 80,080 104,240 24,159

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

連結貸借対照表計上額 
区分 

(千円) 

その他有価証券 
221,636

非上場株式 

 
 

(デリバティブ取引関係) 

 
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 (自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日) 至 平成18年３月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を利用して

おりませんので、該当事項はありません。 

同左 
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（セグメント情報） 

  １ 事業の種類別セグメント情報 

   当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日）及び 

   前連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

当社グループは、情報化戦略の策定支援、情報化業務の改革支援、システム受託開発、

及びこれらに関する各種サービスを提供する単一事業区分の業務を営んでいるため、該当

事項はありません。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

   当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日）及び 

   前連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項

はありません。 

 

  ３ 海外売上高 

   当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

    海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

   前連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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（ストック・オプション関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間において付与したストック・オプションの内容及び規模 

株式会社豆蔵  

第２回新株予約権 

決議年月日 
平成17年12月22日 

（株主総会決議日） 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ５名 

当社監査役 １名 

当社従業員 68名 

ストック・オプションの数 普通株式 1,920株（注） 

付与日 平成18年４月28日 

権利確定条件 確定条件は付されておりません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

平成20年７月１日から 
権利行使期間 

平成26年６月30日まで 

(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社

の取締役、監査役、顧問または従業員の何れかの地位を保

有しているものとします。 

権利行使条件 

ただし、当社の従業員の定年または会社都合による退職な

ど正当な理由がある場合、退任する当社の取締役または監

査役に正当な理由がある場合、および顧問契約解消に正当

な理由がある場合にはこの限りではないものとします。 

(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権

利を行使することができるものとします。 

(3)新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められな

いものとします。 

(4)その他の条件については、取締役会決議により決定します。 

権利行使価格 254,100円 

権利行使時の平均株価 ― 

付与日における公正な 
― 

評価単価 

(注) 株式数に換算しております。 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 (自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日) 至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 66,483.08円 １株当たり純資産額 55,796.56円

  

１株当たり第１四半期純利益 332.58円 １株当たり当期純利益 1,729.99円

潜在株式調整後１株当たり 潜在株式調整後１株当たり
322.15円 1,673.31円

第１四半期純利益金額 当期純利益金額 
  

 当社は、平成18年２月20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。 

(注)１株当たり第１四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期(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。 

前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間 

 (自 平成17年10月１日 (自 平成18年４月１日 

至 平成18年３月31日) 至 平成18年６月30日) 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額   

第１四半期(当期)純利益(千円) 9,312 48,439

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る第１四半期(当期)純利益 
9,312 48,439

(千円) 

普通株式の期中平均株式数(株) 28,000 28,000

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）

純利益金額 

 第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） 

  新株予約権 905 948

― 新株予約権１種類 
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第１四半期（当期）純利益の算定

に含まれなかった潜在株式の概要 

 株主総会の特別決議日 

      平成17年12月22日 

新株予約権の数   475個 
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(重要な後発事象) 

 
前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 (自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日) 至 平成18年３月31日) 

１ 株式会社オープンストリームとの株式交換 ― 

 当社は、連結子会社である株式会社オープンス

トリームを株式交換により完全子会社とすること

を、平成 18 年５月 17 日開催の取締役会にて決議

し、同日株式交換契約を締結いたしました。なお、

当社においては平成 18 年６月 27 日開催の定時株

主総会にて、また株式会社オープンストリームに

おいては平成 18 年６月 22 日開催の臨時株主総会

にて同株式交換契約の承認を受けております。  

(1) 株式交換の相手会社の名称等 

名称：株式会社オープンストリーム  

住所：東京都千代田区外神田 6-14-3  

代表者の氏名：代表取締役社長 山内 喬之  

資本金：351,700 千円  

事業内容：ソフトウェア受託開発業 

(2) 株式交換の目的 
この度の完全子会社化は、両社が保有する先

進的な基盤技術をベースとした情報戦略策定か

らシステム開発までの一貫したサービス提供へ

向けた体制を強化し、グループとしてのさらな

る企業価値向上を図るためのものであります。

(3) 株式交換の日 

平成 18 年９月１日 
(4) 株式交換比率 

株式会社オープンストリームの株式１株に対

し、当社の株式 1.40 株を割当交付いたします。

ただし、当社が保有している株式会社オープン

ストリームの株式 1,910 株については、当社の

株式の割当を行いません。 

 なお、平成 18 年８月１ヶ月間の当社の東京証

券取引所における終値の平均値が 255,100 円を

５%以上上回る場合においては、359,000 円を当

該平均値で除して得た数に株式会社オープンス

トリームの各株主の保有数を乗じた数（小数第

３位未満を切り上げ）の合計数（整数に満たな

い端数は切り捨てる）に修正いたします。 

(5) 株式交換により交付する新株式数 

この度の株式交換により発行する株式数は

2,520 株であります。なお、当該株式数は、平成

18 年５月 17 日現在の株式会社オープンストリ

ームの発行済株式数に、新株予約権の行使によ

り増加することが見込まれる株式 130 株を加え

た株式数を基準に算出したものであります。 

(6) その他重要な事項 

本株式交換により連結調整勘定が約５億円発

生することが予想され、当連結会計年度末現在

計上している連結調整勘定との合計額は約10億

円となる見込であります。なお、この連結調整

勘定は 20 年間で均等償却いたします。 
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前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 (自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日) 至 平成18年３月31日) 

２ 会社分割による持株会社への移行 ― 

平成 18 年５月 17 日開催の取締役会において、

当社（株式会社豆蔵ＯＳホールディングスに商号

変更の予定）を持株会社とし、既存事業を新たに

設立する株式会社豆蔵（以下、「新設会社」）に承

継するための会社分割を行うことを決議いたしま

した。なお、平成 18 年６月 27 日開催の定時株主

総会において、新設分割計画書の承認を受けてお

ります。 

 会社分割に関する事項の概要は以下のとおりで

あります。 

(1) 会社分割の目的 

この度の会社分割は、グループ全体でより効

率的な企業運営を実現し、企業価値の向上を図

るためのものであります。 

(2) 会社分割の方法 

当社を分割会社とし、新設会社に事業を承継

させる分社型新設分割であります。 

(3) 分割期日  平成 18 年 10 月３日 

(4) 株式の割当 

新設会社は設立時に株式 1,000 株を発行し、

その全株式を当社に割当交付いたします。 

(5) 分割する資産及び負債 

平成 18 年 10 月３日時点で、新設会社には資産

440 百万円、負債 24 百万円の分割を想定してお

ります。 
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平成 19 年 3 月期  第 1 四半期財務・業績の概況（個別） 

    平成 18 年８月 11 日 

上場会社名 株式会社豆蔵 （コード番号：3756 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.mamezou.com ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 荻原 紀男 ＴＥＬ：（03）5339－2100

            責任者役職・氏名 財務・経理部長 南口 和彦 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

    四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開
示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係
る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成 19 年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年６月 30 日） 
（１）経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年３月期第１四半期 427 (32.3) 53 (―) 49 (―) 27 (―)

18 年３月期第１四半期 323 (31.1) △36 (―) △35 (―) △21 (―)

(参考)18 年３月期 788 58 55  48  

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

円 銭 円 銭

19 年３月期第１四半期 989 04 958 05

18 年３月期第１四半期 △3,139 64 ― ―

(参考)18 年３月期 1,729 99 1,673 31

（注）１ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

２ 平成 18 年３月期は決算期変更により、平成 17 年 10 月１日から平成 18 年３月 31 日までの６ヶ月

間となっております。 

３ 平成 18 年２月 20 日付けにて、普通株式１株につき４株の株式分割を実施いたしましたが、平成

18 年３月期第１四半期の１株当たりの情報につきましては分割前の発行済み株式数で算出してお

ります。 

 
（２）財政状態の変動状況                        （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

19 年３月期第１四半期 2,286 1,570 68.7 56,083 81

18 年３月期第１四半期 1,591 1,488 93.5 212,656 93

(参考)18 年３月期 2,296 1,562 68.0 55,796 56

(注) 平成 18 年２月 20 日付けにて、普通株式１株につき４株の株式分割を実施いたしましたが、平成 18

年３月期第１四半期の１株当たりの情報につきましては分割前の発行済み株式数で算出しておりま

す。 

 
３．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 

 百万円 百万円 百万円 

中  間  期 808 30 17 

通     期 934 61 48 

http://www.mamezou.com/
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（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）1,628 円 77 銭 
 

(注) １ １株当たり予想当期純利益（通期）は、平成 18 年９月１日予定の株式交換により増加する 2,520

株を加算して算出しております。 

２ 当社は、平成 18 年 10 月３日付で会社分割により、持株会社となり株式会社豆蔵ＯＳホールディ

ングスに商号変更いたします。従いまして、中間期は会社分割前の株式会社豆蔵の業績予想であ

り、通期につきましては、中間期業績予想に持株会社となる株式会社豆蔵ＯＳホールディングス

の下期業績予想（子会社からの受取配当金等）を加算しております。 

３ 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ます。

実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
 

 
４．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 

18 年３月期 ― 250 250 

19 年３月期（実績） ― ― ― 

19 年３月期（予想） ― 500 500 

 

 

 

(注) 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ます。実際

の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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５．四半期財務諸表等 

(1) 四半期貸借対照表 
 

  
前第１四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 ※１ 626,235 361,276  527,296 

２ 売掛金  246,817 420,429  390,268 

３ たな卸資産  20,399 3,506  884 

４ 繰延税金資産  21,731 ―  5,843 

５ その他  21,412 97,942  20,608 

 貸倒引当金  △5,000 △5,000  △5,000 

流動資産合計   931,596 58.5 878,155 38.4  939,900 40.9

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※２ 54,103 54,434  54,860  

２ 無形固定資産     

 (1) ソフトウェア  68,671 41,444  54,623 

 (2) その他  50,801 ―  73,045 

  無形固定資産合計  119,472 41,444  127,669 

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  140,436 314,615  325,876 

(2) 関係会社株式  200,000 842,869  692,869 

(3) 差入保証金  102,478 102,478  102,478 

(4) その他  43,556 53,000  53,342 

投資その他の資産合計  486,471 1,312,963  1,174,566 

固定資産合計   660,048 41.5 1,408,842 61.6  1,357,096 59.1

資産合計   1,591,644 100.0 2,286,997 100.0  2,296,997 100.0
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前第１四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金  25,902 8,822  19,859 

２ 短期借入金 
※１ 
※３ 

― 600,000  600,000 

３ 未払法人税等  2,553 22,020  36,829 

４ その他  66,430 84,346  67,860 

流動負債合計   94,886 6.0 715,189 31.3  724,549 31.6

Ⅱ 固定負債     

１ その他  8,160 1,461  10,143 

固定負債合計   8,160 0.5 1,461 0.0  10,143 0.4

負債合計   103,046 6.5 716,650 31.3  734,693 32.0

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   772,550 48.5 ― ―  772,550 33.6

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  657,110 ―  657,110 

資本剰余金合計   657,110 41.3 ― ―  657,110 28.6

Ⅲ 利益剰余金     

１ 任意積立金   ―   

特別償却準備金 ※４ 1,594 ―  1,594 

２ 第１四半期(当期)未処 
分利益 

 46,305 ―  116,723 

利益剰余金合計   47,900 3.0 ― ―  118,317 5.2

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  11,038 0.7  ― ―  14,326 0.6

資本合計   1,488,598 93.5 ― ―  1,562,303 68.0

負債資本合計   1,591,644 100.0 ― ―  2,296,997 100.0
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前第１四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   ― ― 772,550 33.8  ― ―

 ２ 資本剰余金      

  (1) 資本準備金  ― 657,110  ― 

    資本剰余金合計   ― ― 657,110 28.7  ― ―

 ３ 利益剰余金     

  (1) その他利益剰余金     

   特別償却準備金 ※４  ― 1,195  ― 

      繰越利益剰余金  ― 137,814  ― 

    利益剰余金合計   ― ― 139,010 6.1  ― ―

    株主資本合計   ― ― 1,568,670 68.6  ― ―

 Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券評価差
額金 

  ― ― 1,676    ― ―

  評価・換算差額等合計   ― ― 1,676 0.1  ― ―

   純資産合計   ― ― 1,570,346 68.7  ― ―

   負債純資産合計   ― ― 2,286,997 100.0  ― ―
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(2) 四半期損益計算書 

 

  
前第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４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10月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   323,415 100.0 427,892 100.0  788,046 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  253,177 78.3 269,404 63.0  544,873 69.1

売上総利益   70,238 21.7 158,487 37.0  243,173 30.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  106,833 33.0 105,018 24.5  184,438 23.4

営業利益又は 
営業損失（△） 

  △36,595 △11.3 53,469 12.5  58,734 7.5

Ⅳ 営業外収益   1,015 0.3 2,049 0.5  1,448 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  58 0.0 6,186 1.5  5,162 0.7

経常利益又は 
経常損失（△） 

  △35,638 △11.0 49,332 11.5  55,021 7.0

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― ― ―  27,500 3.5

税引前第１四半期(当
期)純利益又は税引前
第１四半期純損失(△) 

  △35,638 △11.0 49,332 11.5  82,521 10.5

法人税、住民税及び 
事業税 

 572 19,772  32,700 

法人税等調整額  △14,233 △13,660 △4.2 1,867 21,639 5.0 1,382 34,082 4.3

第１四半期(当期)純利
益又は第１四半期純損
失(△) 

  △21,977 △6.8 27,693 6.5  48,439 6.2

前期繰越利益   68,283 ―   68,283

第１四半期(当期)未処
分利益 

  46,305 ―   116,723
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成18年４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 特別償却準

備金 

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 772,550 657,110 1,594 116,723 118,317 1,547,977

当第１四半期会計期間の変動額   

特別償却準備金の取崩し 

(千円) 
― ― △398 398 ― ―

剰余金の配当(千円) ― ― ― △7,000 △7,000 △7,000

第１四半期純利益(千円) ― ― ― 27,693 27,693 27,693

株主資本以外の項目の当第１

四半期会計期間の変動額(純

額) (千円) 

― ― ― ― ― ―

当第１四半期会計期間の変動額

合計(千円)  
― ― △398 21,091 20,693 20,693

平成18年６月30日残高(千円)  772,550 657,110 1,195 137,814 139,010 1,568,670

 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金

 

純資産合計 

平成18年３月31日現在(千円)  14,326 1,562,303

当第１四半期会計期間の変動額

特別償却準備金の取崩し 

(千円) 
― ―

剰余金の配当(千円) ― △7,000

第１四半期純利益(千円) ― 27,693

株主資本以外の項目の当第１

四半期会計期間の変動額(純

額) (千円) 

△12,650 △12,650

当第１四半期会計期間の変動額

合計(千円)  
△12,650 8,042

平成18年６月30日残高(千円)  1,676 1,570,346
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（4）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  前事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当第１四半期会計期間及び前事業年

度につきましては、四半期連結キャッシュ・フロー計算書として記載しております。 
 

  
前第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12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 
 

税引前第１四半期純損失(△)  △35,638

減価償却費  19,088

受取利息及び受取配当金  △838

新株発行費  58

売上債権の減少額  120,674

たな卸資産の増加額  △14,082

仕入債務の減少額  △10,564

その他資産の増加額  △626

その他負債の増加額  3,958

小計  82,029

利息及び配当金の受取額  842

法人税等の支払額  △45,791

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 37,080

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  △7,595

無形固定資産の取得による支出  △15,942

その他  342

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △23,195

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 

   配当金の支払額  △9,761

   その他  △58

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 △9,819

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加額  4,064

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  522,171

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

第１四半期末残高 
※ 526,235
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（5）注記事項等 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

(1) 有価証券 

 関連会社株式 

   移動平均法による原

価法 

(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 

(1) 有価証券 

 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 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 四半期決算日の市場価

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 

 時価のあるもの 

    同左 

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 

移動平均法による原価法

時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

 仕掛品 

個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

仕掛品 

   同左 

(2) たな卸資産 

  仕掛品 

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 ３～18年

器具及び備品４～15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 

   市場販売目的のソフ

トウェアについては、

見込有効期間(３年)に

おける見込販売数量に

基づく償却額と販売可

能な残存有効期間に基

づく均等配分額を比較

しいずれか大きい金額

を計上しております。

   自社利用のソフトウ

ェアについては、当社

が見積もった利用可能

期間(３～５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

  同左 

(2) 無形固定資産 

  同左 

 

３ 繰延資産の処理方

法 

新株発行費 

発生時に全額費用として

処理しております。 

― 新株発行費 

発生時に全額費用として

処理しております。 
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前第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 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

収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しておりま

す。 

貸倒引当金 

同左 

 

貸倒引当金 

同左 

 

５ 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わる方

法に準じた会計処理によっ

ております。 

同左 

 

同左 

 

６ 四半期キャッシ

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、要求払預金お

よび取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない短期的な投資からな

っております。 

― ― 

― (1) 新株発行費 

発生時に全額費用と

して処理しておりま

す。 

― ７ その他四半期財務

諸表(財務諸表)作成

のための基本となる

重要な事項 

(2) 消費税等の処理方法 

税抜方式によってお

ります。なお、仮払消

費税等と仮受消費税等

は相殺し、流動負債の

「その他」に含めて表

示しております。 

(2) 消費税等の処理方法 

同左 

(2) 消費税等の処理方法 

税抜方式によってお

ります。 
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会計処理の変更 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四半期会計期間から、「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」（企業会計基準委員会 

平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号）を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は、

ありません。 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度から、「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。 

これによる損益に与える影響は、

ありません。 

― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当第１四半期会計期間から「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1,570,346千円であります。
 

― 

   

表示方法の変更 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

― （貸借対照表） 

 前第１四半期会計期間に区分掲記しておりました「繰

延税金資産」（当第１四半期会計期間末残高3,976千円）

は、資産総額に対する重要性が乏しいため、流動資産の

「その他」に含めて表示しております。 
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追加情報 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 株式の分割 

平成17年11月29日開催の取締役会

において、株式分割による新株式の

発行を行う旨の決議をしておりま

す。なお詳細は（重要な後発事象）

前事業年度の注記に記載のとおりで

あります。 

２ 子会社の設立 

 当社は、平成17年11月29日開催の

取締役会において、株式会社永和シ

ステムマネジメントとの共同出資に

より合弁会社を設立することについ

て基本合意することを決議いたしま

した。これについては（重要な後発

事象）前事業年度の注記に記載して

おります。また、詳細について平成

18年２月15日開催の取締役会にて次

のとおり決議いたしました。 

（合弁会社の設立方法） 

平成18年２月22日に永和システム

マネジメントは関連事業を新設分割

することにより会社を設立。平成18

年４月上旬に当社は同社の増資引受

により合弁会社とする。 

（合弁会社の概要） 

商号：株式会社チェンジビジョン 

代表者：代表取締役社長 平鍋健児 

所在地：東京都新宿区西新宿２－１

－１ 

設立年月日：平成18年２月22日 

事業内容：コンピューターソフトウ 

ェアの開発並びに販売 

決算期：３月 

資本金：146,500千円 

発行済株式の総数：5,860株 

出資比率：51.2％ 

なお、資本金、発行済株式の総数、

出資比率は当社増資引受後のもので

あります。 

― 

 

 

 

 

 

 

― 

― 

 

 

 

 

 

 

  

平成17年11月29日及び平成18年２

月15日開催の取締役会において、株

式会社永和システムマネジメントと

の共同出資により合弁会社を設立す

ることを決議し、平成18年４月３日

に払込みが完了いたしました。  

(1) 合弁会社の設立方法  

 平成18年２月22日に株式会社永和

システムマネジメントはJUDE（シス

テム可視化ツール）関連事業を新設

分割により分割し、この新会社の増

資を当社が引受け、Trichord（ソフ

ト ウ ェ ア 開 発 支 援 ツ ー ル 、 旧

「MASAMUNE」を名称変更）を移管す

ることにより合弁会社といたしま

す。 

(2) 合弁会社の概要  

商号：株式会社チェンジビジョン 

代表者：代表取締役社長 

平鍋健児  

所在地：東京都新宿区西新宿 

２-１-１  

設立年月日：平成18年２月22日  

事業内容：コンピューターソフト

ウェアの開発並びに販売 

決算期：３月  

資本金：146,500千円  

発行済株式の総数：5,860株 

(3) 株式取得の時期 

平成18年４月３日 

(4) 取得株式数、取得価額及び取得

後の持分比率 

取得株数：3,000株  

 取得価額：150,000千円  

 取得後の持分比率：51.2％ 

(5) 支払資金の調達方法 

全額自己資金 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 

前第１四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 担保資産 

担保に供している資産 
担保権によって 
担保されている 

債務 

種類 

第１四半
期末帳 
簿価額 
(千円) 

担保権
の種類

内容 

第１四
半期末 
残高 
(千円) 

預金(定
期預金) 

50,000 質権 ― ― 

 

※１ 担保資産 

担保に供している資産
担保権によって
担保されている

債務 

種類

第１四半
期末帳
簿価額
(千円)

担保権
の種類

内容

第１四
半期末
残高
(千円)

預金(定
期預金)

50,000 質権
短期
借入金

600,000

 

※１ 担保資産 

担保に供している資産 
担保権によって
担保されている

債務 

種類 
期末帳 
簿価額 
(千円) 

担保権 
の種類 

内容
期末
残高
(千円)

預金(定
期預金) 

50,000 質権 
短期
借入金

600,000

 
※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

46,387千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

54,377千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

50,470千円

※３ 当座貸越 

   当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づ

く当四半期会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額 200,000千円 

借入実行残高 ― 

差引額 200,000千円 
 

※３ 当座貸越 

   当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づ

く当四半期会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額 200,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 100,000千円
 

※３ 当座貸越 

   当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づ

く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。 

 

当座貸越極度額 200,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 100,000千円
 

※４ 特別償却準備金は、租税特別

措置法の規定に基づく準備金

であります。 

※４     同左 ※４     同左 

 

(四半期損益計算書関係) 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,729千円

無形固定資産 15,358千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,907千円

無形固定資産 14,047千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 7,811千円

無形固定資産 29,566千円
 

※２    ― 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,056千円

株式交換関連

費用 

持株会社設立

関連費用 

2,247千円

1,692千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

新株発行費 5,051千円

 

 

※３    ― ※３    ― ※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券

売却益 
27,500千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

当第１四半期会計期間につきましては、四半期連結財務諸表の注記事項として記載しているた

め、記載を省略しております。 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の第１四半

期末残高と第１四半期貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

(平成16年12月31日現在) 

現金及び預金勘定 714,119千円 

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△100,000千円 

現金及び現金同等物 614,119千円 
  

― ― 

 

前事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当第１四半期会計期間及び前事業年度につ

きましては、四半期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。 
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(リース取引関係) 

 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３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 

（借主側） 

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第１

四半期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第１四半
期末残高
相当額 
(千円) 

有形固定 
資産 

(器具及び 
備品) 

64,296 60,728 3,568 

無形固定 
資産 

(ソフト 
ウェア) 

5,901 5,704 196 

合計 70,197 66,432 3,765 

 

（借主側） 

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第１

四半期末残高相当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

第１四半
期末残高
相当額
(千円)

有形固定
資産 

(器具及び
備品) 

25,234 24,212 1,021

 

（借主側） 

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)

有形固定 
資産 

(器具及び 
備品) 

25,234 23,019 2,214

 

２ 未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

１年以内 3,910千円

１年超 260千円

合計 4,170千円
 

２ 未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

１年以内 1,114千円

１年超 6千円

合計 1,120千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 2,380千円

１年超 75千円

合計 2,455千円
 

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 3,404千円

減価償却費相当額 3,005千円

支払利息相当額 75千円
 

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 1,356千円

減価償却費相当額 1,192千円

支払利息相当額 21千円
 

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 5,159千円

減価償却費相当額 4,555千円

支払利息相当額 116千円
 

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。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前第１四半期会計期間末（平成17年12月31日） 

１ 時価のある有価証券 

区分 取得原価(千円) 
第１四半期貸借対照表計上額 

（千円） 
差額 (千円) 

その他有価証券株式 45,185 63,800 18,614

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 
第１四半期貸借対照表計上額

(千円) 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 
関連会社株式 

200,000

(2) その他有価証券 
非上場株式 

76,636

 

前事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当第１四半期会計期間及び前事業年度につ

きましては、四半期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。 

なお、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) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を利用

しておりませんので、該当事項はあ

りません。 

― ― 

 

前事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当第１四半期会計期間及び前事業年度につ

きましては、四半期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。 

 

(持分法損益等) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

関連会社に対する投資の金額 

200,000千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 

173,690千円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 

28,143千円 

― ― 
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 (１株当たり情報) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 212,656.93円

 

１株当たり純資産額 56,083.81円

 

１株当たり純資産額 55,796.56円

 
１株当たり第１四半期
純損失 

3,139.64円

 

１株当たり第１四半期
純利益 

989.04円

 

１株当たり当期純利益 1,729.99円

 
 潜在株式調整後１株当たり第１四

半期純利益金額については、ストッ

クオプション制度導入に伴う新株予

約権残高がありますが、１株当たり

第１四半期純損失が計上されている

ため記載しておりません。 

  

 
潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額         958.05円

 当社は、平成18年２月20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、当該株式分割が前第１四半

期会計期間期首に行われたと仮定し

た場合の前第１四半期会計期間にお

ける１株当たり情報 

１株当たり純資産額 53,164.23円

１株当たり第１四半期純

損失 
784.91円

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額         1,673.31円

 当社は、平成18年２月20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前事業年度

における１株当たり情報 

１株当たり純資産額 54,270.18円

１株当たり当期純利益金

額 
2,674.47円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
2,629.46円

 
(注)１株当たり第１四半期(当期)純利益又は１株当たり第１四半期純損失(△)の算定上の基礎は以下のとお

りであります。 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年10月１日 

至 平成17年12月31日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日)

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

第１四半期(当期)純利益又は第１四半期

純損失（△）(千円) 
△21,977 27,693 48,439

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第１四半

期純損失（△）(千円) 
△21,977 27,693 48,439

普通株式の期中平均株式数(株) 7,000 28,000 28,000

潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益金額 
 

 第１四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

 普通株式増加数（株） 

  新株予約権 ―

 

905 948

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり第１四半期(当期)純利益

金額の算定に含まれなかった潜在株式の

概要 

新株予約権１種類 

株主総会の特別決議日 

   平成15年12月22日 

（新株予約権の数 561個）

新株予約権１種類 

株主総会の特別決議日 

   平成17年12月22日 

（新株予約権の数 475個） 

― 
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(重要な後発事象) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

― ― １ 株式会社オープンストリームとの

株式交換 

 当社は、連結子会社である株式会社

オープンストリームを株式交換により

完全子会社とすることを、平成 18 年５

月 17 日開催の取締役会にて決議し、同

日株式交換契約を締結いたしました。

なお、当社においては平成 18 年６月 27

日開催の定時株主総会にて、また株式

会社オープンストリームにおいては平

成 18 年６月 22 日開催の臨時株主総会

にて同株式交換契約の承認を受けてお

ります。  

(1) 株式交換の相手会社の名称等 

名称：株式会社オープンストリーム 

住所：東京都千代田区外神田 6-14-3

代表者の氏名： 

代表取締役社長 山内 喬之  

資本金：351,700 千円  

事業内容： 

ソフトウェア受託開発業 

(2) 株式交換の目的 
この度の完全子会社化は、両社が

保有する先進的な基盤技術をベース

とした情報戦略策定からシステム開

発までの一貫したサービス提供へ向

けた体制を強化し、グループとして

のさらなる企業価値向上を図るため

のものであります。 
(3) 株式交換の日 

平成 18 年９月１日 
(4) 株式交換比率 

株式会社オープンストリームの株

式１株に対し、当社の株式 1.40 株を

割当交付いたします。ただし、当社

が保有している株式会社オープンス

トリームの株式1,910株については、

当社の株式の割当を行いません。 

 なお、平成 18 年８月１ヶ月間の当

社の東京証券取引所における終値の

平均値が255,100円を５%以上上回る

場合においては、359,000 円を当該平

均値で除して得た数に株式会社オー

プンストリームの各株主の保有数を

乗じた数（小数第３位未満を切り上

げ）の合計数（整数に満たない端数

は切り捨てる）に修正いたします。

 

 



 

 -45- 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成17年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

― ― (5) 株式交換により交付する新株式数

この度の株式交換により発行する

株式数は 2,520 株であります。なお、

当該株式数は、平成 18 年５月 17 日

現在の株式会社オープンストリーム

の発行済株式数に、新株予約権の行

使により増加することが見込まれる

株式 130 株を加えた株式数を基準に

算出したものであります。 

 

２ 会社分割による持株会社への移行

平成 18 年５月 17 日開催の取締役会

において、当社（株式会社豆蔵ＯＳホ

ールディングスに商号変更の予定）を

持株会社とし、既存事業を新たに設立

する株式会社豆蔵（以下、「新設会社」）

に承継するための会社分割を行うこと

を決議いたしました。なお、平成 18 年

６月 27 日開催の定時株主総会におい

て、新設分割計画書の承認を受けてお

ります。 

 会社分割に関する事項の概要は以下

のとおりであります。 

(1) 会社分割の目的 

この度の会社分割は、グループ全

体でより効率的な企業運営を実現

し、企業価値の向上を図るためのも

のであります。 

(2) 会社分割の方法 

当社を分割会社とし、新設会社に

事業を承継させる分社型新設分割で

あります。 

(3) 分割期日  平成 18 年 10 月３日 

(4) 株式の割当 

新設会社は設立時に株式 1,000 株

を発行し、その全株式を当社に割当

交付いたします。 

(5) 分割する資産及び負債 

平成 18 年 10 月３日時点で、新設

会社には資産 440 百万円、負債 24 百

万円の分割を想定しております。 
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