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１．平成18年６月期の連結業績（平成17年７月１日～平成18年６月30日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月期 998 73.3 292 227.7 257 178.2

17年６月期 575 24.4 89 22.6 92 61.9

 当期純利益
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

自己資本

当期純利益率

総資産

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年６月期 155 190.0 2,490 79 1,691 63 14.4 20.2 25.8

17年６月期 53 64.4 6,445 93 5,617 67 7.9 12.2 16.0

（注）①持分法投資損益 18年６月期 －百万円 17年６月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年６月期 62,553.04株 17年６月期 8,335.73株

 ③会計処理の方法の変更 有

 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月期 1,474 1,220 82.0 12,737 36

17年６月期 1,065 952 89.3 68,818 99

（注）期末発行済株式数（連結） 18年６月期 94,946株 17年６月期 13,836株

(3)連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
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月期 74 △204 164 827

17年６月期 97 △11 489 792

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 4社　持分法適用非連結子会社数 －社　持分法適用関連会社数 －社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 2社　（除外） －社　持分法（新規） －社　（除外） －社

２．平成19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30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 508  79  41  

通　期 1,141  278  150  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 1,586円 08銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の11ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社は平成18年３月１日を持ちまして、純粋持株会社体制に移行いたしました。持株会社化は、経営管理機能を十分に

発揮することによって、各事業に専念する事業子会社群の司令塔の役割を果たしてゆくことを目的としております。この

新たな体制のもと、株主様、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様の更なる期待を具現化し、各グループ会社が

それぞれの創造性と専門性を発揮し、地域社会への貢献と企業価値の最大化を図ってまいります。当社グループ（当社及

び当社の子会社）が提供する価値は、「顧客事業の拡大成長」を具現化する手段を提供することであります。

　当社グループは、情報技術事業として、「ＩＴ部門」（株式会社アルファ・テクノロジー）、コンサルティング事業と

して、「会計コンサルティング部門」（株式会社プライムファーム）、「直接金融支援コンサルティング部門」（株式会

社ＧＳコンサルティング）、投資事業として、「投資部門」（株式会社アルファ・インベストメント）を有しておりま

す。

　当社グループの事業は、単なるＩＴの提供・会計データの提供・株式公開支援業務・資金運用といった独立単発的な役

務提供・資金提供ではありません。グループ会社である４社が一体となって、「営業強化・社内計数管理体制強化・財務

体質強化」を総合的にコンサルティングし、ＩＴを駆使することにより顧客企業の経営課題を解決する手段を具体的に構

築し、継続的にサポートすることに加え、事業展開及びＭ＆Ａ等のために顧客企業が必要とする資金提供を行うことが当

社グループの事業の特徴であります。

　当社グループの資本関係を図に示すと以下のとおりとなります。

 

 

 

  

 

 

㈱アルファ・トレンド・ホールディングス 

 

㈱GS コンサルティング 

100％出資子会社 100％出資子会社 

100％出資子会社 

㈱アルファ・テクノロジー 

IT 部門 

㈱プライムファーム 

会計コンサルティング部門 

㈱アルファ・インベストメント 

投資部門 

100％出資子会社 

純粋持株会社 

 
直接金融支援コンサルティング部門 

 ※平成18年７月５日に株式会社アルファ・テクノロジーの100％子会社として、株式会社ビズライト・テクノロジーが設立されております。
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 以下、当社グループ各社の現在の事業内容は、次のとおりであります。

 

(１)情報技術事業

　　Ａ．ＩＴ部門（連結子会社　㈱アルファ・テクノロジー）

　ＩＴ（Information Technology）部門に属する事業に関して、平成18年３月１日付で行われた会社分割以前は、当

社（旧商号：株式会社アルファ・トレンド）にて行われ、同日以降は、当該会社分割にて情報技術事業を継承した連

結子会社である、株式会社アルファ・テクノロジーにて行われております。

　当該事業は、ＷＥＢソリューションを中心としたシステム開発が主たる事業であり、さらに下記のように区分され

ております。

①受託ソフトウェア開発　

　ＷＥＢ関連ソフトウェアの受託開発であり、情報技術事業の根幹をなす分野となっております。具体的には、Ｅ

コマースサイトの構築、交通機関の時刻関連情報サイトの構築などが掲げられ、比較的大規模なデータベースをバッ

クグラウンドに抱える複雑なサイト構築を得意分野としております。プラットフォームは創業当初よりＬｉｎｕｘ

をメインとして採用しており、その分野では技術の蓄積がなされ、様々なシステム開発技術のコアをなすものと認

識しております。受注経路としては、大手メーカーや商社等からの委託受注もありますが、一般企業（ユーザー）

からの直接受注が主体となっております。

②プログラム保守、サイト保守、コンテンツ保守

　受託ソフトウェア開発に付随して、一旦開発に至ったソフトウェアの修正、機能追加、ハードウェアの能力増強、

そしてコンテンツ（文章や画像など）の追加修正が逐次発生いたします。昨今では、当社が開発したシステムのみ

ならず、独力、若しくは他社でシステム構築等を行われた企業におきましても、通信環境、セキュリティ、情報量

の増加などに対処するために、システム改善等の相談を受け、保守契約につながるケースも発生しております。

③パッケージ化商品、準パッケージ商品の展開

　パソコンショップ等で陳列される、一般消費者向けの流通商品開発は行っておりませんが、さまざまな受託ソフ

トウェアを開発したノウハウ、リソースを下に、汎用性を高めたリファインを行い、自社製品として展開するケー

スがございます。また、ＡＳＰサービスとしての自社展開も進捗させております。

 

(２)コンサルティング事業

Ｂ．会計コンサルティング部門（連結子会社　㈱プライムファーム）

　連結子会社であります、㈱プライムファームは、会計業務全般にわたるコンサルティングサービスを主要業務とし

ており、下記のように大別することができます。

 

①財務会計処理の代行及び財務書類の作成

　顧客企業の財務会計処理を受託する場合には、会計伝票の起票から、月次試算表の作成、月次比較・予算比較・

対前年比較等の分析資料の作成および決算書類の作成を受託しており、経営者の意思決定に有用な会計情報・環境

を提供しております。顧客規模につきましては、小規模個人事業から株式上場企業まで広範囲に渡り、企業規模に

応じたコンサルティングを行っております。また、顧客企業の業種につきましては、飲食業、建設業、不動産業、

医業、調剤薬局、コンピュータ業、弁護士、司法書士等多岐に渡っております。

さらに、業務処理につきまして、国際業務標準でありますISO9001:2000の認証を英国のユーカス社より取得し、顧

客満足の向上に努めております。

②戦略的財務コンサルティング

　顧客企業の直面している経営課題に対して、下記の業務をとおして顧客企業の意思決定を支援する戦略的会計情

報を提供しております。

　・事業計画書の作成

　・株価算定

　・Ｍ＆Ａのための企業価値評価

　・株式公開支援

　・法人設立支援
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Ｃ．直接金融支援コンサルティング部門（連結子会社　㈱ＧＳコンサルティング）

　連結子会社であります、㈱ＧＳコンサルティングは、ＩＰＯを目指す企業に対する株式公開支援を主業務といたし

ております。具体的な支援内容は下記のとおりであります。

①資本政策の立案および資本政策の実施に関する指導助言

②株式上場のために必要な関係会社の整理案の立案

③株式上場のため必要な社内管理体制整備等の指導助言

④上場申請書類の作成およびそれに付随する事項に関する指導助言

⑤証券取引法、取引所規則、その他の法令に基づくディスクロージャーに関する指導助言

 

(３)投資事業

 Ｄ．投資部門（連結子会社　㈱アルファ・インベストメント）

  当社グループは、新たに投資事業を行う株式会社アルファ・インベストメントを平成17年７月４日に設立し、事業

を開始しております。投資事業部門における主たる業務は下記のとおりであります。

 ①上場株式等に対する直接投資

 上場株式と未上場株式を投資対象とし、事業資金を直接的に投資する事業であります。上場株式については、主

に第三者割当増資、株式譲渡にて取得いたします。未上場株式についてはグリーンシート、新興市場上場及び上場

直前におけるファイナンスを対象として投資いたします。収益項目はキャピタルゲイン、有価証券評価益及び運用

益となります。

 ②匿名組合による解散型投資組合の組成による株式投資　

 事業資金を匿名組合による解散型投資組合へ投資し、投資対象会社に対しては間接的に投資する業務であります。

 ③業務執行組合員としてターゲットファンドの組成による上場株式への投資支援

主として上場株式をターゲットとし、外部資金によるターゲットファンドを組成し、資金運用を支援する業務で

あります。収益項目としては、アクイジション報酬及び成功報酬となります。

〔事業系統図〕

　　事業の系統図は以下のとおりであります。

   

投資事業   コンサルティング事業   情報技術事業   

㈱プライムファーム   ㈱アルファ・インベストメント   ㈱アルファ・テクノロジー   

 ㈱GS コンサルティング   

  顧 客・投資先   

直接金融支援コンサルティング部門 
  

投資部門 
  ＩＴ部門 

  会計コンサルティング部門 
  

ＩＴサービス・システムの提供 
  コンサルティングサービスの提供 

  投資資金の提供 
  

アルファ・トレンド・グループ 

㈱アルファ・トレンド・ホールディングス 

純粋持株会社 
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２．経営方針

(１)会社の経営の基本方針

　社会環境、経済環境そしてテクノロジー環境など、当社グループを取り巻くあらゆる外部環境は常に変化をしつづけ

ており、変化対応への遅れが、企業経営にとって時として壊滅的なダメージをもたらすこともあります。一方、変化を

うまく受入れ、対応することにより、飛躍的な成長を遂げる企業も少なくありません。

　当社グループは、外部環境の変化への対応を柔軟に行い、成長と安定を目指すお客様に対し、抱える問題、課題の解

決そして目的の達成のために有効なツール、情報及びサービスを的確に提供することが基本的な使命であると認識して

おります。そしてこれらが、各事業主体で個別に提供されることはもちろんのこと、グループ全体のインテグレートを

図り、お客様の戦略立案及び実行に役立つアイデアやノウハウを総合的に提供することが当社グループとしてのコアコ

ンピタンスであります。

　従って、制度やルールの理解を深め、技術力を磨くのはもちろんのこと、外部環境を見極め、判断するスキルを身に

つけること、我々自身が柔軟に変化対応できる体制にあること、そしてグループとして総合力を高めることを経営の基

本方針として掲げております。

(２)会社の利益分配に関する基本方針

　株主への利益分配に関する当社の基本的な方針は、成長を継続的に目指し、会社の内部留保の充実に努めると同時に、

成長に応じた適正な利益還元を株主に継続的に配当として実施することとしております。

　当社は現在まで、営業活動、開発活動、資本の充実化等の経営基盤の強化を図ることを最優先してまいりましたので、

創立以来配当実績はございませんが、上記方針に基づき、今後は内部留保の充実を図るとともに、可能な限り株主還元

を実施する所存であります。ただし、今期におきましては、還元に十分な利益を確保することができなかったことから、

無配とする方針であります。

(３)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流動性の向上及び株主層の拡大を図ることを目的とし、投資単位の引下げに対しては積極的に具体策

を講ずることを基本方針としており、この方針に基づき、既に平成17年９月、株式１株を２株に分割、さらに平成17年

12月に株式１株を３株に分割いたしました。その結果、平成18年６月末時点での株主数は、3,000名以上となり、現時点

におきましては、より多くの株主様に投資しやすい状態になりました。

　今後におきましては、株式分割等に係るコストが業績に与える影響も少なくないことから、コストに見合った効果が

発揮できる施策を実施することが重要であると認識しております。

(４)目標とする経営指標

　当社グループは、実質的な活動を始めて歴史が浅く、事業領域自体もまだまだ流動的であることならびに他上場企業

等と比較して事業規模並びに資本規模等が小さいことなどから、現時点において、目標とする経営指標を具体化・固定

化する段階にはないものと判断しております。

(５)中長期的な会社の経営戦略 

　会社の経営方針にも記載しましたとおり、お客様の戦略立案及び実行に役立つアイデアやノウハウを総合的に提供す

ることが当社グループとしてのコアコンピタンスであり、このための経営戦略の実行が中長期的になされなければなり

ません。情報技術事業、財務会計を中心としたコンサルティング事業及び、投資事業の３つの事業を当社グループの中

核とし、事業の成長を図ってまいりますが、中長期的には企業経営に関するコンサルティング事業の総合化を図るため

の戦略を検討しております。分野としては経営の中核ともいえるマーケティング、ヒューマンリソースマネジメントな

どが掲げられておりますが、手法、分野、資源の獲得方法など、今後具体化を進捗させていく予定です。
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(６)会社の対処すべき課題

当社及びグループ各社が対処すべき課題及び対処方針は以下のとおりです。

 

　

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングスにおける課題及び対処方針

　

 ①今後の事業展開

　当事業年度におきましては、各事業会社における専門性の向上、各事業部門のシナジー効果の最大化を目的に経

営を推進してまいりましたが、平成18年3月1日をもちましてIT事業部門を会社分割により、株式会社アルファ・テ

クノロジーを設立し、純粋持株会社へと体制を移行いたしました。

　次期におきましては、変化の早い市場環境に適応し、企業価値を一層高め、株主様、従業員、クライアント先を

含めたステークホルダーの皆様の期待に添えるよう、新たなＭ＆Ａやアライアンスの開発・開拓が課題となってい

ると認識しており、積極的に展開していく方針でございます。

 ②コンプライアンス、内部管理体制の整備について

　企業の透明性が重要視される環境の中、より質の高いコンプライアンスを含めた当社及び、当社グループ全体の

内部管理体制、リスク管理体制が重要であると考えております。

さらに充実した内部体制にすべく、内部監査室との連携による監査、改善を継続的に行い、グループ全体のコンプ

ライアンスおよび内部管理体制を一層強化していく方針でございます。

 

 

　

株式会社アルファ・テクノロジーにおける課題及び対処方針

　

①営業力の強化

　受託案件における当社と顧客との関係の特徴として、比較的長く取引が継続することが挙げられます。つまり、

当初のシステム構築のみならず、その後の更新、改善ならびにシステム保守などが発生し、継続的な収益へと繋がっ

ていくこととなります。従って、当初の受託案件の獲得、創造が事業収益全体に与える影響が大きくなっておりま

す。現在の課題は、人的ネットワークによる営業活動の依存などが掲げられており、今後は、企画営業スタッフの

拡充及び組織化、営業アウトソースの活用を行う方針であり、一定の外部協力会社との提携が進捗しておりますが、

今後においてもパートナーの拡充等は強化してまいります。

　　

②開発スピード及び開発マネジメントの精度向上

 　 当社は安易な低価格路線に走ることによる品質の劣化を最も危惧しておりますが、システム開発には品質はもと

より、さらなる開発期間の短縮化、ローコスト化が強く求められております。これらを達成するためには、社内に

おける開発資産の標準化、設計の徹底、技術者の質的向上、工程管理体制の充実などが重要な課題となります。

　これにつきましては、各種開発環境を社内的に統一し、一度開発したものを再度開発することなく、再利用する

環境を整えることで対処する方針であるとともに、科学的手法の推進や継続的な研修、ミーティングを重ね、開発

プロジェクトリーダーのプロジェクトマネジメントスキルアップを図る方針であります。

 

③最新の技術動向への対応

　当社は常に最新の技術動向を踏まえ、かつ顧客満足を得られるソリューションを提供してまいりましたが、今後

の技術動向に対して、より柔軟に、積極的に対応していくことが課題であると認識しております。

　これにつきましては、オーバーヘッドを最小にしながらプロジェクトの中に新規技術の導入を図っていくことで

対処する方針であります。また、先進的なパートナーとの技術情報の交換により、最新の技術導入も行っていく方

針であります。

 ④安定的収益性の確保

　情報技術部門における収益性は、新たな受託案件に対応するための開発プロセスの効率性に左右されることが少

なくなく、これが全体収益の安定性の確保のための重要な要素となっております。これに対しましては、プロトタ

イプ技法の促進による要件定義や開発プロセスの統一化及び効率化を図ることで対処する方針であります。また、

比較的安定的な収益が見込まれる自社製品の開発及び販売を促進し、売上高全体に占める割合を増加させることに

より、全体として安定的な収益性の確保を目指す方針であります。
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 ⑤新たな事業展開

　他事業と比較してＩＴ関連のマーケット遷移は、めまぐるしい技術革新を背景に、非常にスピーディかつドラス

ティックであると認識しております。従って、既存事業の安定的成長に関する対処のみならず、積極的に新たな事

業展開を図ることが当社にとって重要な課題となっております。これにつきましては、平成18年６月にＢＩ

（Business Intelligence）分野を独立させ、成長させていく決定を行い、同年７月、株式会社ビズライト・テク

ノロジーとして新たに組織構築を行っており、一つの柱としての事業展開を行ってゆく方針です。

  ⑥情報保護

　当社では、社内で保有又は社外への情報アクセス可能な情報について、従前よりネットワーク環境、文書管理、

データメディア管理ならびに従業員教育等を行っており、情報漏洩事故等は発生しておりませんが、昨今の技術及

び社会情勢を鑑み、さらに体系的な情報保護施策を行うことが重要な課題となっております。これにつきましては、

ＩＳＭＳ(※)を参考とし、外部のコンサルタント等を活用したうえで、現状の情報保護施策をさらに充実化、体系

化する方針であります。

　※ＩＳＭＳ：Information Security Management Systemの略。企業などの組織が情報を適切に管理し、機密を守

るための包括的な枠組み。(財)日本情報処理開発協会にて適正性評価制度がある。

　

株式会社プライムファームにおける課題及び対処方針

　

 ①営業力の強化

　会計コンサルティング業務においても、顧客との関係は長く継続するのが特徴であります。従いまして、新規顧

客創造は当社の業績に直接的に寄与するものであり、継続的な課題と認識しております。現在、当社の新規顧客獲

得は、現役員等の人的ネットワークによるところが大でありますが、今後は人的ネットワークの範疇を超え、組織

的な営業活動を行っていくことが重要であると認識しております。

　そのためには、当社の業務実績が対外的に評価されることが、最大の営業力の根源となります。営業人員の強化

をはかり、株主等事業協力者、金融機関、ベンチャーキャピタル等との情報交換、またセミナーの開催をとおして、

当社のコンサルティングサービスについて理解を深めていただくことで対処する方針であります。

　

 ②従業員の質的向上

　当社の業務遂行は、ISO9001:2000に準拠しておりますが、それは顧客満足のための共通のベースを構築している

ということであります。その環境を生かすためにも、常に従業員のスキルの維持、向上をはかり、優秀な会計コン

サルタントを育成すること又は人材確保を行うことが課題であると認識しております。

　その課題に対処するために、会計を中心とした企業経営実務を習得することを目的とし、OJTはもとより期間限定

での企業派遣を行い、現実の企業経営実務を肌身で習得させ、それをまた当社のコンサルティングに発揮させると

いうローテーションを構築することにより、個々人のレベルを着実にアップさせていく方針であります。また、広

範囲なリクルート活動を実施し、引き続き優秀な人材の確保を図る方針であります。

　

 ③量産型コンサルティングへの発展

　当社の会計コンサルティングは、個々の顧客の状況に最適な意思決定支援をすることであり、安易なパッケージ

型を指向するものではありません。しかし、個別対応型では時間的、地域的、コスト的に受注範囲及び規模に限界

があります。今後は、コンサルティングの質を低下させずに、当社のノウハウをできうる限りパッケージ化した商

品として提供することが課題であると認識しております。

　これを具現化するために、ＩＴを活用し、既存の財務会計システムの不足を補う機能、とりわけ非会計情報との

連動などを中心とした管理会計機能の提供サービスを実現することなどで対処する方針であります。

 

　株式会社ＧＳコンサルティングにおける課題及び対処方針

　

　①クライアントとなる的確な企業へのアプローチ強化

　少数精鋭体制による営業効率を高めていくために、クライアント企業の的確な選別が当社にとっての最重要課題

となっております。早期にクライアント企業の特徴、事業体制、財務体質を把握し、精度の高い株式公開支援を展

開できる内部体制の確立が必要であります。これにつきましては、企業側からの要請だけでなく、人的なネットワー

クを活用し、行政、各種企業支援機関、ベンチャーキャピタル、各種異業種交流会などから得られた情報から対象

と考えられる企業を抽出し、積極的なアプローチを展開していくことに加え、初期コンサルテーションにおいて、
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的確な判断ができるよう、定量的な判断基準を設け、より効果的な営業活動を行う方針であります。

　また、営業力の強化ならびに事務処理能力の強化という観点からもＩＰＯノウハウを有した優秀な人材の確保も

行っていく方針です。

 

 

　株式会社アルファ・インベストメントにおける課題及び対処方針

　

 ①投資事業固有のリスク

 当社が行う投資事業につきましては、投資企業の倒産といった事態に代表されるような固有のリスクが存在す

るものと認識しており、このリスクを軽減することが重要な課題であると認識しております。これにつきまして

は、投資対象及び投資比率を比較的リスクの少ない上場企業を中心とすることや、十分な投資先及びマーケット

状況の情報収集を経て投資決定にあたることで対処する方針です。

 

 （７）親会社等に関する事項

 　当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(１)経営成績

①当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善、設備投資の増加、堅調な個人消費などにより、全体としては

ゆるやかな回復基調をたどってきたと認識しております。また、内閣府発表の月例経済報告によりましても、「先行きに

ついては、企業部門の好調さが家計部門へ波及しており、国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれる。」と

述べられております。しかし一方、原油価格をはじめとした商品市況の高騰、世界的な株式、債券市場のボラティリティー

の上昇、政府日銀による量的緩和の解除による金利の上昇、また、経済指標の回復も遅れている北海道経済の状況等を鑑

みますと、依然として予断の許さない状況であることは否めません。

　当社の事業領域である情報技術事業につきましては、他の業界に対し、比較的堅調な業界であったと認識しております。

経済産業省発表の「平成17年特定サービス産業実態調査」によりますと、情報サービス業全体では、情報通信向けソフト

ウェア開発が寄与したことなどから、11年連続して売上高の増加と報告されております。今後におきましても、情報通信、

ソフトウェア開発及びコンテンツ提供等のマーケットは拡大してゆくものと期待できます。

　そのような経済状況のなかで、グループ一丸となって、継続的に情報技術事業及びコンサルティング事業及び投資事業

を展開、成長させてまいりました。

　その結果、当連結会計年度の業績は以下のとおりとなっております。

　　売上高　　　 998,257千円（前期比  73.3％増） 

　　営業利益　　 292,734千円（前期比 227.7％増）

　　経常利益　　 257,231千円（前期比 178.2％増）

　　当期純利益　 155,806千円（前期比 190.0％増）　

 

②事業の種類別セグメントの概況

　各セグメント別の業績は以下のようになっております。（セグメント間の内部取引を含んでおります）

　　情報技術事業　　　　　売上高　　252,459千円（前年比 17.7％減）

　　　　　　　　　　　　　営業利益　 27,962千円（前年比 62.8％減）

　　コンサルティング事業　売上高　　348,087千円（前年比  9.7％増）

　　　　　　　　　　　　　営業利益　 73,926千円（前年比  8.5％減）

    投資事業　　　　　　　売上高　　536,508千円（前年比     -   ）

　　　　　　　　　　　　　営業利益　368,692千円（前年比     -   ）　　　　　　

　　

　情報技術事業につきましては、自社開発システム売上29,628千円（前年比40.3％増）、保守売上48,850千円（前年比

0.3％増）、その他売上67,956千円（前年比14.9％増）と比較的順調でありましたが、当連結会計期間中に完了を予定して

いたいくつかの受託開発プロジェクトが翌期にずれこんだことなどが主因となり、受託開発システム売上が106,023千円

（前年比40.4％減）に留まっております。その結果、当連結会計期間における、情報技術事業のセグメント業績は、売上

高 252,459千円（前年対比 17.7％減）、営業利益 27,692千円（前年対比 62.8％減）となっております。

　コンサルティング事業につきましては、財務改善コンサルティング及び株式公開支援コンサルティングが順調に推移い

たしました。その結果、売上高348,087千円（前年比  9.7％増）営業利益73,926千円（前年比 8.5％減）となっておりま

す。

　投資事業につきましては、上期におきまして、好調な株式市場と的確な投資先の選定などから比較的に順調に推移する

こととなりました。しかしながら、平成18年１月以降、特に新興株式市場の下落の影響による新規投資事業組合組成のス

キーム見直し等により、当初見込んでいた収益を得るに至ることができませんでした。その結果、売上高536,508千円、営

業利益368,692千円となり、設立1年目より黒字で事業年度を終えることができました。
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(２)財政状態

①キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主として、税金等調整前当期純利益317,845

千円及び新株発行による収入131,810千円の収入があった一方で、有価証券の増加131,553千円及び投資有価証券の取得

319,886千円の支出などにより、全体では前連結会計年度に比較して35,050千円増加し、当連結会計年度末では827,105

千円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は74,833千円（前年同期実績：収入97,774千円）でありました。これは主として、税金

等調整前当期純利益317,845千円等の収入があった一方、有価証券の増加131,553千円、投資有価証券売却益79,964千円

及び法人税等の支払53,453千円などの支出が発生したことによるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は204,493千円（前年同期実績：支出11,707千円）でありました。これは主として投資有

価証券の売却148,949千円等の収入があった一方、投資有価証券の取得319,886千円等の支出が発生したことによるもの

です。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は164,710千円（前年同期実績：収入489,641千円）でありました。これは主として新株

発行による収入131,810千円によるものです。

 

②キャッシュ・フロー指標のトレンド

　 平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 

　自己資本比率 89.8％ 89.3％ 82.0％ 

　時価ベースの自己資本比率 234.5％ 519.2％ 286.8％ 

　債務償還年数 ―　 ― 0.4年 

　インタレスト・カバレッジ・レシオ 104.7倍 3,938.4倍 406.7倍 

・自己資本比率　：　自己資本／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

(注)１．いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式数により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。

４．有利子負債は、連結貸借対照表上に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての債務を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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(３)次期の見通し

　当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業業績と個人消費の回復等により、全体として回復基調が続いたもの

と認識しております。しかし、地方経済の景気回復には格差があり、当社グループの拠点である北海道経済においては民

間設備投資、新設住宅着工等に一部回復の兆しが見え始めたものの、依然として予断を許さない状況であると判断してお

ります。

　このような経済情勢のもと、当社グループにおきましては、経済環境の変化への迅速な対応を行うとともに、さまざま

な経営課題に対処していく所存です。事業領域につきましては、引き続き情報技術事業、コンサルティング事業、及び投

資事業に注力し同事業領域の拡大を図って参ります。

　情報技術事業、コンサルティング事業における業績は今期も順調に推移する見通しであります。一方、投資事業におき

ましては、市場環境や経済情勢等の影響も少なくなく、投資事業組合を悪用した事件等の発覚から、投資を間接的に支援

する事業における経営環境は非常に厳しいものとなっておりますが、投資支援活動自体は社会経済活動にとって不可欠な

ものであるという認識から、今後も、徹底した法令遵守、コンプライアンス重視、マネジメント体制強化を図り、事業を

成長させていく方針であります。

　純粋持株会社を経営の中枢とし、各事業部門がそれぞれの能力を最大限に発揮し、さらなる企業価値の増大を目指す所

存です。平成19年６月期の連結会計年度における連結業績見通し及び同期の事業年度における当社単体での業績見通しは、

以下のとおりとなっております。 

 

　（連結）

　　売上高　　　 　  　 1,141百万円（前期比  　14.3％増）

　　経常利益　　　　   　 278百万円（前期比  　 8.1％増）

　　当期純利益　　　　    150百万円（前期比　   3.3％減）

　（単体）

　　売上高　　　　 　     135百万円（前年比　  47.9％減）

　　経常利益　　　　       96百万円（前年比 　    -    ）

　　当期純利益　　　       53百万円（前年比　     -    ）

　なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には、潜在的

なリスクや不確実性を含んでおり、実際の業績は様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。

 

 

 （４）事業等のリスク 

 

　決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項には、以下のようなものがあります。

１．会社を取り巻く環境について

 

ＩＴ部門（連結子会社　(株)アルファ・テクノロジー）

①Linuxを多用している点

　当社は特にLinux利用のサイト構築において差別化をしております。これはLinuxの動作がWindowsファミリーの動

作より安定性が高く、オープンソースを利用することにより、ローコストな運営を実現できるからです。通常は

Linuxを利用したサイト構築が当社のスタンダードオファーとなっております。従いましてほとんどのソフトウェア

会社がWindowsをスタンダードオファーとしている中での当社の優位性となっております。しかし、今後Windows関

連の環境がより強化され、サーバー市場でのシェアを伸ばしていった場合、当社としての優位性が薄れる可能性が

あり、当社の事業計画の達成に重大な影響を与える可能性があります。もっとも、当社としてはWindowsファミリー

自体を否定しているわけではなく、現状の中での最適な選択肢をお客様に提示しています。また技術的に移行する

こと自体は何ら問題のないことであり、今後も業界の動向に気を配り、柔軟で速い変化対応ができる体制を構築し

ていきます。

②業界の参入障壁

　高額な設備投資が不要、規制などがない、品質を理解しにくい等の理由からソフトウェア開発事業を開始するこ

と自体にはそれほど高い参入障壁がありません。従って、特に当社の分野に注力し、ある程度の資本力、技術力を

持つ会社が参入してきた場合、当社の事業計画に影響を与える可能性があります。当社といたしましては、できる
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だけ早期に多くの顧客を開拓し、継続したビジネスに繋がるよう努力するとともに、実績面において、新たな競合

に対処する所存であります。

③インターネットへの依存

　昨今のインターネットの普及やビジネスへの影響には目を見張るものがあります。当社も主にインターネットを

利用したソフトウェア開発に注力しております。インターネットの普及や社会全体に及ぼす影響は今後も拡大し続

けるものと確信しております。仮にインターネットの普及が予想どおりでなくても当社のソフトウェア開発能力は

発揮できるものではありますが、インフラの極端な変化などがあった場合、当社の事業計画に影響を及ぼす可能性

があります。

④外国人技術者への対応

　現在、ＩＴ業界においても、中国、ベトナムなど賃金の安い技術者の採用、それらの国の企業への発注、エージェ

ントへの発注、現地法人の設立などを行いコストダウンへの対応を行っております。当社においては現在、このよ

うな対応は取っておりませんが、品質を維持しつつ、コストダウンへの対応は不可欠のものと認識しております。

今後これらの対応が遅れた場合、当社の製品面、サービス面の競争力に影響を及ぼす可能性があります。

会計コンサルティング部門（連結子会社　(株)プライムファーム）

①ディスクローズ重視

　米国のエンロン事件に端を発し、企業会計の透明化の波が世界各国に波及しております。企業のディスクローズ

（情報開示）が不適切もしくは、タイムリーになされなかったことによる会社に与えるイメージダウンは、企業の

存亡に関わる重大事となる時代に突入しております。この環境下において、上場、未上場を問わず企業会計の信頼

性を確保する仕組みは、最重要課題とされてきております。

②会計の国際標準化

　連結会計、キャッシュ・フロー会計、金融商品会計、税効果会計、減損会計など日本の企業会計の環境は急速に

国際会計基準への対応変化をしております。これは企業のグローバル化によって、投資が国籍を越えて行なわれて

いるからであり、そのためには企業間比較の容易性が必須となってきているからであります。

　当社が、今後これらのサービス提供における対応が遅れた場合には、㈱プライムファームのサービス面における

競争力に影響を及ぼす可能性があります。

直接金融支援コンサルティング部門（連結子会社　(株)ＧＳコンサルティング）

①ベンチャー企業の増加

　日本経済の長引く停滞によって、大企業から独立退職してベンチャー企業を起業する例、又は大学生が既存の大

企業への就職を断念し自ら創業者となる例、大学内の教授を中心とした研究開発型のベンチャー企業など、多くの

形態から生まれるベンチャー企業は増加している環境であります。これらの創業時のスタートアップ時には、一般

的に社内体制が未整備であり、急成長を遂げるためには、会計管理体制の整備が急務であります。

 

投資部門（連結子会社　(株)アルファ・インベストメント）

①投資事業固有のリスク

　当社が行う投資事業につきましては、投資企業の倒産といった事態に代表されるような固有のリスクが存在す

るものと認識しており、このリスクを軽減することが重要な課題であると認識しております。これにつきまして

は、投資対象及び投資額の総額を比較的リスクの少ない上場企業を中心とすることや、十分な投資先及びマーケッ

ト状況の情報収集を経て投資決定にあたることで対処する方針です。

②株価下落

「投資事業」におきましては、上場株式等を保有する予定でありますが、株式市場における時価の下落は、当社

グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また新規上場銘柄のうち一部の銘柄につきまし

てはロックアップ契約等によって上場後一定期間売却が制限されることがあります。これはその間の時価変動リス

クを有することを意味しており、時価が下落した場合は、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能

性があります。

③未上場株式等への投資のリスク

「投資事業」におきましては、上場株式等に加え、未上場株式等も投資対象としております。未上場株式等への

投資には以下のようなリスクが存在します。

 1)投資によってキャピタルゲインが得られるかどうかについての確約はありません。

 2)投資対象は、投資事業組合等の運営期間中に株式上場、売却等が見込める企業を前提としていますが、株式上

場時期・売却が見込みと大幅に異なる可能性があります。

 3)未上場株式等は上場企業の株式等に比べ流動性が著しく劣ります。
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２．特定人物への依存について

ＩＴ部門（連結子会社　(株)アルファ・テクノロジー）

　ＩＴ部門は代表取締役の田中博見の人間性、経営判断、企画力、営業力、発想等に大きく依存しております。ま

た技術部長の吉川孝志を筆頭とする当社の技術陣の中心メンバーの能力は非常に高く、これが同社の評価の根本的

な源泉であります。田中博見及び技術の重要人物が現職を退いた場合、当社の事業展開に重大な影響を及ぼす可能

性があります。

 

会計コンサルティング部門（連結子会社　(株)プライムファーム）

　当社の取締役会長の板垣洋は、㈱プライムファームの取締役会長であり、同社の設立以来の責任者であります。

当面の事業拡大のためには板垣洋の実務経験と人的ネットワーク等は不可欠な要素であり、㈱プライムファームの

事業推進に重要な役割を担っております。従って何らかの理由で板垣洋が同社の業務を継続することが困難になっ

た場合、今後の㈱プライムファームの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

直接金融支援コンサルティング部門（連結子会社　(株)ＧＳコンサルティング）

　当社の取締役会長の板垣洋は、㈱ＧＳコンサルティングの取締役会長であり、同社の設立以来の責任者でありま

す。当面の事業拡大のためには板垣洋はじめ現取締役の実務経験と人的ネットワーク等は不可欠な要素であり、㈱

ＧＳコンサルティングの事業推進に重要な役割を担っております。従って何らかの理由で板垣洋はじめ現取締役が

同社の業務を継続することが困難になった場合、今後の㈱ＧＳコンサルティングの業績に重大な影響を及ぼす可能

性があります。

 

投資部門（連結子会社　(株)アルファ・インベストメント）

当社の代表取締役社長の松室弘之は、㈱アルファ・インベストメントの代表取締役社長であり、同社の設立以来

の責任者であります。当面の事業拡大のためには松室弘之の実務経験と人的ネットワーク等は不可欠な要素であり、

㈱アルファ・インベストメントの事業拡大及び推進に重要な役割を担っております。従って何らかの理由で松室弘

之はじめ現取締役が同社の業務を継続することが困難になった場合、今後の㈱アルファ・インベストメントの業績

に重大な影響を及ぼす可能性があります。

３．配当政策について

　当社の配当政策に関する基本的な考え方は、利益成長を継続的に目指し、会社の内部留保の充実に努めると同時

に、利益成長に応じた適正な利益還元を株主の皆様に継続的に配当として実施する方針であります。

　当社は、研究開発活動、営業活動等の経営基盤の強化を図ることを最優先させてまいりましたので、創立以来、

配当実績はありませんが、上記方針に基づき、今後は財務体質強化のための内部留保の充実を図るとともに、可能

な限り株主還元を実施する所存であります。

４．札幌証券取引所「アンビシャス市場」について

　当社の普通株式につきましては、証券会員制法人札幌証券取引所アンビシャスへ上場をしております。同市場は、

株式市場として投資家に十分浸透しているとは言えず、円滑な株価形成、適正な時価総額の確保及び十分な流動性

の確保ができる保証はありません。また、同市場が定める上場廃止基準に該当した場合、当社の普通株式は上場廃

止に陥り、投資家にとって本株式の譲渡や市場価格の適正な把握が困難又は不可能になる可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年６月30日）
当連結会計年度

（平成18年６月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   454,657   832,905   

２．受取手形及び売掛金   163,131   118,466   

３．有価証券   ―   131,553   

４．たな卸資産   3,714   33,122   

５．繰延税金資産   3,287   13,921   

６．その他   10,780   22,745   

貸倒引当金   △469   △184   

流動資産合計   635,101 59.6  1,152,529 78.1 517,427

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  6,291   13,792    

減価償却累計額  3,302 2,989  3,409 10,382   

(2）機械装置及び運搬
具

 4,423   4,423    

減価償却累計額  4,202 221  4,202 221   

(3）その他  15,142   20,669    

減価償却累計額  9,889 5,252  11,128 9,540   

有形固定資産合計   8,463 0.8  20,143 1.4 11,680

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   20,548   26,577   

(2）連結調整勘定   1,218   775   

(3）その他   228   228   

無形固定資産合計   21,995 2.0  27,582 1.9 5,586

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  377,500   206,999   

(2）差入保証金   12,482   26,962   

(3）繰延税金資産   4,465   13,513   

(4）その他   5,906   27,170   

投資その他の資産合計   400,354 37.6  274,646 18.6 △125,707

固定資産合計   430,812 40.4  322,372 21.9 △108,440

資産合計   1,065,914 100.0  1,474,902 100.0 408,987
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前連結会計年度

（平成17年６月30日）
当連結会計年度

（平成18年６月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   37,250   3,488   

２．一年以内返済予定長
期借入金

  ―   6,000   

３．未払法人税等   33,677   182,522   

４．その他   42,807   39,812   

流動負債合計   113,735 10.7  231,823 15.7 118,087

Ⅱ　固定負債         

　１．長期借入金   ―   22,500  22,500

　　固定負債合計   ― ―  22,500 1.5 22,500

負債合計   113,735 10.7  254,323 17.2 140,588

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  471,310 44.2  ― ― △471,310

Ⅱ　資本剰余金   395,182 37.1  ― ― △395,182

Ⅲ　利益剰余金   85,686 8.0  ― ― △85,686

資本合計   952,179 89.3  ― ― △952,179

負債及び資本合計   1,065,914 100.0  ― ― △1,065,914

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

 　１．資本金   ― ―  560,386 38.0 560,386

 　２．資本剰余金   ― ―  475,142 32.2 475,142

 　３．利益剰余金   ― ―  241,492 16.4 241,492

 　　株主資本合計   ― ―  1,277,021 86.6 1,277,021

Ⅱ　評価・換算差額等         

 　１．その他有価証券評
価差額金

  ― ―  △67,660 △4.6 △67,660

 　評価・換算差額等合計   ― ―  △67,660 △4.6 △67,660

Ⅲ　新株予約権及び新株引
受権

  ― ―  11,218 0.8 11,218

 　　純資産合計   ― ―  1,220,578 82.8 1,220,578

 　　負債純資産合計   ― ―  1,474,902 100.0 1,474,902

         

－ 15 －



(2) 連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   575,884 100.0  998,257 100.0 422,373

Ⅱ　売上原価   220,257 38.3  228,966 23.0 8,708

売上総利益   355,626 61.7  769,291 77.0 413,664

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  266,294 46.2  476,556 47.7 210,262

営業利益   89,332 15.5  292,734 29.3 203,402

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  13   13    

２．受取配当金  0   20    

３．受取手数料  14,000   －    

４．その他  13 14,027 2.4 682 716 0.1 △13,310

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  24   184    

２．創立費償却  ―   1,852    

３．新株発行費  10,858 10,883 1.9 34,182 36,219 3.6 25,336

経常利益   92,475 16.0  257,231 25.8 164,755

Ⅵ　特別利益         

　１．投資有価証券売却益  － － － 79,964 79,964 8.0 79,964

Ⅶ　特別損失         

　１．投資有価証券評価損  － －  17,916    

　２．固定資産除却損  ※２ － － － 1,433 19,349 2.0 19,349

税金等調整前当期純利益   92,475 16.0  317,845 31.8 225,370

法人税、住民税及び事業税  44,021   195,887    

法人税等調整額  △5,277 38,744 6.7 △33,847 162,039 16.2 123,295

当期純利益   53,731 9.3  155,806 15.6 102,074
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(3) 連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30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   152,182

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行  243,000 243,000

Ⅲ　資本剰余金期末残高   395,182

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   31,234

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  53,731  

２．過年度税効果調整額  720 54,452

Ⅲ　利益剰余金期末残高   85,686
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(4）連結株主資本等変動計算書

  当連結事業年度（自  平成17年７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 自己株式 株主資本合計 

 平成17年６月30日残高

　　　　　　　（千円）
471,310 395,182 85,686 － 952,179

 連結会計年度中の変動額      

新株の発行（新株予約権及

び新株引受権の行使）
89,076 79,959   169,035

 　当期純利益   155,806  155,806

 純資産の部に直接計上されたそ

の他有価証券評価差額金の増減
    －

 　新株予約権の発行     －

 連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　（千円）
89,076 79,959 155,806 － 324,841

 平成18年６月30日残高

　　　　　　　　（千円）
560,386 475,142 241,492 － 1,277,021

 

 評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券

評価差額金 
評価・換算差額等合計 

 平成17年６月30日残高

　　　　　　　（千円）
－ － 9,860 － 962,039

 連結会計年度中の変動額      

新株の発行（新株予約権及

び新株引受権の行使）
  △3,042  165,993

 　当期純利益     155,806

 純資産の部に直接計上された

その他有価証券評価差額金の増

減

△67,660 △67,660   △67,660

 　新株予約権の発行   4,400  4,400

 連結会計年度中の変動額合計

　　　　　　　　（千円）
△67,660 △67,660 1,358 － 258,539

 平成18年６月30日残高

　　　　　　　　（千円）
△67,660 △67,660 11,218 － 1,220,578
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(5) 連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

    

税金等調整前当期純利益  92,475 317,845 225,370

減価償却費  17,702 16,215 △1,487

連結調整勘定償却額  443 443 0

貸倒引当金の減少額  △232 △284 △52

受取利息及び受取配当金  △13 △34 △21

支払利息  24 184 160

新株発行費  10,858 34,182 23,324

固定資産除却損  － 1,433 1,433

投資有価証券売却益  － △79,964 △79,964

投資有価証券評価損  － 17,916 17,916

売上債権の増減額  △39,398 44,664 84,062

たな卸資産の増減額  4,830 △29,407 △34,237

前渡金の減少額  180 483 303

有価証券の増加額  － △131,553 △131,553

その他流動資産の増加額  △3,411 △8,301 △4,890

差入保証金の増減額  740 △14,479 △15,219

長期前払費用の増加額  △358 △14,858 △14,500

仕入債務の増減額  37,250 △33,761 △71,011

前受金の増加額  － 198 198

未払金の減少額  － △7,417 △7,417

未払費用の増加額  181 5,902 5,721

未払消費税等の増減額  △983 9,869 10,852

その他流動負債の増減額  12,037 △840 △12,877

小計  132,327 128,436 △3,891

利息及び配当金の受取額  13 34 21

利息の支払額  △24 △184 △160

法人税等の支払額  △34,542 △53,453 △18,911

営業活動による
キャッシュ・フロー

 97,774 74,833 △22,941
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前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

定期預金等の預入
による支出

 △8,202 △17,302 △9,100

定期預金等の払戻し
による収入

 7,001 19,105 12,104

投資有価証券の取得
による支出

 △8,590 △319,886 △311,296

投資有価証券の売却
による収入

 － 148,949 148,949

有形固定資産の取得
による支出

 △1,915 △17,843 △15,928

無形固定資産の取得
による支出

 － △17,516 △17,516

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △11,707 △204,493 △192,786

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

長期借入れによる収入  － 30,000 30,000

長期借入金の返済
による支出

 － △1,500 △1,500

新株発行による収入  480,141 131,810 △348,331

新株予約権発行
による収入

 9,500 4,400 △5,100

財務活動による
キャッシュ・フロー

 489,641 164,710 △324,931

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額

 575,708 35,050 △540,658

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 216,345 792,054 575,709

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期末残高

※１ 792,054 827,105 35,050

     

－ 20 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　２社 (1）連結子会社の数　4社

 株式会社プライムファーム、株式会社ＧＳ

コンサルティング

株式会社プライムファーム、株式会社ＧＳ

コンサルティング、株式会社アルファ・イ

ンベストメント、株式会社アルファ・テク

ノロジー

 (2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等

 　当社はすべての子会社を連結しており、

非連結子会社はありません。

同左

２．持分法の適用に関する

事項

　該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　株式会社プライムファーム、株式会社Ｇ

Ｓコンサルティングの事業年度の末日は連

結決算日と一致しております。

　連結子会社の事業年度の末日は連結決算

日と一致しております。

４．会計処理基準に関する

事項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

 (イ）売買目的有価証券

 　　　　　　　―――

 

 　（ロ）その他投資有価証券

　　　時価のあるもの

イ　有価証券

 (イ）売買目的有価証券

　時価法（売却原価は総平均法により

算定）を採用しております。

  （ロ）その他投資有価証券

　　　時価のあるもの

 　連結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、売却原価は総平均法により

算定）を採用しております。

同左

   

 　　　時価のないもの 　　　時価のないもの

 　総平均法による原価法を採用して

おります。

  　（ハ）投資事業組合出資金

 　　　　　　　―――

 

同左

 

 　（ハ）投資事業組合出資金

 投資事業組合等を連結子会社が管理・

運営する場合は、当該組合等の最近の

財産および損益の状況に基づいて、組

合等の資産・負債・収益・費用を連結

子会社の持分割合に応じて計上してお

ります。これらは所有目的に従い、有

価証券に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度中に保有して

いた投資事業組合出資金に係わる投資

事業組合は、当連結会計年度末におい

てすべて解散しております。

 ロ　たな卸資産 ロ　たな卸資産

 (イ）商品 (イ）商品

 　月次移動平均法による原価法を採用

しております。

同左

 (ロ）仕掛品 (ロ）仕掛品

 　個別法による原価法を採用しており

ます。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　当社及び連結子会社は定率法を採用し

ております。

　（ただし、当社及び国内連結子会社は

平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額法によってお

ります。）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

イ　有形固定資産

同左

 建物及び構築物 ６～15年

機械装置及び運搬具 ２年

工具、器具及び備品 ２～19年

 

 ロ　無形固定資産 ロ　無形固定資産

 　当社及び連結子会社は定額法を採用し

ております。

　なお、市場販売目的のソフトウェアに

ついては、原則３年以内の残存有効期間

による見込販売収益に基づく償却方法を

採用し、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく償却方法を採用しておりま

す。

同左

(3）重要な繰延資産の

処理方法

イ　新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

イ　新株発行費

同左

 

 

 

   (4）重要な引当金の

   計上基準

 ロ　創立費

 　　　　　　　―――

 

貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、当社及び連結子会社は一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を

検討し回収不能見込額を計上しております。

  ロ　創立費

 　支出時に全額費用として処理してお

ります。

貸倒引当金

同左

(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

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に

関する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

―――

８．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、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

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

前連結会計年度

 （自　平成16年７月１日

 至　平成17年６月30日）

当連結会計年度

 （自　平成17年７月１日

 至　平成18年６月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10

月31日）が平成16年３月31日に終了する事業年度に係る財

務諸表から適用できることになったことに伴い、当連結会

計年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

 　　　　　　　　　　――――

 　　　　　　　　　　――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

および「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1,209,360千円で

あります。

　なお、連結財務諸表等規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表等規則により作成しております。

追加情報

前連結会計年度

 （自　平成16年７月１日

 至　平成17年６月30日）

当連結会計年度

 （自　平成17年７月１日

 至　平成18年６月30日）

（税効果会計）

　当連結会計年度において、税務上の繰越欠損金が将来課

税所得を減少させ、税金負担額を軽減することができると

判断した連結子会社について初めて税効果を認識いたしま

した。これに伴い、税効果を適用しない場合と比較し、当

期純利益は720千円少なく計上されております。

 　　　　　　　　　　　――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年６月30日）

当連結会計年度
（平成18年６月30日）

※１　「投資有価証券」には、平成17年７月４日に設立さ

れる子会社への新株払込金350,000千円を含めてお

ります。

※１　　　　　　　　　―――

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式13,836株であり

ます。

※２　　　　　　　　　―――

（連結株主資本等変動計算書関係）

 当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 １．発行済株式総数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

前連結会計年度末 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末

株式数（株） 　増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）

発行済株式数     

　　普通株式 13,836 81,110 － 94,946

　　　合計 13,836 81,110 － 94,946

自己株式     

　　普通株式 － － － －

　　　合計 － － － －

 （注）1.普通株式の発行済株式総数の増加81,110株は、新株引受権の権利行使による新株の発行による増加2,080株、新

株予約権の権利行使による新株の発行による増加8,070株及び株式分割による増加70,960株であります。

 

 ２．新株引受権並びに新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　（１）新株引受権

区分
新株引受権の

内訳

新株引受権の目

的となる株式の

種類

新株引受権の目的となる株式の数（個数）
当連結会計年度末

残高（千円）前連結会計

年度末 

当連結会計年

度増加

当連結会計年

度減少

当連結会計年

度末

提出会社

（親会社）

第１回新株引

受権附社債の

新株引受権

（注１）

普通株式 300 － 280 20 24

合計 300 － 280 20 24

（注）

 

 

１．第１回新株引受権附社債の新株引受権の当連結会計年度減少は、新株引受権の行使によるものであります。

２. 上表の新株引受権は、すべて権利行使可能なものであります。

３．上表の新株引受権の行使による株式の増加には、株式分割は考慮しておりません。
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 　（２）新株予約権

区分
新株予約権の

内訳

新株予約権の目

的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計年度末

残高（千円）前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

第１回

新株予約権

（注２）

普通株式 5,920 － 1,768 4,152 －

（親会社）

第２回

新株予約権

（注２）

普通株式 28,500 － 5,610 22,890 7,630

第４回

新株予約権

（注２）

普通株式 － 3,000 570 2,430 3,564

第５回

新株予約権

（注１,２）

普通株式 － 450 － 450 －

第６回

新株予約権

（注１,２）

普通株式 － 19,804 122 19,682 －

合計 34,420 23,254 8,070 49,604 11,194

（注）

 

 

１．新株予約権の当連結会計年度増加は、全て新株予約権の発行によるものであります。

２. 新株予約権の当連結会計年度減少は、全て新株予約権の行使によるものであります。

３. 上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

 

３．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

　　　　該当事項はありません。

　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　　　該当事項はありません。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬   71,904千円

給与手当 75,582千円

貸倒引当金繰入額 119千円

減価償却費      3,011千円

連結調整勘定償却 443千円

支払手数料 7,274千円

役員報酬         105,197千円

給与手当       93,110千円

貸倒引当金繰入額   65千円

減価償却費           4,222千円

連結調整勘定償却   443千円

支払手数料 87,297千円

※２　　　　　　　　　　　――― ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物        869千円

備品   563千円

計 1,433千円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

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

記載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）

  (千円)

現金及び預金勘定 454,657 

預入期間が３か月を超える定期

預金等
△12,602

 

当期末日を払込期日とする子会

社への新株払込金
350,000

 

現金及び現金同等物 792,054 

  (千円)

現金及び預金勘定 832,905 

預入期間が３か月を超える定期

預金等
△5,800

 

当期末日を払込期日とする子会

社への新株払込金
―
 

現金及び現金同等物 827,105 
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(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）

機械装置及び
運搬具

9,005 2,701 6,303

その他（工具
器具備品）

16,743 9,122 7,620

ソフトウェア 11,174 4,079 7,094

合計 36,922 15,903 21,018

 
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）

機械装置及び
運搬具

9,005 4,502 4,502

その他（工具
器具備品）

18,086 11,719 6,367

ソフトウェア 11,174 6,519 4,654

合計 38,265 22,741 15,524

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 7,159千円

１年超 14,895千円

合計 22,054千円

１年内      7,071千円

１年超 9,455千円

合計 16,527千円

(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 9,124千円

減価償却費相当額 7,985千円

支払利息相当額 1,428千円

支払リース料      8,305千円

減価償却費相当額      7,237千円

支払利息相当額      1,061千円

  

(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

　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。

同左

(5）利息相当額の算定方法 (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。

同左

－ 27 －



②　有価証券

 　　前連結会計年度　（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

 　　時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券

 非上場株式

 

27,500

 　　当連結会計年度　（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 １．売買目的有価証券

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

131,553 △42,953

 ２．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 1,600 3,080 1,480

小計 1,600 3,080 1,480

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 242,711 154,135 △88,575

小計 242,711 154,135 △88,575

合計 244,311 157,215 △87,095

 ３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

148,949 80,000 35

 ４. 時価評価されていない主な有価証券の内容

 内容 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 49,483

その他 300

合計 49,783

③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　退職給付

前連結会計年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

　当社グループは退職給付制度を設定していないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

　当社グループは退職給付制度を設定していないため、該当事項はありません。

⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）  

未払事業税   3,287千円

貸倒引当金 0千円

計   3,287千円

繰延税金資産（固定）  

連結会社間の内部利益消去 4,465千円

計 4,465千円

繰延税金資産（流動）  

未払事業税  13,757千円

貸倒引当金 0千円

貸倒損失  163千円

計 13,921千円

繰延税金資産（固定）  

　投資有価証券評価損 7,234千円

　連結会社間の内部利益消去    6,876千円

繰延税金資産合計   14,111千円

繰延税金負債（固定）  

　その他有価証券評価差額金 △597千円

繰延税金（固定）資産の純額 13,513千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率と

の間の差異につきましては、重要な差異がないため記載

を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率 40.4％

 （調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％

受取配当金等永久に損金に算入されない項目 △1.4％

住民税等均等割額 0.2％

税効果を適用していない連結会社の損失 8.8％

その他 2.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.0％

 

－ 29 －



⑥　セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

 
情報技術事業
（千円）

コンサルティ
ング事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 265,374 310,510 575,884 ― 575,884

(2）セグメント間の内部売上高　

又は振替高
41,500 6,790 48,290 △48,290 ―

計 306,874 317,300 624,174 △48,290 575,884

営業費用 231,563 236,550 468,113 18,438 486,552

営業利益 75,310 80,750 156,060 △66,728 89,332

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出      

資産 166,736 247,672 414,408 651,506 1,065,914

減価償却費 14,691 3,263 17,954 △252 17,702

資本的支出 757 12,608 13,366 △11,500 1,866

　（注）１．事業区分の方法

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

情報技術事業・・・・・・・ＩＴ部門

コンサルティング事業・・・会計コンサルティング部門、直接金融コンサルティング部門

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は53,610千円であり、その主なものは、

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は667,467千円であり、その主なものは、当社での

余剰運用資金（現金及び預金）であります。
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当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 
情報技術事業

（千円）

コンサルティン

グ事業

（千円）

投資事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社

（千円）
連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 172,059 348,087 478,008 998,155 102 998,257

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
80,400 － 58,500 138,900 △138,900 －

計 252,459 348,087 536,508 1,137,055 △138,797 998,257

営業費用 224,496 274,160 167,816 666,473 39,050 705,523

営業利益 27,962 73,926 368,692 470,582 △177,847 292,734

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出
      

資産 191,841 259,791 766,625 1,218,258 256,643 1,474,902

減価償却費 12,525 3,386 1,224 17,136 △921 16,215

資本的支出 24,830 1,456 10,550 36,837 △2,113 34,723

　（注）１．事業区分の方法

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

情報技術事業・・・・・・・ＩＴ部門

コンサルティング事業・・・会計コンサルティング部門、直接金融コンサルティング部門

            投資事業・・・・・・・・・投資事業部門

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は157,752千円であり、その主なものは、

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は256,643千円であり、その主なものは、当社での

余剰運用資金（現金及び預金）及び投資有価証券であります。
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【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。

【海外売上高】

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）
（注１）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者

田中博見 ― ―
当社代表取締

役社長

（被所有）

直接

5.8％

（注２）

― ―
当社リース取引

に対する被保証

（注３）

 709 

（注４）

― ―

村田輝夫 ― ―

当社監査役

株式会社ロイ

ズコンフェク

ト専務取締役

― ― ―

株式会社ロイズ

コンフェクトに

対する当社製品

の販売

（注５）

68,560 売掛金 48,269

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１．取引金額は、関連当事者間であった期間の取引金額の発生額を合計して算出したものであり、消費税等は含

まれておりません。

２．期末日における議決権等の所有割合を表示しております。

３．当社は、リース料支払債務に対して田中博見より債務保証を受けております。なお、当該債務被保証に対す

る保証料は免除されております。

４．取引金額は、被保証の対象となっているリース契約の期末日における、リース料支払予定残高を表示してお

ります。

５．㈱ロイズコンフェクトに対する当社製品・サービス提供については、市場価格を勘案して一般的取引条件と

同等に決定しております。
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          当連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 　　　　 (1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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

所有（被所

有）割合

関係内容

取引の内容

取引金額

（千円）

（注1)

科目
期末残高

（千円）
役員の兼

任等

事業上

の関係

役員及び

その近親

者

村田輝夫 - -

当社監査役（注2）

株式会社ロイズコン

フェクト専務取締役

- - - 

株式会社ロイズコン

フェクトに対する当

社製品の販売

（注３）

2,704 - -

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

（当該会

社等の子

会社等を

含む）

ファースト・

パートナー

ズ・グループ

株式会社

（注４）

東京都

港区
42,000

公開会社への財務戦

略支援及びベン

チャー企業株式公

開・立上げ支援等

（被所有）

直接0.6％

間接1.3％

兼任４名 -

 支払地代家賃

（事務所賃貸）

（注３）

3,860
前払家賃

差入敷金

917

8,737

建物付属設備の購入

（注３）

6,762 - -

支払業務報酬

（注３）
8,579 未払金 1,260

  （注）１．上記取引金額には消費税等が含まれておりません。

 　　　 ２．村田輝夫は、平成17年9月29日付けで当社監査役を辞任しております。

３．株式会社ロイズコンフェクトに対する当社製品・サービス提供並びにファースト・パートナーズ・グループ

株式会社に対する各取引については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同等に決定しております。

４．ファースト・パートナーズ・グループ株式会社は、当社取締役相談役の平山達大が議決権の過半数を所有し

ております。
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⑧　１株当たり情報

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額  68,818.99円

１株当たり当期純利益 6,445.93円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 5,617.67円

１株当たり純資産額        12,737.36円

１株当たり当期純利益         2,490.79円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益         1,691.63円

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり当期純利益   

　当期純利益（千円） 53,731 155,806

　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（千円） 53,731 155,806

　期中平均株式数（株） 8,335.73 62,553.04

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

　普通株式増加数（株） 1,229 29,551

　　（うち新株引受権） 285 1,290

　　（うち新株予約権） 944 28,261

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－
第５回新株予約権及び第６回新株予

約権
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
　至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．株式の分割

当社は、平成17年６月15日開催の取締役会決議に基づき、

平成17年９月５日付をもって株式の分割を行っております。

その概要は以下のとおりであります。

 (１)分割の方法

　平成17年７月19日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載又は記録された株主の所有株式を１株につき２株の

割合をもって分割する。

(２)増加する株式の種類及び数

 普通株式　13,936株

(３)配当起算日

　平成17年７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連結

会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮

定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報はそれ

ぞれ以下のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

 24,692.03円  34,409.50円

 １株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

 2,396.09円  3,222.97円

 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益

 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益

 2,021.47円  2,808.83円

 

２．新規事業に係る重要な事象

当社は、平成17年６月20日開催の取締役会決議に基づき、

新たに当社100％出資による子会社を設立し、新規事業を下

記のとおり開始しております。

 (１)新規事業の内容

　有価証券の売買、保有及び運用を主たる事業内容とし

た投資事業

 (２)子会社の内容

商号　　　　　　　　株式会社アルファ・インベスト

　　　　　　　　　　メント

本店所在地　　　　　東京都港区

資本の額　　　　　　175百万円

発行株式総数　　　　28,000株

設立時発行株式総数　7,000株

１株当たり発行価額　50,000円

　　　　　　　　　　（うち、資本に組み入れない額　　

　　　　　　　　　　25,000円）

設立年月日　　　　　平成17年７月４日

３．第３回新株予約権の発行

当社は、平成17年８月31日開催の取締役会において、次の

とおり全株主に対し、以下の要項にて新株予約権を発行する

ことを決議しております。
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前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
　至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 (１)目的

　株主への利益還元策の一環とするため。

(２)付与対象

　平成18年２月28日最終の株主名簿および実質株主名

簿に記載または記録された株主

(３)割当比率

　各株主の所有株式4株につき１個の新株予約権の引受

権を割当(１個に満たない本新株予約権は切り捨て)

(４)割当に係る単位未満(４株未満)になる株主の取扱い

　割当に係る単位未満(４株未満)になる株主について

は、割当を受けることができないものとする。

(５)新株予約権の発行価額

無償とする。

(６)新株予約権の行使価額

　平成18年２月28日終値の60%（1,000円未満切上げ）

とする。

(７)新株予約権の申込期間

　平成18年３月27日から平成18年４月10日までとす

る。 なお、平成18年４月10日までに申込を行わない場

合は当該新株予約権は失権するものとする。

(８)新株予約権の権利行使期間

　平成18年４月14日から平成19年３月30日までとする。

(９)新株予約権の譲渡

新株予約権の譲渡は、行えないものとする。

(10)新株予約権の目的たる株式の種類および数

①新株予約権の目的たる株式の種類は当社普通株式

　とする。

②新株予約権の目的たる株式の数は、平成18年２月

　28日(火)の最終の発行済み株式総数(ただし、当社

　が有する普通株式の数を除く。)に、0.25を乗じた

　株式数を上限とする。

(11)新株予約権の消却事由および消却条件

　当社は、新株予約権の割当を受けた者が、権利を行

使する条件に該当しなくなった場合、または、新株予

約権の全部又は一部を放棄した場合、本新株予約権を

無償で消却することができるものとする。

(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価

格中資本に組入れる額

　当該株式の発行価格に0.5を乗じた金額とする。ただ

し計算の結果１円未満の端数が生じる場合は、その端

数を切上げた額とする。

(13)新株予約権行使により発行した株式の第１回目の配当

　新株予約権の行使により交付する当社普通株式に関

する利益配当金または中間配当金は、新株予約権行使

の効力発生日の属する配当計算期間の初めに新株予約

権の効力が発生したものとみなして、これを支払う。
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前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
　至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

４．ストックオプションとしての新株予約権の発行

当社は、平成17年９月29日開催の定時株主総会において、

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、ストック

オプションとして、株主以外の者に対し特に有利な条件を

もって新株予約権を発行することを決議いたしました。

(１)特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由

　当社の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、

また、当社業務提携先企業の当社業績への貢献意識を

高めるため。

(２)発行要項等

　「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(7)ス

トックオプション制度の内容」に記載の通りでありま

す。

５．第４回新株予約権の発行

当社は、平成17年９月６日開催の取締役会において、次の

とおり第三者割当による新株予約権の発行を決議し、平成17

年９月26日、発行いたしました。

(１)目的

経営者を含む事業関係者に対し、企業価値向上に対する

モチベーションを高めることを目的とする。

(２)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式　1,000株（新株予約権１個につき１株）

(３)新株予約権の発行総数

1,000個

(４)新株予約権の発行価額

１個につき4,400円

(５)新株予約権の発行価額の総額

4,400,000円

(６)申込期日

平成17年9月25日(日)

(７)払込期日（発行日）

平成17年9月26日(月)

(８)新株予約権の割当先及び割当数

平山　達大　　　　　　　　 600個　　

板垣　洋　　　　　　　　　 200個

小野　高志　　　　　　　　  80個

株式会社プラザ・エックス　  50個

有限会社ハイウィル　　　　  30個

株式会社GTIパートナーズ　　 20個

株式会社リメディア　　　　　10個

有限会社アプリオ　　　　　　10個

(９)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

１個につき163,000円（ただし、(16)に定める調整に服す

る）

(10)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額

163,000,000円

(11)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額

１個につき167,400円（ただし、(16)に定める調整に服す

る）
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前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
　至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(12)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総

額

167,400,000円

(13)新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額

 １個につき83,700円（１株につき83,700円）但し、下記

(16)により調整された場合は調整後の株式の発行価額に

0.5を乗じた金額とし、計算結果１円未満の端数を生じる

場合は、その端数を切り上げた額とする。

(14)行使請求期間

平成17年11月26日から平成20年11月25日

(15)新株予約権の行使によって新株を発行する場合の利益

または利息の配当起算日

権利行使された株式は、権利行使日が属する営業年度開

始日を配当起算日とする

(16)新株予約権の目的となる株式の数および払込金額の調

整

①株式数の調整

新株予約権発行後、当社が株式の分割または株式の併

合を行う場合、株式の数は分割または併合の比率に応

じ、次の算式により調整される。

 調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権

利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について

のみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、こ

れを切り捨てるものとする。また、当社が他社と吸収合併も

しくは新設併合を行い新株予約権が承継される場合、または

当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と

認める株式数の調整を行う。

②払込金額の調整

新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式

の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使によ

る場合を除く）を行うときは、次の算式により１株当

たり払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。

既発
行株
式数

＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金
額

＝
調整前
払込金
額

×

新規発行前の１株あたり時価

既発行株式数＋新発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済

株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分

する自己株式数」、また「１株当たりの払込金額」を「１株

当たりの処分金額」に、それぞれ読み替えるものとする。
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前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
　至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う

場合には１株当たりの払込金額は当該株式の分割または併合

の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ず

る1円未満の端数は切り上げる。

発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行

う場合、その他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併

または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で払込

金額を調整するものとする。

(17)新株予約権の行使条件

①本新株予約権の発行日時点に当社または当社子会社の

取締役、監査役並びに従業員でない本新株予約権者が

権利を行使するときは、取締役会の承認を得るものと

する。

②１個の新株予約権につき、一部行使はできないものと

する。

③その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と本新

株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定

めるところによる。

④本新株予約権の譲渡、質入、その他の処分を行った場

合は行使を認めない。また相続が発生した場合に行使

は認めない。

(18)譲渡制限

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

(19) 消却事由及び消却条件

当社は、新株予約権の割当を受けた者が、下記の一にで

も該当した場合、その本新株予約権を無償で消却するこ

とができるものとする。

①権利を行使する条件に該当しなくなった場合、または、

新株予約権の全部又は一部を放棄した場合。

②在職する会社又はその子会社の就業規則に定める懲戒

の事由に該当する場合。

③本新株予約権を譲渡、質入れその他の処分を行った場

合。

④禁固刑以上の刑に処せられた場合。

(20)資金使途

新株予約権の行使払込があった場合の調達資金は、事業

強化資金及び運転資金に充当する予定ではありますが、

具体的には行使による払込みのなされた時点の状況に応

じて決定する。

　なお、新株予約権の発行による手取金については、当

社運転資金に充当する予定とする。 
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前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
　至　平成17年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

６．株式の分割

当社は、平成17年９月27日開催の取締役会において、平成

17年12月１日付をもって株式の分割を行う決議を行っており

ます。その概要は以下のとおりであります。

 (１)分割の方法

　平成17年10月14日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載又は記録された株主の所有株式を１株につき３株の

割合をもって分割する。

(２)増加する株式の種類及び数

 普通株式　55,824株

（平成17年９月27日現在の発行済株式総数に基づく）

(３)配当起算日

　平成17年７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連結

会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮

定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報はそれ

ぞれ以下のとおりとなります。なお、下記数値には「１．株

式の分割」に記載された平成17年９月５日付をもって行われ

た株式の分割による影響を含んでおります。

前連結会計年度 当連結会計年度

 １株当たり純資産額  １株当たり純資産額

 8,230.68円  11,469.83円

 １株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

 798.70円  1,074.32円

 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益

 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益

 673.82円  936.28円
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５．生産、受注及び販売の状況

(１)生産実績

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

情報技術事業 106,023 59.6

　（注）１．情報技術事業のうち、受託開発システムに係る生産実績を記しております。

２．金額は販売価格によっております。

３．上記金額には消費税は含まれておりません。

(２)受注状況

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

情報技術事業 139,418 75.4 49,299 310.0

　（注）１．情報技術事業のうち、受託開発システムに係る受注状況を記しております。

２．金額は販売価格によっております。

３．上記金額には消費税等は含まれておりません。

(３)販売実績

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度

（自　平成17年７月１日

至　平成18年６月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

情報技術事業 252,459 82.3

コンサルティング事業 348,087 109.7

合計 600,546 96.2

（注）１．情報技術事業及びコンサルティング事業それぞれに属するすべての販売実績を記しております。

２．上記金額に消費税等は含まれておりません。
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