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１．平成18年７月期の業績（平成17年８月１日～平成18年７月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年７月期 3,530 49.1 596 296.8 510 402.1

17年７月期 2,368 38.2 150 370.4 101 －

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７月期 655 － 25,485 33 23,635 08 35.2 8.3 14.4

17年７月期 △338 － △32,877 44 － － － 2.7 4.2

（注）①持分法投資損益 18年７月期 －百万円 17年７月期 －百万円

②期中平均株式数 18年７月期 25,714株 17年７月期 10,302株

 　　 　平成18年４月７日付けで株式１株につき２株の株式分割を行っております。

③会計処理の方法の変更 無

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）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７月期 8,105 2,960 36.5 98,757 03

17年７月期 4,140 762 18.4 65,697 16

（注）①期末発行済株式数 18年７月期 29,974株 17年７月期 11,607株

②期末自己株式数 18年７月期 －株 17年７月期 －株

(3）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７月期 1,090 △1,737 2,192 2,076

17年７月期 － － － －

※　平成17年７月期は連結財務諸表を作成していたため、個別のキャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

２．平成19年７月期の業績予想（平成18年８月１日～平成19年７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 2,274 163 96

通期 5,249 712 421

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　14,056円04銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

17年７月期 － － － － － －

18年７月期 － － － － － －

19年７月期（予想） －  未定  未定    

※　上記に記載した予想数値は、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。
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１．企業集団の状況

　当社は、当社及びモバイルメディア事業を主業とする子会社２社（スカイメディア㈱（現㈱インクルーズ）、㈱Ｎ

ＴＣホールディングス）で構成されておりましたが、前期において、平成17年３月に同２社を㈱コネクトテクノロジー

ズに完全売却いたしました。

　当期において、平成18年２月に100％子会社である㈱ビットサーフを設立し、また、平成18年３月に㈱ヨブが実施し

た第三者割当増資を引き受け同社の発行済株式総数の18.9%を取得し当社の関連会社といたしましたが、両社とも設立

まもなく現時点では具体的な事業活動を展開していないため、当社の企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理

的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表を作成しておりません。従って、当社は、当

期より非連結の決算を行っております。

 

２．経営方針
 

(1) 経営の基本方針

　当社は、『総合ＩＴアウトソーシング』という事業ドメインを設定し、ＩＴサービスを通じて顧客の夢の実現を後方か

ら支援しております。

　この基本方針の下、当社は、顧客が必要とする全てのＩＴサービスに対するソリューションを提供するために、安定的

なサービスの提供と顧客ニーズを満たす新サービスの開発のために日々研鑽を積んでおります。また、当社は、当社と顧

客及び顧客同士の協業やマッチングのプラットホームとなるべく、顧客にとって居心地の良い環境を提供できるように

日々取り組んでおります。

(2) 利益配分に関する基本方針

　当社は、株主への利益還元を経営の重要な課題と認識しておりますが、当面は財務体質の強化と将来の事業展開のため

に内部留保を優先させていく方針であります。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、当社株式の流動性の確保及び当社の支援者である株主数の増加を重要な課題と認識しております。この認識に

基づき、当社は、投資家の皆様に投資しやすい環境を整備するため、投資単位引き下げ等の施策につきましては、株価水

準、株主数、業績、費用対効果等を勘案し決定する方針であります。なお、平成18年４月７日付けで株式１株につき２株

の株式分割を行っております。

(4) 目標とする経営指標

　当社は、中期経営計画において売上高経常利益率20%以上の目標を設定しております。

　当社の売上総利益率は、大きなビジネスモデルの転換がない限りにおいて当面の間、20％代後半から30％代前半で推移

する計画であります。当社の事業規模は、翌期以降も拡大を続ける計画でありますが、管理コストをコントロールするこ

とにより、管理コストの拡大を事業規模の拡大以下の比率に下げることによって、早期に売上高経常利益率20％超となる

ことを目指します。

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略

　当社を取り巻く市場環境は、インターネット機器のデバイスの進化や多様化、やり取りされる情報の質の向上、個人情

報管理等の目的による情報管理方法の根本的な変質等の環境の変化により需要拡大が予想される一方、同業間での競争の

激化も予想され、当社には、継続的なサービス供給と顧客ニーズに合ったサービスの開発が求められるものと理解してお

ります。

　このような環境の中、当社は以下のシナリオにおいてその役割を着実に果たすべく基盤整備を行ってまいります。

①「提供ラック数を増やし規模の拡大を図る」

　翌期に第二データセンター及び第三データセンターを予定通りオープンさせると共に実際にその運営を行い、市場の強

い需要に応え、当社のサービス基盤の拡大を図ってまいります。また、将来の第四データセンター建設の準備も翌期より

開始いたします。

②「サービスラインの強化でより多くの顧客ニーズに応える」

　顧客のあらゆるＩＴサービス需要を当社がワンストップで受けソリューションを提供する体制を整えるべく、新サービ

スの開発に取り組んでまいります。新サービスの開発及びサービス力の強化は、規模の拡大を伴わずに収益力を高めると

共に投資利益率も向上させ、当社の財務体質強化に繋がるものと期待しております。
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(6) 会社の対処すべき課題

　当社をとりまく環境は、強い需要を背景に今後とも比較的好ましい状況が継続することが期待されますが、一方で好環

境における同業間における競争は更に激化することが予想されます。当社におきましては、強い需要と細かい顧客ニーズ

に応じたサービスの提供を今まで以上に強化していく必要があると認識しております。

　当社は、この環境下において顧客に対し安定的に確実なサービスを提供していくために、特に以下の三点を当社の最重

要の課題として認識いたしております。

①「サービス提供体制の強化」

　当社は、顧客のＩＴサービスを支えるアウトソーシング事業を展開しているため、顧客がストレスなく事業を展開でき

るように安定的かつ確実にサービスを提供する責任があります。そのため、当社は、当社の所有するインフラの保守・運

用を確実に行うためだけでなく、システムの二重化やより確実な運用ノウハウのマニュアル化等の充実を、今後も積極的

に推進していくよう努めてまいります。

②「サービス付加価値の向上及びサービス領域の拡大」

　当社は、顧客の顕在需要のみならず潜在的なニーズにも対応すべく柔軟かつ迅速にサービスを提供できることが当社の

付加価値であると認識しております。したがって、常に顧客の需要とニーズが何処にあるのかを意識して、現在事業化さ

れているｉＤＣサービス、マネージドサービス、ソリューションサービスのみならず新たなＩＴソリューションサービス

を開発し、総合ＩＴアウトソーシング事業者としての基盤を整えていくよう努めてまいります。

③「サービス向上に向けた人材の確保・育成」

　当社のサービスの質は、究極的にはそのサービスを提供している当社社員一人一人の質に寄っております。当社サービ

スの拡大及び質の向上は、優秀な人材の確保・育成によっていることを認識し、電源やネットワークを基盤とした高度な

技術を持つだけでなく、顧客のニーズである安定的かつ確実なサービスの提供を可能とする知識・経験・人間性を備えた

人材の確保が必要であると認識し、人材確保と人材育成の取り組みを一層強化するよう努めてまいります。

 

(7) 親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年７月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割

合（％）

親会社等が発行する株券が上場

されている証券取引所等

寺田倉庫株式会社
上場会社が他の会社の関連会社であ

る場合における当該他の会社
27.4 なし

 

②寺田倉庫㈱の概要及び当社と寺田倉庫㈱との関係について

  当社の主要株主である寺田倉庫㈱は、不動産事業、トランクルーム事業、データストレージ事業を展開する事業会社

であり、同社を中心とする同社グループは、上記事業のほかに倉庫事業、建設事業、運送事業等も展開しております。

同社グループはサブリースを含め約120棟の倉庫を利用し、それぞれの立地等の条件に応じて最も付加価値の高いと思わ

れる形態で倉庫を活用しております。

　なお、同社グループの中には、当社の展開する事業と競合する事業を展開する会社はありません。

 

③当社と寺田倉庫㈱の役員兼務関係について

  当社の役員９名の（うち監査役４名）のうち、廣瀬秀德は寺田倉庫㈱の代表取締役を兼務しております。

 

④当社と同社グループとの取引について

  「４．個別財務諸表等」の「④関連当事者との取引」に記載しております。

 

⑤親会社等からの独立性の確保について

 　同社グループ内に当社の展開する事業と競業する事業のないこと、当社と同社グループとの間の役員兼務が１名であ

りその１名が非常勤であること、当社と同社グループとの間の取引状況については定期的に取締役会に上程し同社グルー

プとの取引条件の公平性及び正当性についての妥当性の判断を行っていることから、当社は親会社等から一定の独立性

を確保しているものと考えております。
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⑥親会社等が継続開示会社でないことについて

  寺田倉庫㈱は非上場会社であり、また継続開示を行っておりません。

 

(8)その他経営上の重要な事項

　当社は、当期末において当期の業績結果及び今後の業績見込みを検討した結果、翌期以降も安定的に収益を獲得する

ことが見込まれ、当社が計上している税務上の繰越損失を上回る課税所得獲得の可能性が高いと判断し、当期末に繰延

税金資産167百万円及び同額の法人税等調整額を計上することといたしました。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

イラク問題、原油価格問題、北朝鮮問題等、我が国を取り巻く国際情勢及び外交環境の不安定さが長期化の様相を呈

している中、当期における我が国経済は、長期間に及ぶ低迷後の淘汰・選別が進み徐々に回復の兆しを見せだしている

ものの未だ不安定な状況を抜けきれずにいます。

　当業界におきましては、インターネット機器のデバイスの進化や多様化、やり取りされる情報の質の向上、個人情報

管理等の目的による情報管理方法の根本的な変質等の環境の変化による淘汰・選別の中、確実な技術とサービスを提供

する企業が着実にその地位を確立し力を蓄積しております。

　このような環境のなかで、当社は、業界の強い需要に対応したサービスを提供することによって市場の期待に応える

と共に、７月には大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に新規上場を果たし、更なる成長の

ための基盤強化を図ってまいりました。

　以上の結果、当期の売上高は3,530百万円（前期比49.1％増）、営業利益は596百万円（同296.8％増）、経常利益は

510百万円（同402.1％増）、当期純利益は655百万円（前期は当期純損失338百万円）となりました。

　サービス別の状況は次のとおりであります。

　ｉＤＣサービスにおきましては、販売力の向上及び大口顧客向けの第二データセンター第一期フロアのオープンによ

り、堅調な需要に対し確実なサービスの供給を達成することが出来ました。

　この結果、ｉＤＣサービスの売上高は2,647百万円となりました。

　マネージドサービスにおきましては、大口契約の満了により通期売上高の伸び幅は少なかったものの、サービスライ

ンナップの多様化を通して確実に翌期以降の拡大の準備を進めて参りました。

　この結果、マネージドサービスの売上高は510百万円となりました。

　ソリューションサービスにおきましては、当期より専門営業部隊を創設し営業力を強化したことにより、物販だけで

なくサービスインテグレーション、システムインテグレーション等のインテグレーション案件も堅調に拡大いたしまし

た。 

　この結果、ソリューションサービスの売上高は372百万円となりました。 

　なお、前期は連結財務諸表を作成していたため、対前期の比較は行っておりません。

(2）財政状態

①貸借対照表項目

当期末の総資産は、平成18年７月における大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」への上場

の際に行った公募増資、第二データセンター及び第三データセンター建設のための設備投資資金の調達等による現金及

び預金の増加、平成18年２月に運用を開始した第一データセンター第五期フロアに関する有形固定資産の増加等により、

8,105百万円（前期比95.7%増）となりました。

　負債の部は、平成18年８月にサービス提供を開始した第二データセンター及び平成18年11月にサービス提供開始予定

の第三データセンターに対する設備投資資金の調達等により、5,144百万円（前期比52.3%増）となりました。

　純資産の部は、平成18年７月の公募増資による資本金及び資本準備金の増加に加え、当期純利益の計上による利益剰

余金の増加もあり、2,960百万円（前期の資本の部と比較して288.2%増）となりました。

②キャッシュ・フロー計算書項目

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,076百万円となりました。

当期におけるキャッシュ・フローの状況は、次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により獲得した資金は、1,090百万円となりました。

これは主に、税引前当期純利益489百万円、減価償却費234百万円、第二データセンター及び第三データセンター

建設に関する未払金の増加額236百万円等の要因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）

投資活動により使用した資金は、1,737百万円となりました。

これは主に、データセンター増床のために有形固定資産を取得するために要した支出2,739百万円、前期末に計上

した第一データセンター第四期フロアに関するオペレーティングリース立替金の回収による収入1,144百万円等の要

因によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により獲得した資金は、2,192百万円となりました。
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これは主に、長期借入金の返済1,131百万円があったものの、データセンター増床のための借入金増加による収入

2,000百万円、平成18年２月に実施された新株引受権行使に伴う収入及び平成18年７月に大阪証券取引所ニッポン・

ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に株式を上場した際に実施した公募増資による収入1,524百万円等の要因によ

るものであります。

なお、当期より個別のキャッシュ・フロー計算書を作成しているため、対前期の比較は行っておりません。

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年７月期

自己資本比率（％） 36.5

時価ベースの自己資本比率（％） 189.3

債務償還年数（年） 3.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1,711.9

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

※ 営業キャッシュ・フローは、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。有利子負債は、貸借対照表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負債を対象とし

ております。また、利払いにつきましては、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。

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

(3）翌期の見通し

翌期の見通しにつきましては、強い需要に支えられた市場環境の下、ｉＤＣサービスについては平成18年８月の第二

データセンター及び平成18年11月の第三データセンターのオープン等によるサービス基盤の拡大を着実に進めると同時

に、マネージドサービスについては新規サービスの開発によるおけるサービスラインナップの充実、ソリューションサー

ビスについては100%子会社㈱ビットサーフの本格稼動によるアプリケーションをも含めたより幅広いインテグレーショ

ンサービス提供への取り組みを実施し、お客様のニーズに沿った『総合ＩＴアウトソーサー』の形に近づくための努力

を継続してまいります。

　(4) 事業等のリスク

当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。また、必ずし

も特に重要なリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは事業活動を理解する上で重要と考え

られる事項については、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

　当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生時の対応に努力する所存でありま

す。

　本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は平成18年９月14日時点において当社で想定さ

れる範囲で記載したものであり、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限定されるものではありません。

 

①当社の事業について

（ⅰ）インターネット市場・ブロードバンド市場の将来性について

日本におけるインターネット利用者人口は、平成16年末には7,948万人となり、人口普及率も62.3％を突破してお

り確実に増加しております。また、ブロードバンド通信サービスを利用している世帯も62.0％に達しており着実な成

長を示しております（平成17年度「情報通信白書」総務省）。

　しかしながら、インターネット市場やブロードバンド市場の歴史は浅く、技術革新による環境の著しい変化や長期

的な伸びの鈍化などが生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（ⅱ）ＩＴアウトソーシング市場について

国内ＩＴアウトソーシング市場は、企業の本業への経営資源の集中的配分の流れに伴い堅調に成長しており、2005

年に1兆7,863億円であった同市場の規模は年成長率7.0％で拡大し2010年には2兆4,092億円に達し、同年に5兆5,750

億円になると予想されている国内ＩＴサービス市場の約半分をアウトソーシングが占めることとなると予測（IDC 

Japan）されております。

　しかしながら、同市場は、未だに急激な技術革新などによりベースとなる技術が劇的に変化する可能性や新規サー

ビス出現の可能性が高いこと、また、ユーザーの期待とのギャップを埋めるためのＳＬＡの徹底や新たな法的規制へ

－ 6 －



の準拠が求められる可能性があり、当社が技術革新や顧客ニーズへの対応を怠った場合には、当社の競争力が低下す

る可能性があります。

（ⅲ）ｉＤＣサービスについて

a) 設備及びネットワークの安定性について

当社のインターネットデータセンターは、堅牢な倉庫ないし専用設計による建物をデータセンター化したものであ

り、耐震性やセキュリティには十分な配慮がなされているだけでなく、消火設備の設置、自家発電装置等を利用した

電源の二重化、回線の二重化、単一の機器ベンダーに依存しないネットワークの構築、設備及びネットワークの監視

など、24時間365日安定したサービスが提供できるように最大限の対応をしてまいりましたが、翌期に関しましても、

①品質管理部門の設置、②設備要員の24時間常駐化、③第三者による設備に関するチェック機能の強化等の施策を実

行することによって、さらなる安定運用のための体制強化を図っていく計画であります。

　しかしながら、万が一、当該地区で大規模な地震、火事などの自然災害があった場合、悪質なコンピュータウイル

スやハッカーからの攻撃を受けた場合、その他戦争、テロなどの予期せぬ重大な事象の発生により、当社の設備又は

ネットワークが利用出来なくなった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

b) 情報セキュリティ管理について

コロケーションサービスを中心とした当社のｉＤＣサービスは、顧客企業がインターネット上でコンテンツを配信

するためのサーバを預かるサービスが中心であり、対象はインフラ部分に限られており、当社がサーバ内のアプリ

ケーション部分に関与することは基本的にありません。また、インターネットデータセンター設備内においても、平

成15年11月に認証を取得したISMS/BS7799に従い監視カメラによる監視を行っているほか、顧客ごとに付与する専用

カードによって入退出を制限するなど、厳重なセキュリティ体制を構築しております。

　このほか、経済的損失に対応した保険契約の締結やＰマーク認定取得を前提とした個人情報保護法に対するポリ

シーや規程を制定するなど全社体制で顧客の情報の取り扱いについて最新の注意を払っております。

　しかしながら、以上のような当社の努力にも関わらず、外部からの不正アクセス等により情報の外部流失等が発生

した場合には、当社の社会的信用が失墜する可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

②関係会社に関する重要事項

（ⅰ）100%子会社㈱ビットサーフについて

当社は、平成18年２月に㈱ビットサーフを当社100％出資子会社として設立いたしました。同社は、翌期より、専

門部隊によるソリューションサービスの質の向上や現在まで当社が展開していないサービス領域へのサービス提供範

囲の拡大を企図して、稼動を開始する予定であります。

　当社は、同社が当期末現在において事業を開始していないため、当期に関する連結財務諸表を作成しておりません

が、事業を開始する翌期より連結対象会社として取り扱う方針であり、今後の同社の経営成績及び財政状態の推移に

よっては、将来の当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（ⅱ）寺田倉庫㈱との関係について

寺田倉庫㈱は、当期末現在、当社の発行済株式総数の27.4%を保有する当社の関係会社（その他の関係会社）であ

り、かつ、当社の筆頭株主であります。

　当社と同社を含む同社グループとの間におきましては、役員兼務関係として当社役員９名（うち監査役４名）のう

ちの取締役１名の兼務、及び、営業取引関係としてデータセンター建物の賃借及びデータセンター建設用地の賃借取

引等が継続しております。

　当社と同社グループとは、今後も良好な協力関係を継続していく予定ですが、同社グループの経営方針に変更等が

生じた場合、当社の事業運営に影響を及ぼす可能性があります。

 

③人材の確保について

当社が、今後も継続して成長していくためには、技術者を中心とした優秀な人材を確保し育成していくことが重要

であると考えており、積極的な採用活動を進めております。

　しかしながら、景気の回復や日本のインターネット市場の急速な拡大により、専門知識や技術をもつ人材が恒常的

に不足しております。

　当社といたしましては、積極的な事業展開により求職者にとって魅力的な企業となるべく最大限の努力をしてまい

りますが、必要な人材の確保及び育成が計画通りに進まない場合は、事業拡大の制約を受け、当社の事業及び業績に

影響を及ぼす可能性があります。

 

④法的規制について

当社は、電気通信事業者（旧一般第二種電気通信事業者）として、総務省に届出を行なっており、電気通信事業法

及び関連する省令等を遵守しております。現在のところ、これらの法律による規制の強化等が行われるという認識は
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ありませんが、今後、これらの法律及び省令が変更された場合や当社の事業展開を阻害する規制がなされた場合には、

当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　インターネットの普及に伴い、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法

律（プロバイダー責任法）」や「特定電子メールの送信の適正化に関する法律」が施行されるなど、インターネット

に関する法令整備が進んでおり、今後新たにインターネット関連業者を対象とした法的規制等が制定された場合、当

社の業務が一部制約を受け、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤その他

（ⅰ）配当政策について

当社は、株主に対する利益還元策を重要な経営課題の一つであると認識しており、財務体質の強化と将来の事業展

開のために内部留保を確保しつつ、配当していくことを基本方針と考えておりますが、当面は設備投資等の資金需要

に備え、財務体質の強化を図るために内部留保を優先させたいと考えております。　

（ⅱ）ストックオプションについて

当社は、役員及び従業員等に対し、経営参画意識及び企業価値向上への関心を高め、株主の利益を重視した業務展

開を図ることを目的として、ストックオプションを取締役・監査役８名と従業員等32名に付与しております。同ス

トックオプションの潜在株式数は1,780株であり、潜在株式数を含む株式総数31,754株の5.6％に相当しておりま

す。

　尚、同ストックオプションが行使されれば、株式が発行されるため、当社の１株当たりの株式価値は希薄化しま

す。

　また、当社は、役員及び従業員等の士気を高めると同時に優秀な人材を確保するために、今後もストックオプショ

ンの付与を行う可能性がありますが、この場合は、株式価値の希薄化をさらに招くおそれがあります。

（ⅲ）資金調達について

当社の事業計画においては、データセンタースペースの拡張投資、既存データセンターの更新投資、新規サービス

開発のための投資等を計画しております。

　当社は、平成18年７月に大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に上場を果たしたことに

より、従来の銀行借入やリース調達等による間接金融中心の資金調達のみならず、直接金融を含む多様な資金調達が

可能になり、今後は、財務バランスをより一層意識して資金調達手段を選択し、財務体質の強化をも合わせて実現を

図っていきたいと考えております。

　しかしながら、外部環境の変化等の要因によって事業計画の変更を余儀なくされるような場合には、設備投資計画

の変更に合わせて資金調達計画も変更する可能性があります。

（ⅳ）税務上の繰越損失について

当社は、設立初年度から税務上の繰越欠損金を有しており、当期まで住民税均等割のみの負担となっておりますが、

当社の利益計上が今後も継続した場合、現在存在する税務上の繰越欠損金が解消され住民税均等割を超える法人税等

が発生することになります。

　なお、当期末に繰延税金資産167百万円を計上したことより、翌期以降は通常の税率に基づく法人税、住民税及び

事業税が計上されることとなり、この税務上の繰越欠損金が将来の会計上の利益に及ぼす影響は排除されることとな

る計画であります。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
第６期事業年度

（平成17年７月31日）
第７期事業年度

（平成18年７月31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   530,315   2,076,261  1,545,945

２．売掛金   112,174   93,549  △18,625

３．商品   3,438   13,973  10,534

４．前払費用   42,660   65,029  22,369

５．繰延税金資産   －   154,339  154,339

６．未収入金   57,157   48,527  △8,630

７．オペレーティング
リース立替金

  1,144,383   －  △1,144,383

８．その他   334   499  164

貸倒引当金   △1,225   △2,137  △912

流動資産合計   1,889,239 45.6  2,450,041 30.2 560,801

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物 ※１ 2,153,500   4,099,836    

減価償却累計額  275,339 1,878,160  △417,636 3,682,200  1,804,039

２．機械及び装置  53,429   68,097    

減価償却累計額  20,533 32,896  △32,528 35,569  2,672

３．車両運搬具  3,660   3,660    

減価償却累計額  675 2,984  △1,776 1,883  △1,101

４．器具備品  311,869   546,818    

減価償却累計額  106,311 205,558  △163,814 383,003  177,444

５．建設仮勘定   6,165   1,298,244  1,292,079

有形固定資産合計   2,125,765 51.3  5,400,900 66.6 3,275,135
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第６期事業年度

（平成17年７月31日）
第７期事業年度

（平成18年７月31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）

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   24,872   26,978  2,105

２．その他   1,850   1,850  －

無形固定資産合計   26,723 0.7  28,829 0.4 2,105

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   －   35,000  35,000

２．関係会社株式   －   29,950  29,950

３．破産更生債権   －   3,779  3,779

４．長期前払費用   3,888   89  △3,799

５．繰延税金資産   －   12,719  12,719

６．差入保証金   95,108   147,542  52,433

　　貸倒引当金   －   △3,779  △3,779

投資その他の資産合
計

  98,997 2.4  225,301 2.8 126,303

固定資産合計   2,251,486 54.4  5,655,030 69.8 3,403,544

資産合計   4,140,725 100.0  8,105,072 100.0 3,964,346
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第６期事業年度

（平成17年７月31日）
第７期事業年度

（平成18年７月31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．短期借入金 ※１  731,466   2,636,120  1,904,653

２．未払金   175,891   1,181,229  1,005,338

３．未払費用   10,804   14,849  4,044

４．未払住民税等   7,542   9,709  2,166

５．前受金   106,247   198,674  92,427

６．預り金   6,896   6,243  △653

７．賞与引当金   7,604   12,224  4,620

８．その他   3,855   2,227  △1,627

流動負債合計   1,050,308 25.4  4,061,279 50.1 3,010,971

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  2,320,046   1,083,650  △1,236,396

２．長期未払金   7,823   －  △7,823

固定負債合計   2,327,870 56.2  1,083,650 13.4 △1,244,220

負債合計   3,378,178 81.6  5,144,929 63.5 1,766,750
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第６期事業年度

（平成17年７月31日）
第７期事業年度

（平成18年７月31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）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  1,066,687 25.7  － － △1,066,687

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  906,687   －    

資本剰余金合計   906,687 21.9  － － △906,687

Ⅲ　利益剰余金         

１．当期未処理損失  1,210,827   －    

利益剰余金合計   △1,210,827 △29.2  － － 1,210,827

資本合計   762,547 18.4  － － △762,547

負債・資本合計   4,140,725 100.0  － － △4,140,725

         

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本   

１．資本金  － － 1,836,946 22.7 1,836,946

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 772,007  

資本剰余金合計  － － 772,007 9.5 772,007

３．利益剰余金   

(1）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  － 351,189  

利益剰余金合計  － － 351,189 4.3 351,189

株主資本合計  － － 2,960,143 36.5 2,960,143

純資産合計  － － 2,960,143 36.5 2,960,143

負債・純資産合計  － － 8,105,072 100.0 8,105,072
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(2）損益計算書

  
第６期事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31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   2,368,330 100.0  3,530,839 100.0 1,162,508

Ⅱ　売上原価   1,740,499 73.5  2,456,845 69.6 716,345

売上総利益   627,831 26.5  1,073,993 30.4 446,162

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  477,387 20.1  477,062 13.5 △324

営業利益   150,443 6.4  596,931 16.9 446,487

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  193   0    

２．設備利用料  2,997   －    

３．事務委託料  6,600   －    

４．受取保険金等収入  －   8,746    

５．その他  994 10,785 0.4 919 9,666 0.3 △1,118

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  54,620   55,618    

２．新株発行費  －   17,972    

３．上場関連費用  －   22,707    

４．その他  4,982 59,602 2.5 16 96,314 2.7 36,712

経常利益   101,626 4.3  510,283 14.5 408,656

Ⅵ　特別損失         

１．固定資産処分損  ※２ －   20,652    

２．事業売却損  402,911   －    

３．障害対応損失  36,071 438,982 18.5 － 20,652 0.6 △418,330

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

  △337,356 △14.2  489,630 13.9 826,987

住民税及び事業税  1,360   1,360    

法人税等調整額  － 1,360 0.1 △167,059 △165,699 △4.7 △167,059

当期純利益又は当期純
損失（△）

  △338,716 △14.3  655,330 18.6 994,046

前期繰越損失   872,111   －   

当期未処理損失   1,210,827   －   
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売上原価明細書

  
第６期事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31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）

Ⅰ　商品原価         

１．期首商品たな卸高  798   3,438    

２．当期商品仕入高  211,963   202,485    

合計  212,761   205,923    

３．期末商品たな卸高  3,438 209,322 12.0 13,973 191,950 7.8 △17,372

Ⅱ　媒体費   134,866 7.7  － － △134,866

Ⅲ　製造原価         

１．材料費  11,706   －    

２．労務費  44,811   －    

３．外注費  6,112   －    

当期総製造費用  62,631   －    

期首仕掛品たな卸高  4,800   －    

合計  67,431   －    

期末仕掛品たな卸高  － 67,431 3.9 － － － △67,431

Ⅳ　労務費   71,098 4.1  97,532 4.0 26,434

Ⅴ　経費 ※１  1,257,779 72.3  2,167,361 88.2 909,582

当期売上原価   1,740,499 100.0  2,456,845 100.0 716,345

（注）

第６期事業年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

※１　主な内訳は以下のとおりであります。 ※１　主な内訳は以下のとおりであります。

地代家賃 190,590千円

施設電力費 141,588千円

賃借料 343,810千円

減価償却費 133,042千円

通信費 179,086千円

運用サービス費 103,119千円

地代家賃 335,539千円

施設電力費 410,967千円

賃借料 317,720千円

減価償却費 217,089千円

通信費 320,028千円

運用サービス費 124,691千円

業務委託費 129,617千円

外注費 141,925千円

２　原価計算の方法

　当社の原価計算は、実際原価計算による個別

原価計算であります。

２　　　　　　　　　－
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(3）損失処理計算書

  
第６期事業年度

（株主総会承認日
平成17年10月25日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失   1,210,827

Ⅱ　損失処理額    

１．資本準備金取崩額  906,687 906,687

Ⅲ　次期繰越損失   304,140

    

(4）株主資本等変動計算書

第７期事業年度（自平成17年８月１日　至平成18年７月31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

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成17年７月31日　残高

（千円）
1,066,687 906,687 906,687 △1,210,827 △1,210,827 762,547

当事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 770,259 772,007 772,007   1,542,266

当期純利益（千円）    655,330 655,330 655,330

資本準備金の取崩（千円）  △906,687 △906,687 906,687 906,687 －

当事業年度中の変動額合計

（千円）
770,259 △134,680 △134,680 1,562,017 1,562,017 2,197,596

平成18年７月31日　残高

（千円）
1,836,946 772,007 772,007 351,189 351,189 2,960,143
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(5）キャッシュ・フロー計算書

  
第７期事業年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益  489,630

新株発行費  17,972

固定資産処分損  20,652

減価償却費  234,225

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 4,692

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 4,620

受取利息  △0

支払利息  55,618

売上債権の増減額
（増加：△）

 18,625

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △10,534

未払金の増減額
（減少：△）

 236,063

前受金の増減額
（減少：△）

 92,427

その他  △8,261

小計  1,155,732

利息の受取額  0

利息の支払額  △63,711

法人税等の支払額  △1,360

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,090,611
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第７期事業年度

（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

区分
注記
番号

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  △2,739,163

投資有価証券の取得による支出  △64,950

差入保証金の増加による支出  △51,233

オペレーティングリース立替金の回
収による収入

 1,144,383

その他  △26,302

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,737,266

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  2,000,000

短期借入金の返済による支出  △200,000

長期借入金の返済による支出  △1,131,743

株式の発行による収入  1,524,294

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,192,550

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

 1,545,945

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  530,315

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,076,261

   

（注）第６期事業年度（自　平成16年８月１日　至　平成17年７月31日）については、連結キャッシュ・フロー計算書を

作成していたため、個別のキャッシュ・フロー計算書を作成しておりません。従って、当事業年度のキャッシュ・フ

ロー計算書のみを記載しております。
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重要な会計方針

項目
第６期事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

－ (1）その他有価証券

 時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(2）関係会社株式

 時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

  商品

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

   商品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　建物、データセンター部門の建物付属

設備については定額法、それ以外の有形

固定資産については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　　　　　　　　　　　38年

　建物付属設備　　　　　６～18年

(1）有形固定資産

同左

 

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　自社利用のソフトウェア　　５年

　市場販売目的ソフトウェア　３年

(2）無形固定資産

同左

　

 

４．繰延資産の処理方法 　－   新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 

 

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち当事業年度の負担

額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップ取引について、当該特例処理に

よっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左
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項目
第６期事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…金利スワップ

　ヘッジ対象…借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 

(3）ヘッジ方針

　当社所定の社内承認手続きを行った上

で、借入金利息の金利変動リスクを回避

する目的により金利スワップを利用して

おります。

(3）ヘッジ方針

同左

 

 

(4）ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理に

よっているため、有効性の評価を省略し

ております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左

８．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。

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計方針の変更

第６期事業年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

－  （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日）及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。

これによる損益に与える影響はありません。

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当事業年度より「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。

純資産の部の合計は、従来の資本の部の合計に相当す

る金額と同額であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

 

 （ストック・オプション等に関する会計基準）

当事業年度より「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及

び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成17年12月27

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。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第６期事業年度
（平成17年７月31日）

第７期事業年度
（平成18年７月31日）

※１　担保に供している資産及び担保を付している債務

(1）担保に供している資産

※１　担保に供している資産及び担保を付している債務

(1）担保に供している資産

建物 138,779千円 建物 355,319千円

(2）担保を付している債務 (2）担保を付している債務

短期借入金 48,666千円

長期借入金 288,046千円

短期借入金 27,720千円

長期借入金 169,150千円

※２　会社が発行する株式及び発行済株式の種類及び総数 ※２　　　　　　　　　　－

授権株式数 普通株式 80,000株

発行済株式数 普通株式 11,607株

 

３　偶発債務

　　連帯債務

　当社と以下の関係会社は、同一の契約に基づき金融

機関から借入を行っており、相互の借入に対し債務保

証を行っております。当該契約に基づき、当社が関係

会社の借入に対して負担している債務保証は以下の通

りであります。

３　　　　　　　　　　－

 

 

 

 

相手先 金額（千円） 内容

寺田倉庫㈱ 136,666 借入債務

　なお、当該契約に基づく当社借入額は貸借対照表の

長期借入金及び短期借入金に計上しております。 

 

４　資本の欠損の額

1,210,827千円

４　　　　　　　　　　－
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（損益計算書関係）

第６期事業年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は37.1％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は62.9％であ

ります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は37.2％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は62.8％であ

ります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 62,738千円

給与 137,494千円

地代家賃 53,682千円

減価償却費 13,182千円

広告宣伝費 42,021千円

業務委託費 23,985千円

営業権償却 28,458千円

賞与引当金繰入額 2,730千円

役員報酬 87,760千円

給与 167,166千円

福利厚生費 23,957千円

地代家賃 47,466千円

減価償却費 4,614千円

業務委託費 25,072千円

貸倒引当金繰入額 4,692千円

賞与引当金繰入額 5,066千円

 ※２　　　　　　　　　　－  ※２　固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

　　

建物 5,254千円

器具備品 3,722千円

ソフトウェア 11,676千円

（株主資本等変動計算書関係）

　第７期事業年度（自　平成17年８月1日　至　平成18年７月31日）

　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

  前期末株式数  当期増加株式数  当期減少株式数 当期末株式数 

発行済株式     

普通株式（注） 11,607 18,367 － 29,974

合計 11,607 18,367 － 29,974

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 （注）普通株式の当期増加株式数18,367株は、新株引受権の行使による新株発行2,130株、株式分割による増加13,737株

及び公募増資による新株発行2,500株によるものであります。

 

　２．新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

　３．配当に関する事項

　（１）配当金の支払

該当事項はありません。

 

　（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

 　　　　第６期事業年度（自平成16年８月１日　至平成17年７月31日）に係るキャッシュ・フロー計算書関係について

は、連結財務諸表における注記事項として記載しているため、個別財務諸表における注記事項は作成しておりま

せん。従って、第７期事業年度に係る注記事項のみを記載しております。

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成18年７月31日現在）

 （千円）

現金及び預金 2,076,261

 

現金及び現金同等物 2,076,261
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①　リース取引

第６期事業年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①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

 
器具備品
（千円）

合計
（千円）

取得価額相当額 997,825 997,825

減価償却累計額相当額 876,929 876,929

期末残高相当額 120,895 120,895

 
器具備品
（千円）

合計
（千円）

取得価額相当額 373,155 373,155

減価償却累計額相当額 105,447 105,447

期末残高相当額 267,707 267,707

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 82,368千円

１年超 45,263千円

合計 127,631千円

１年内 88,118千円

１年超 182,828千円

合計 270,947千円

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 306,700千円

減価償却費相当額 285,286千円

支払利息相当額 11,318千円

支払リース料 132,563千円

減価償却費相当額 123,065千円

支払利息相当額 7,508千円

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

 

⑤利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料  

１年内 57,128千円

１年超 198,528千円

合計 255,626千円

未経過リース料  

１年内 180,092千円

１年超 470,490千円

合計 650,583千円
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②　有価証券

  第６期事業年度（自平成16年8月１日　至平成17年７月31日）に係る有価証券については、連結財務諸表の注記

事項として記載しているため、個別財務諸表における注記事項は作成しておりません。従って、第７期事業年度

に係る注記事項のみを記載しております。

  時価評価されていない主な有価証券の内容

 

第７期事業年度
（平成18年７月31日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　子会社株式及び関連会社株式 29,950

　非上場株式 35,000

③　デリバティブ取引

  第６期事業年度（自平成16年8月１日　至平成17年７月31日）に係るデリバティブ取引については、連結財務諸

表の注記事項として記載しているため、個別財務諸表における注記事項は作成しておりません。従って、第７期

事業年度に係る注記事項のみを記載しております。  

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日

至　平成18年７月31日）

１．取引の状況に関する事項

①取引の内容

利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引であります。

②取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の金利変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。

③取引の利用目的

デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場

における金利上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しております。なお、デリバティブ取引を利

用してヘッジ会計を行っております。

（１）ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引

について、当該特例処理によっております。

（２）ヘッジ手段と対象

（ヘッジ手段）　（ヘッジ対象）

　金利スワップ　　借入金利息

④取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクは

ほとんどないものと認識しております。

⑤取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内規程に従い、管理

部長が決裁担当者の承認を得て行っております。

２．取引の時価等に関する事項

　金利スワップ取引について、いずれも特例処理を採用

しておりますので、記載対象から除いております。
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④　関連当事者との取引

　第６期事業年度（自平成16年8月１日　至平成17年７月31日）に係る関連当事者との取引については、連結財務諸

表の注記事項として記載しているため、個別財務諸表における注記事項は作成しておりません。従って、第７期事

業年度に係る注記事項のみを記載しております。

 

第７期事業年度（自平成17年8月１日　至平成18年７月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員
の兼
任等

事業上
の関係

その他

の関係

会社

寺田倉

庫㈱

東京都

品川区
120,000

倉庫業、ト

ランクルーム、

不動産賃貸

業

(被所有)

直接 27.4

兼任

１名

役務の

提供及

び受け

入れ

データセン

ター建物及び

用地の賃借

335,539
前払費用

未払金

36,816

27,296

データセン

ター電力費
410,967  未払金 53,127

保証金の差入 52,433  差入保証金 118,142

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高（差入保証金を除く）には消費税等が

含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

一般的取引条件と同様に決定しております。なお、データセンター建物及び用地の賃借取引の取引条件に

関しましては、通常の取引条件決定手続きに加え不動産鑑定士による調査報告書を参考にしております。

(2）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名

称
住所

資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

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

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

社を含

む）

ティー

・ワ

イ・エ

クスプ

レス㈱

東京都

品川区
20,000 飲食業 －

兼任

１名
－ 飲食代支払 3,606 未払金 737

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

一般的取引条件と同様に決定しております。
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⑤　税効果会計

第６期事業年度
（自　平成16年８月１日

至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31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

税務上の繰越欠損金 358,950千円

その他 15,576千円

繰延税金資産小計 374,527千円

評価性引当額 △374,527千円

差引 －

税務上の繰越欠損金 146,668千円

その他 21,642千円

繰延税金資産小計 168,311千円

評価性引当額 △1,251千円

差引 167,059千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）  

営業権償却否認 △26.25％

評価性引当額の増加 △12.74％

その他 △2.10％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
△0.40％

法定実効税率 40.69％

（調整）  

評価性引当額の減少 △30.38％

繰越欠損金 △43.36％

その他 △0.79％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
△33.84％

  

⑥　退職給付

　第６期事業年度（自　平成16年８月１日　至　平成17年７月31日）及び第７期事業年度（自　平成17年８月１

日　至　平成18年７月31日）においては、当社には退職金制度がありませんので、該当事項はありません。

 

⑦　持分法損益等

　第６期事業年度（自　平成16年８月１日　至　平成17年７月31日）においては、連結財務諸表を作成していたた

め、個別財務諸表において持分法損益等の注記事項は記載を省略しております。

　第７期事業年度（自　平成17年８月１日　至　平成18年７月31日）においては、平成18年３月に㈱ヨブが実施し

た第三者割当増資を引き受け同社の発行済株式総数の18.9%を取得し当社の関連会社といたしましたが、同社は設立

まもなく現時点で具体的な事業活動を展開していないため、当社の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を

誤らせない程度に重要性が乏しいものとして持分法損益等の注記事項の記載を省略しております。
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⑧　ストック・オプション等

 ストック・オプションの数につきましては、株式数に換算して記載しております。なお、平成18年４月７日付けで

株式１株につき２株の株式分割を行っているため、分割後の株式数及び権利行使価格を記載しております。

（１）ストック・オプションの内容  

平成16年５月18日
臨時株主総会決議

平成16年５月18日
臨時株主総会決議

平成17年３月９日
臨時株主総会決議

平成17年10月25日
定時株主総会決議

付与対象者の区分及び数

当社役員　　  11名

当社従業員  　６名

子会社従業員　５名　

当社従業員  　１名
当社役員　　  ４名

当社従業員  　31名
当社役員　　 １名

ストック・オプション数 普通株式　　980株 普通株式　　 20株 普通株式　1,000株 普通株式 　　60株

付与日 平成16年11月１日 平成16年11月24日 平成17年９月15日 平成17年12月20日

権利確定条件
 該当事項はありませ

ん。
同左 同左 同左

対象勤務期間
 該当事項はありませ

ん。
同左 同左 同左

権利行使期間
自平成18年５月19日

至平成26年５月18日

自平成18年５月19日

至平成26年５月18日

自平成19年３月10日

至平成27年３月９日

自平成19年10月26日

至平成27年10月25日

（２）ストック・オプションの規模及び変動状況

　　①ストック・オプションの数
 

平成16年５月18日
臨時株主総会決議

平成16年５月18日
臨時株主総会決議

平成17年３月９日
臨時株主総会決議

平成17年10月25日
定時株主総会決議

権利確定前　　（株）     

前事業年度末 － － － －

付与 － － 1,000 60

失効 － － － －

権利確定 － － 1,000 60

未確定残 － － － －

権利確定後　　（株）     

前事業年度末 760 20 － －

権利確定 － － 1,000 60

権利行使 － － － －

失効 60 － － －

未行使残 700 20 1,000 60

　　②単価情報  

平成16年５月18日
臨時株主総会決議

平成16年５月18日
臨時株主総会決議

平成17年３月９日
臨時株主総会決議

平成17年10月25日
定時株主総会決議

権利行使価格　　　　　　

（円）
100,000 100,000 250,000 250,000

行使時平均株価　　　　　

（円）
－ － － －

公正な評価単価（付与日）

（円）
－ － － －
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（１株当たり情報）

第６期事業年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１株当たり純資産額 65,697.16円

１株当たり当期純損失 32,877.44円

１株当たり純資産額 98,757.03円

１株当たり当期純利益 25,485.33円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
23,635.08円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

当期純損失が計上されているため記載しておりません。

 

　当社は、平成18年４月７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

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

 １株当たり純資産額 32,848.58円

１株当たり当期純損失 16,438.72円

　（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第６期事業年度

（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
（自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日）

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損

失
  

　当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △338,716 655,330

　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普通株式に係

る当期純損失（△）（千円）
△338,716 655,330

　期中平均株式数（株） 10,302 25,714

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） － 2,013

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まれなかった潜

在株式の概要

旧商法第341条ノ8の規定に基づく

新株引受権１種類（新株引受権の

目的となる株式の数2,134株）、

新株予約権１種類（新株予約権の

数500個）。

－
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（重要な後発事象）

第６期事業年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
(自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日)

１　新株予約権の発行

　平成17年３月９日開催の臨時株主総会決議に基づき、平

成17年８月24日開催の取締役会において、次の通りストッ

クオプションとして新株予約権を発行することを決議いた

しました。

 －

 

（１）発行日 平成17年９月15日

（２）新株予約権の数
500個（新株予約権１個に
つき当社普通株式１株）

（３）発行価額 無償

（４）権利行使時の１株
当たり払込金額

500,000円

（５）権利行使期間
平成19年３月10日から
平成27年３月９日まで

（６）割当を受ける者
当社の取締役　３名
当社の監査役　１名
当社の従業員　31名

 

 

２　新株予約権の発行

平成17年10月25日開催の定時株主総会決議に基づき、平

成17年12月20日開催の取締役会において、次の通りストッ

クオプションとして新株予約権を発行することを決議いた

しました。

 

（１）発行日 平成17年12月20日

（２）新株予約権の数
30個（新株予約権１個につ
き当社普通株式１株）

（３）発行価額 無償

（４）権利行使時の１株
当たり払込金額

500,000円

（５）権利行使期間
平成19年10月26日から
平成27年10月25日まで

（６）割当を受ける者 当社の取締役　１名

３　新株引受権の行使

平成18年１月20日、２月28日、３月２日及び３月27日付

で新株引受権（第１回無担保新株引受権付社債）の行使が

ありました。新株引受権の行使により発行した株式の概要

は次の通りです。

 

 

①発行株式の種類及び数

普通株式　2,130株

 

 

②発行した株式の発行価額

１株につき122,895円

 

 

③発行価額のうち資本へ組入れる額

１株につき61,448円

 

 

④発行総額

261,766千円

これに伴い、発行済株式の総数は13,737株となり、資

本金は1,197,571千円に資本準備金は132,632千円になり

ました。また、新株引受権付社債による新株引受権残高

はありません。
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第６期事業年度
（自　平成16年８月１日
至　平成17年７月31日）

第７期事業年度
(自　平成17年８月１日
至　平成18年７月31日)

４　子会社の設立

平成17年12月20日開催の取締役会において、当社が今後、

事業推進の過程において遭遇するビジネスチャンスに機動

的かつ戦略的に対応することを目的として子会社を設立す

ることを決議し、平成18年２月17日に子会社を設立いたし

ました。

子会社の概要は以下の通りです。

 －

 

 

①商号 株式会社ビットサーフ

②事業内容 運用ソリューション、システムイン
テグレーション、人材アウトソーシ
ング、コンサルティング

③設立年月日 平成18年２月17日

④所在地 東京都港区港南2-16-4

⑤代表者 代表取締役　天野信之

⑥資本金 10百万円（当社議決権比率100％）

⑦決算期 ７月31日

５　株式分割について

平成18年３月22日開催の取締役会において、次のように

株式分割を決議しております。

 

 

（1）分割の方法

平成18年４月７日の最終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す

る。

 

 

（2）分割により増加する株式の種類

普通株式

 

 

（3）分割により増加する株式数

13,737株

 

 

（4）株式分割の日

平成18年４月７日

 

 

（5）配当起算日

平成17年８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各期

における１株当たり情報

 

 

 

前事業年度

１株当たり純資産額　　 4,625.70円

１株当たり当期純損失　　 667.81円

 

 

 

当事業年度

１株当たり純資産額　　32,848.58円

１株当たり当期純損失　16,438.72円

 

 

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できません

ので記載しておりません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　当社は、生産に該当する事項がないため、生産実績に関する記載はしておりません。

(2）受注状況

　当社は、受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。

(3）販売実績

　当事業年度における販売実績を販売サービス別に示すと、次のとおりであります。

販売サービスの名称

第７期事業年度

（自　平成17年８月１日

  　至　平成18年７月31日）

金額（千円）

ｉＤＣサービス 2,647,673

マネージドサービス 510,891

ソリューションサービス 372,274

合計 3,530,839

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　 ２．第６期事業年度（自平成16年8月１日　至平成17年７月31日）に係る販売実績については、連結財務諸表を基

準として作成しているため、個別財務諸表を基準とした販売実績を記載しておりません。従って、第７期事業

年度に係る販売実績のみを記載しております。

　　　 ３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

第７期事業年度

（自　平成17年８月１日

　　至　平成18年７月31日）

金額（千円） 割合（％）

株式会社ブロードバンドタワー 798,079 22.6

 

６．役員の異動

(1)代表者の異動 　

　該当事項はありません。

(2)役員の異動 　

　該当事項はありません。
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