
 1

平成 19 年  ２ 月期    中間決算短信（連結）      平成 18 年 10 月 20 日 

上 場 会 社 名        株式会社ザイオン                    上場取引所 東京証券取引所（東証マザーズ） 
コ ー ド 番 号        2338                                  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.zion-net.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役             氏名 小林 仁幸 
問合せ先責任者 役職名 取締役ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 氏名 村山 雅経 TEL(03)5425－2477 
決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 20 日 
親会社の名称 セブンシーズホールディングス株式会社（コード番号：3750 ） 
親会社における当社の議決権所有比率  51.2％ 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１． 18 年８月中間期の連結業績(平成 18 年３月１日～平成 18 年８月 31 日) 
(1) 連結経営成績                                  （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

1,348    18.9
1,133   △53.4

130    70.2
76    20.6

127    59.2
80    42.9

18 年２月期 3,556       373      376      
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

73    83.0
40     ―

2,571  64
1,404  92

2,570  83
1,404  42

18 年２月期 233      8,182  51 8,174  50
(注)①持分法投資損益    18 年８月中間期 ―百万円   17年８月中間期 ―百万円   18年２月期  ―百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 18 年８月中間期 28,580 株   17 年８月中間期 28,580 株   18 年２月期 28,580 株 
    ③会計処理の方法の変更   無 
    ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)連結財政状態                                  （百万円未満切捨） 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

2,551   
2,397   

2,147  
1,866  

83.6  
77.8  

74,637  68
65,301  68

18 年２月期 2,915   2,061  70.7  72,123  24
(注)期末発行済株式数（連結）18 年８月中間期 28,580 株  17 年８月中間期 28,580 株  18 年２月期 28,580 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

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８月中間期 
17 年８月中間期 

131   
106   

△0  
55  

△0   
△5   

1,910  
1,556  

18 年２月期 328   55  △5   1,778  
(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  ２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)  ―社 (除外)  ―社    持分法 (新規)  ―社 (除外)  ―社 
 
２．19 年２月期の連結業績予想(平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日) 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 2,468   154   82   
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  2,869 円 14 銭 
 

※ 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後

さまざまな要因によって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 

 

当社グループは、当社（株式会社ザイオン）と連結子会社２社（株式会社 Xenlon、キャル株式会社）

により構成されており、親会社であるセブンシーズホールディングス株式会社、その子会社及び関連会

社 14 社とともにセブンシーズホールディングスグループの一員として事業を展開しております。当社

グループは、セブンシーズホールディングスグループにおける IT 事業軸を形成し、同グループの擁す

るメディアコンテンツ事業と積極的な協業を図っております。 

当社グループは、IT を活用したサービス企画、IT プラットフォームの企画・設計・開発を行う当社

と、モバイルコンテンツ提供を行う株式会社 Xenlon 及び業務支援関連システムの企画・開発業務を行

うキャル株式会社により構成され、顧客のバリューチェーン全てにおいて、新しい収益機会の創出を目

指しております。 

 
 

事業系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記事業系統図については、平成 18 年 10 月 20 日現在を記載しております。 
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２．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、“未来は、過去の成功の延長上には無く創造によってのみ存在する”を経営理念と

し、コンサルティング手法に創造力を組み合わせ、当社のコンセプトである「３Ｓ&５Ｅ」に基づいた

ソリューションを提供しています。「３Ｓ」とは、「スコープの特定」「ラージスケール・プロジェクト

への対応」「スピード実現」であり、「５Ｅ」とは、「理解、知識力」「実際に構築する能力」「経験」「期

待」「提案サポート力」であります。また、過去の事例や成功体験にとらわれないことをコンセプトと

しており、要求される技術やニーズは常にリセットされていくべきであるとの考え方から、組み合わせ

や発想の融合で新しいものを生み出すことを追求しています。 

当社グループは、未知のサービス、システムを創造し、世界を変えるような成果を生み出し続ける集

団であることを基本方針としております。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主の皆様に対しての利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けており、

長期的かつ総合的な株主利益の向上を図ることを利益配分に関する基本方針としております。当面は、

企業体質と経営基盤強化を優先課題と捉え内部留保に重点を置くこととしておりますが、早期の復配を

実現していくことで、株主の皆様の期待に応えていく方針です。 

 

（3）目標とする経営指標 

当社グループは、モバイル・インターネット業界の高収益企業を標榜しており、中期的に経営指標と

して売上総利益率 35％及び売上高経常利益率 15％以上を掲げております。 

当社グループといたしましては、安定した連結当期純利益の確保を当面の目標としており、グループ

間のシナジーを高め、顧客への高品質なサービス提供に努め、利益重視の安定的な成長を実現したいと

考えております。 

 

（4）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

インターネットと移動体通信の両分野は、ここ数年で急成長を遂げ、市場は緩やかな成熟へと向かう

大きな構造転換点にあるといえます。その一方で、Web ベースでの無料動画配信サービスや地上デジタ

ル放送「ワンセグ・サービス」などの相次ぐサービス導入を背景に、モバイル、インターネットと既存

メディアとの融合が一層加速しております。 

当社グループは、サービスを提供する通信事業各社の収益向上のために「量から質への変化」に対応

した新規ビジネスプランの策定や新サービスの実行計画の提案を行っていくと同時に、新たに移動体通

信業界への参入が予想される企業に対しても、新しいビジネスプランの策定や新サービスの実行計画の

提案を行い、これらの施策を通じて引き続きインターネットと移動体通信の分野に特化した事業展開を

行っていきます。 

 

今後につきましては、コンサルティング及びプロジェクトマネジメントの両輪によって、多様なアイ

ディアや専門知識、技術要素の融合を図りつつ、事業ドメインの拡大及び新たな IT サービスの創造に

よって、次なる事業成長を目指して参ります。 
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①事業ドメインの拡大 

IT 投資が企業の競争優位性を大きく左右する今日、顧客企業の IT サービスに対する要望は単なる

システム開発だけに留まらず、開発後の保守・運用、エンジニア派遣、更には CIO へのアドバイザリ

ーサービスや IT 関連部門のアウトソース、IT を活用した顧客価値の向上まで多岐に渡ります。当社

グループはこうした顧客の要望に幅広く対処するため、積極的な事業提携・資本提携によって体制強

化を続け、コンサルティング事業及びソフトウェア開発事業における提供メニューの拡大に努めて参

ります。 

 

②新たな IT サービスの創造 

Webベースでの無料動画配信サービスや地上デジタル放送「ワンセグ・サービス」などの相次ぐサービス

導入を背景に、モバイル、インターネットと既存メディアとの融合が一層加速しております。当社グループ

はこの機を捉え、グループ外の有力なパートナーとの協業を図りながら、新たな IT サービスの創造による

業界のパイオニアとしてのポジションの確立、収益基盤の多様化を進めて参ります。 

 

（5）親会社等に関する事項 

①親会社の商号等 

（平成 18 年 10 月 20 日現在） 

親会社等 親会社等の議決権所有割合（％）
親会社が発行する株券が上場
されている証券取引所等 

セブンシーズホールディングス（株） 51.2% 
株式会社東京証券取引所 

市場第二部 

 
 

②親会社の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等の関係 

セブンシーズホールディングス株式会社は当社の親会社であり、当社議決権の 51.2%を所有する筆

頭株主であります。当社とセブンシーズホールディングス株式会社との間では事業的な取引は行って

おりません。 

人的関係におきましては、グループ内の公平で透明性のある経営及び取締役の職務執行の監督を図

ることを目的として、セブンシーズホールディングス株式会社の取締役のうち２名が当社の取締役を

兼務しており、常にグループ全体の経営について助言を受けておりますが、当社グループの経営上の

重要事項につきましては当社の責任のもとに業務執行を図っております。 

当社とセブンシーズホールディングス株式会社との間には金銭の貸借や債務の保証・被保証の関係

はありません。 

以上のことから、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識しております。 

 

（6）関連当事者との関係に関する基本方針 

当社の親会社はセブンシーズホールディングス株式会社であり、当社議決権の 51.2％を保有しており

ます。セブンシーズホールディングスグループ各社と当社は、各社が持っている異なる市場に対し、そ

れぞれもつサービスを兼ね合わせて提供し、新たな収益事業の展開を図りたいと考えております。 
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３．経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油・原材料の価格高騰や長期金利の上昇等があったも

のの、雇用・所得環境の改善などによる個人消費の底堅い動きもあり、景気は概ね回復基調で推移しま

した。 

このような環境のもと、当社グループは「アーキテクト；ビジョンを生み出し、それを実現する熟練

者」をキーワードに、移動体通信・インターネット技術によるコンサルティング、ソフトウェア開発及

びシステム販売を実施して参りました。 

また、前期から引き続き行っております、大規模ブロードバンド映像配信システムの増強による追加

受注、及び運用・保守の実施や、「ブレード PC」（注）を利用して文書管理システムや業務支援システム

によって、セキュリティ強化を図ったソリューション開発を提供して参りました。 

子会社であります株式会社 Xenlon は、着うたコンテンツの提供など、モバイルコンテンツ事業者に

向けたライセンスビジネスへの取り組みが引き続き堅調に推移しております。また、子会社キャル株式

会社は官公庁向け積算アプリケーション・データの保守・運用サービスを主軸にエンジニア派遣事業等

が堅調に推移しております。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は 1,348 百万円（前年同期比 18.9％増）、経常利益は 127 百

万円（前年同期比 59.2％増）、中間純利益は 73 百万円（前年同期比 83.0％増）と大幅な増益となりま

した。 

 

（注）「ブレード PC」・・・PC を構成するための「CPU」「メモリー」「ハードディスク」など主要な部品を、一枚

のブレード（基盤）に集積し、サーバーにて管理するため、情報漏洩の防止やクライアントマシンの運用コスト低

減などに期待されています。 

 

事業区分別の売上高は、以下のとおりであります。 

 

【コンサルティング事業】 

当グループは、顧客企業の新規ビジネス立ち上げのための戦略的コンサルティングから新規サービス

企画、実験システムの構築・評価まで、顧客に対して従来に無い価値を創造・実現する総合的な支援を

行っております。当事業の中間連結売上高は 62 百万円、売上構成比は 4.6％となりました。 

 

【ソフトウェア開発事業】 

当社の特徴であります効率かつ高品質なサービス提供と、ダイナミックなリソースマネジメント、問

題解決のためのノウハウ展開を実践しシステムの機能向上、サービス付加等にかかるサービスの提供を

継続的に実施しております。この結果、当事業の中間連結売上高は 1,275 百万円、売上構成比は 94.6％

となりました。 

 

【システム販売事業】 

顧客企業が各種プロジェクトを推進する際に必要なシステム及びツールを販売・サポートを提供して

おります。当期は携帯電話向けインターネットサービスとして着うたや待受画面等のコンテンツ企画・
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ライセンシングビジネスの拡大に注力いたしました。この結果、着うたコンテンツのライセンス収入等

により、当事業の中間連結売上高は 10 百万円、売上構成比は 0.8％となりました。 

 

（2）財政状態 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末に比べ 353 百万円増加

し、1,910 百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、131 百万円の増加となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益 127 百万円、売上債権の減少額 116 百万円、たな卸資産の

減少額 359 百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額 387 百万円、法人税等の支払額 117 百

万円であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、0 百万円の減少となりました。

これは主に無形固定資産の取得によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは、0 百万円の減少となりました。

これは主に配当金の支払いによるものです。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 17 年８月中間期 平成 18 年２月期 平成 18 年８月中間期

自己資本比率（％） 77.8 70.7 83.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 406.5 219.6 207.2 

債務償還年数（年） 0.2 0.1 0.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 284.4 520.8 521.2 

（注）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 

株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

 

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。有利子負債は、連結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すべ

ての負債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）通期の見通し 

当社グループは、グループ各社の経営資源を結集し、各社サービスメニューの共同販売、各社顧客基

盤の相互活用により事業拡大、サービス品質向上に一層努めて参ります。 

また、下期及び来期に向けた取り組みとして、ドコモ携帯電話端末向け業務支援アプリケーションの

開発、通信事業者向け申請システムや工程管理等の業務支援システムの開発・運用など、各子会社との

連携したプロジェクト案件の獲得、人材・ノウハウの協業による原価率の抑制に努めて参ります。 

連結業績の見通しにつきましては、平成 18 年 9 月 22 日に開示いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」のとおり、売上高 2,468 百万円、経常利益 154 百万円、連結当期純利益 82 百万円を見込

んでおります。 

 

（4）事業等のリスク 

①競合関係等について 

当社は、プロジェクトごとに各分野での提携企業を、技術力やコストその他の要因によって選択し、

ビジネスパートナーとしておりますが、これらの企業のうち、同様の技術ノウハウをもった企業とは

競合関係になる可能性があります。 

また、今後において当社と同様なサービスを提供する企業が、新しい技術やビジネスモデル等を用

いて新規参入した場合、競争が激化する可能性があります。その結果、当社の収益性が低下し、当社

の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

②外部環境(携帯電話の普及及びマーケット動向)に関わるリスクについて 

当社は、今後ともインターネット、移動体通信の分野に特化した事業展開を行い、インターネット

を利用したサービスに関するシステム構築を引き続き収益の柱の一つにする方針であります。しかし

ながら市場は緩やかな成熟へと大きな構造転換点にあると考えられ、移動体通信の中核である携帯電

話市場が今後も拡大する保証はなく、当社の業績は携帯電話市場の動向に影響を受ける可能性があり

ます。また携帯電話サービスの今後の展開は、モバイルキャリア、移動体通信端末メーカーの方針に

よるものであり、当社が影響を及ぼせるものではありません。従って関連サービスの変更、当該事業

からの撤退、その他何らかの理由により当社の関連するサービスの市場規模が縮小した場合には、当

社の事業拡大や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③経営者への依存について 

当社の創業者であり代表取締役である小林仁幸は、当社の事業活動を牽引し、また、経営戦略の決

定をはじめ、全ての業務において重要な役割を果たしております。事業を継続的に発展させていく上

で小林仁幸の役割は大きいと当社は判断しております。今後の事業拡大に応じて、従業員の育成、積

極的な人員増強、内部管理体制の充実を図り、個人依存からの脱却をめざします。現時点で小林仁幸

が何らかの理由で退任するような事態となった場合、当社の事業戦略及び業績に支障が生じる可能性

があります。 

 

④知的財産権について 

当社は、特許権等の知的財産権侵害にかかる通知請求や訴えを起こされた事実はありません。しか

し、将来的に当社事業に関連した特許その他の知的財産権がインターネット関連事業にどのように適
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用されるかについて予想するのは困難であります。今後、当社関連事業に関する知的財産権（いわゆ

るビジネスモデル特許を含む。以下同じ）が第三者に成立した場合、または現在すでに当社関連技術

に関して当社が認識していない知的財産権が成立している場合、当該知的財産権の所有者より権利侵

害に係る訴えを起こされることにより、当該知的所有権が使えないことで業務遂行に大きな影響を及

ぼしたり、当社が損害賠償義務を負う可能性があります。 

 

⑤システムに不具合が発生した場合の影響について 

当社は、システムの開発に際し、プログラムの不都合であるバグを無くすことは重要な課題である

と認識しておりますが、ハードウェア環境やプラットフォームとの相性もあり、皆無にするのは一般

的には難しいと言われております。当社はバグの発生を防止するため多数のテストを実施するなどの

対策を講じ、システムの信頼性を高めることにより、顧客企業と良好な関係を築いていけるものと考

えております。 

しかしながら万一システムに不具合が生じた場合、当社は賠償責任を負う場合があり、またシステ

ムの信頼性に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥研究開発活動について 

当社が事業展開を図っておりますインターネット及び移動体通信などの IT 分野は、技術革新が急

速に変化する業界であり、IT 分野の一部については設備投資も装置産業などの業界と比較して軽微で

あると考えられることから、新規事業者の参入は比較的容易であり業界内における顧客獲得競争は激

しいものと認識しております。 

当社は、アーキテクト部員が日々の提案活動を通じて得られた情報の共有化をはじめ様々な標準化

団体への参加、当社独自のシステム・ツール等の開発等を通じて、通信市場における新たなビジネス・

技術・システムに対応すべく研究開発活動を行っております。 

しかしながら、技術革新への当社の対応が遅れた場合、あるいは想定していない新技術が出現し普

及した場合は、当社技術の陳腐化により、今後の事業活動に支障を与える可能性があります。 

 

⑦ビジネスパートナーの選定に関するリスクについて 

当社はビジネスパートナーの選定においては選定先のシステム開発能力、スケジュール管理能力、

開発担当者のスキル等を総合的に勘案することで、システム開発プロジェクト全体のスケジュール管

理、品質管理、コスト管理等のマネジメントに支障が生じないよう努めております。 

しかしながら、当社が受託するシステム開発に関して当社が希望するシステム開発能力や開発担当

者のスキル等を有する企業が存在するとは限りません。また、当社の要望に添う企業が存在しても、

ビジネスパートナーとなるとは限りません。更に当社が調査した上で選定したビジネスパートナーが

開発したシステムに修復が困難なバグ・エラーが発見された場合、または納期までにシステム開発が

間に合わない場合等が生じた際には、当社全体のプロジェクトマネジメントに支障をきたすおそれが

あります。 

これらのように何らかの理由により、希望するビジネスパートナーが選定できない場合またはビジ

ネスパートナーのシステム開発に問題が生じた場合には、当社の業績または当社のシステム開発に関

する信用に悪影響を及ぼすおそれがあります。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1)中間連結貸借対照表 

（単位：千円） 

前中間連結会計期間末
(平成17年８月31日現在)

当中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日現在) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年２月28日現在)科 目 

金額 
構成比 

(％) 
金額 

構成比 

(％) 
金額 

構成比

(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金 ※1 1,656,514 2,010,280  1,878,805

２ 売掛金 446,297 200,288  316,535

３ たな卸資産 70,927 87,259  447,019

４ 繰延税金資産 20,673 17,706  8,394

５ その他 9,438 31,654  37,673

貸倒引当金 △369 △267  △350

流動資産合計 2,203,481 91.9 2,346,921 92.0 2,688,076 92.2

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産 ※2 37,735 1.6 30,082 1.2 33,433 1.1

２ 無形固定資産  

(1) ソフトウェア 2,735 1,903  1,835

(2) 連結調整勘定 20,678 14,770  17,724

(3) その他 2,494 2,394  2,444

無形固定資産合計 25,908 1.1 19,067 0.7 22,004 0.8

３ 投資その他の資産  

(1) 繰延税金資産 46,558 45,095  45,415

(2) その他 156,580 182,958  199,584

貸倒引当金 △72,673 △72,673  △72,673

投資その他の資産合計 130,464 5.4 155,380 6.1 172,326 5.9

固定資産合計 194,108 8.1 204,531 8.0 227,764 7.8

資産合計 2,397,589 100.0 2,551,452 100.0 2,915,841 100.0
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（単位：千円） 

前中間連結会計期間末

(平成17年８月31日現在) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日現在) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年２月28日現在)

 
 

科 目 
 

金額 
構成比 

(％) 
金額 

構成比 

(％) 
金額 

構成比

(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  268,245 127,390  514,771

２ 短期借入金 ※1 40,000 40,000  40,000

３ 賞与引当金  39,514 29,428  9,959

４ その他  108,249 152,928  215,317

流動負債合計  456,009 19.0 349,747 13.7 780,048 26.7

Ⅱ 固定負債   

１ 繰延税金負債  4,221 3,302  5,418

２ 退職給付引当金  54,763 50,543  52,279

固定負債合計  58,985 2.5 53,845 2.1 57,698 2.0

負債合計  514,994 21.5 403,593 15.8 837,746 28.7

(少数株主持分)   

   少数株主持分  16,272 0.7 ― ― 16,812 0.6

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  983,800 41.0 ― ― 983,800 33.7

Ⅱ 資本剰余金  774,915 32.3 ― ― 774,915 26.6

Ⅲ 利益剰余金  159,260 6.6 ― ― 352,963 12.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金  2,246 0.1 ― ― 3,503 0.1

Ⅴ 自己株式  △53,900 △2.2 ― ― △53,900 △1.8

資本合計  1,866,321 77.8 ― ― 2,061,282 70.7

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 2,397,589 100.0 ― ― 2,915,841 100.0

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  ― ― 983,800 38.5 ― ―

２ 資本剰余金  ― ― 774,915 30.4 ― ―

３ 利益剰余金  ― ― 426,461 16.7 ― ―

４ 自己株式  ― ― △53,900 △2.1 ― ―

株主資本合計  ― ― 2,131,276 83.5 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  ― ― 1,868  ― ―

評価・換算差額等合計  ― ― 1,868 0.1 ― ―

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 14,714 0.6 ― ―

純資産合計  ― ― 2,147,858 84.2 ― ―

負債・純資産合計  ― ― 2,551,452 100.0 ― ―
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(2)中間連結損益計算書 

（単位：千円） 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日)

 

 

 

科 目 

 金額 
百分比 

(％) 
金額 

百分比 

(％) 
金額 

百分比

(％) 

Ⅰ 売上高  1,133,952 100.0 1,348,114 100.0 3,556,330 100.0

Ⅱ 売上原価  854,820 75.4 1,041,533 77.3 2,789,132 78.4

売上総利益  279,131 24.6 306,581 22.7 767,197 21.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 202,679 17.9 176,427 13.1 394,183 11.1

営業利益  76,452 6.7 130,153 9.6 373,014 10.5

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  121 142  180

２ 受取配当金  12 ―  12

３ その他  3,956 538  4,040

   営業外収益合計  4,091 0.4 681 0.1 4,234 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  337 297  639

２ 加算税等  ― 2,803  ―

３ その他  ― 30  8

   営業外費用合計  337 0.0 3,131 0.2 648 0.0

経常利益  80,206 7.1 127,704 9.5 376,599 10.6

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益  3,175 ―  3,175

２ 貸倒引当金戻入益  817 278  836

   特別利益合計  3,992 0.4 278 0.0 4,012 0.1

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※2 2,827 141  2,827

 ２ 子会社移転費用  13,776 ―  13,776

特別損失合計  16,604 1.5 141 0.0 16,604 0.5

税金等調整前中間(当期)純利益  67,595 6.0 127,841 9.5 364,007 10.2

法人税、住民税及び事業税  27,934 2.5 52,189 3.9 117,719 3.3

過年度法人税等  ― 12,455 0.9 ―

法人税等調整額  40 0.0 △9,292 △0.7 13,262 0.3

少数株主損失  532 △0.0 1,007 △0.1 830 △0.0

中間(当期)純利益  40,152 3.5 73,497 5.5 233,856 6.6
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(3)中間連結剰余金計算書 

（単位：千円） 

科目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

(自 平成17年３月１日 

 至 平成18年２月28日) 

 金額 金額 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  774,915  774,915

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残高 774,915  774,915

    

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  119,107  119,107

Ⅱ 利益剰余金増加高   

  １ 中間（当期）純利益 40,152 40,152 233,856 233,856

Ⅲ 利益剰余金中間期末(期末)残高 159,260  352,963

   

 

(4)中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年３月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

（単位：千円） 

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18年２月28日残高 983,800 774,915 352,963 △53,900 2,057,779

中間連結会計期間中の変動額  

中間純利益 73,497  73,497

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額） 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 ― ― 73,497 ― 73,497

平成18年８月31日残高 983,800 774,915 426,461 △53,900 2,131,276

 

（単位：千円） 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年２月28日残高 3,503 16,812 2,078,094

中間連結会計期間中の変動額  

中間純利益  73,497

株主資本以外の項目の中間連結会計
期間中の変動額（純額） 

△1,634 △2,097 △3,732

中間連結会計期間中の変動額合計 △1,634 △2,097 69,764

平成18年８月31日残高 1,868 14,714 2,147,858
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(5)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日

  至 平成17年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

  至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度の要約 

連結キャッシュ・フロー計算書

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日)
科目 

 金額 金額 金額 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー 
 

   

税金等調整前中間（当期）純利益 
 

67,595 127,841 364,007

減価償却費 
 

7,533 4,174 12,785

連結調整勘定償却額 
 

2,954 2,954 5,908

為替差損益(差益:△） 
 

△3,187 ― △3,187

貸倒引当金の増減額(減少:△) 
 

△812 △83 △831

退職給付引当金の増減額(減少:△) 
 

△2,935 △1,736 △5,419

受取利息及び受取配当金 
 

△134 △142 △193

支払利息 
 

337 297 639

子会社移転費用 
 

13,776 ― 13,776

投資有価証券売却益 
 

△3,175 ― △3,175

固定資産除却損 
 

2,827 141 2,827

売上債権の増減額(増加:△) 
 

△1,207 116,247 128,554

たな卸資産の増減額(増加:△) 
 

11,494 359,759 △364,597

仕入債務の増減額(減少:△) 
 

32,051 △387,380 278,577

その他 
 

△18,619 27,657 △98,769

小計  108,498 249,731 330,902

利息及び配当金の受取額  134 142 193

利息の支払額  △375 △253 △631

法人税等の支払額  △1,625 △117,670 △1,625

営業活動によるキャッシュ・フロー  106,632 131,950 328,839
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（単位：千円） 

 

 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日

  至 平成17年８月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

  至 平成18年８月31

日) 

前連結会計年度の要約

連結キャッシュ・フロー計算書

(自 平成17年３月１日

至 平成18年２月28日)
科目 

 金額 金額 金額 

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 
 

△5,536 ― △5,536

無形固定資産の取得による支出 
 

― △982 ―

投資有価証券の売却による収入 
 

26,586 ― 26,586

その他 
 

34,777 510 34,867

投資活動によるキャッシュ・フロー 
 

55,827 △472 55,917

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 
 

 

長期借入金の返済による支出 
 

△5,432 ― △5,432

配当金の支払額 
 

△0 △3 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 
 

△5,432 △3 △5,438

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額  3,187 ― 3,187

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額  160,215 131,474 382,506

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高  1,396,299 1,778,805 1,396,299

Ⅶ．現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
※1 1,556,514 1,910,280 1,778,805
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

株式会社Xenlon（旧会社名

株式会社ディーエス・イン

タラクティブ） 

キャル株式会社 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

株式会社Xenlon 

キャル株式会社 

 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

株式会社Xenlon（旧会社

名株式会社ディーエス・

インタラクティブ） 

キャル株式会社 

２ 持分法の適用に関する

事項 

非連結子会社及び関連会

社はありません。 

同 左 同 左 

３ 連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

連結子会社の事業年度等

に関する事項は以下のとお

りであります。 

株式会社Xenlon 

決算日 ２月末日 

当中間連結期間 

平成17年３月１日から 

平成17年８月31日 

キャル株式会社 

決算日 12月末日 

当中間連結期間 

平成17年１月１日から 

平成17年６月30日 

当中間連結財務諸表の作

成にあたり、キャル株式会社

については、同社の中間決算

日現在の財務諸表を使用し

ております。但し、中間連結

決算日までの期間に発生し

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。 

連結子会社の事業年度等

に関する事項は以下のとお

りであります。 

株式会社Xenlon 

決算日 ２月末日 

当中間連結期間 

平成18年３月１日から

平成18年８月31日 

キャル株式会社 

決算日 12月末日 

当中間連結期間 

平成18年１月１日から

平成18年６月30日 

同 左 

連結子会社の事業年度等

に関する事項は以下のとお

りであります。 

株式会社Xenlon 

決算日 ２月末日 

当連結期間 

平成17年３月１日から

平成18年２月28日 

キャル株式会社 

決算日 12月末日 

当連結期間 

平成17年１月１日から

平成17年12月31日 

キャル株式会社について

は、同社の決算日現在の財

務諸表を使用しておりま

す。但し、連結決算日まで

の期間に発生した重要な取

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 

(ｲ)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 

中間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、売却原価は移動平均

法により算定） 

(ｲ)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 

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

(ｲ)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 

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 

時価のないもの 

同 左 

 (2) たな卸資産 

①仕掛品 

個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

①仕掛品 

同 左 

(2) たな卸資産 

①仕掛品 

同 左 

 ②貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法

②貯蔵品 

同 左 

②貯蔵品 

同 左 
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 (ﾛ)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 

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定

額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物 

３～18年 

工具器具及び備品 

２～15年 

(ﾛ)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 

同 左 

(ﾛ)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 

同 左 

 (2) 無形固定資産 

定額法 

市場販売目的のソフトウ

ェアについては、見込販売有

効期間（３年）、自社利用目

的のソフトウェアについて

は、自社における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額

法 

(2) 無形固定資産 

定額法 

自社利用目的のソフトウ

ェアについては、自社におけ

る見込利用可能期間（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 

定額法 

市場販売目的のソフトウ

ェアについては、見込販売

有効期間（３年）、自社利用

目的のソフトウェアについ

ては、自社における見込利

用可能期間（５年）に基づ

く定額法 

(ﾊ)重要な引当金の計上基準

(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。 

(ﾊ)重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 

同 左 

 

(ﾊ)重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 

同 左 

 

(2) 賞与引当金 

一部の連結子会社は従業

員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込

み額に基づき当中間連結会

計期間末負担額を計上して

おります。 

(2) 賞与引当金 

同 左 

 

 

(2) 賞与引当金 

一部の連結子会社は従業

員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見

込み額に基づき当連結会計

年度負担額を計上しており

ます。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務の見込

額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生してい

ると認められる額を計上し

ております。 

(3) 退職給付引当金 

同 左 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見

込額に基づき、当連結会計

年度末において発生してい

ると認められる額を計上し

ております。 

 

(ﾆ)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。 

(ﾆ)重要なリース取引の処理

方法 

同 左 

 

(ﾆ)重要なリース取引の処理

方法 

同 左 
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 (ﾎ)その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる重

要な事項 

(1) 消費税等の処理方法 

税抜方式 

(ﾎ)その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる重

要な事項 

(1) 消費税等の処理方法

同 左 

(ﾎ)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 

(1) 消費税等の処理方法

同 左 

 (2) 税効果会計適用によ

る利益処分方式の諸準備金

の取扱い 

中間連結会計期間に係る

納付税額及び法人税等調整

額は、当期において予定して

いる利益処分による特別償

却準備金の取崩しを前提と

して、当中間連結会計期間に

係る金額を計算しておりま

す。 

(2)   ＿＿＿＿＿ 

 

(2)   ＿＿＿＿＿ 

 

５ 中間連結キャッシュ・

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 

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、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 

 

連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び

現金同等物）は、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。 
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中間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 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

＿＿＿＿＿ （固定資産の減損に係る会計基準）

当中間連結会計期間から「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。 

＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿ （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間から「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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は2,133,144千円であり

ます。 

＿＿＿＿＿ 

 

追加情報 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

実務対応報告第12号「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年２

月13日）が公表されたことに伴い、当

中間連結会計期間から同実務対応報

告に基づき、法人事業税の付加価値割

及び資本割3,933千円を販売費及び一

般管理費として計上しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

＿＿＿＿＿ 実務対応報告第12号「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年２

月13日）が公表されたことに伴い、当

連結会計年度から同実務対応報告に

基づき、法人事業税の付加価値割及び

資本割8,904千円を販売費及び一般管

理費として計上しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年８月31日現在) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日現在) 

前連結会計年度末 

(平成18年２月28日現在) 

※1 担保提供資産 

定期預金    100,000千円 

当座借越契約（極度額100,000

千円）を締結しておりますが、残

高はありません。 

※1 担保提供資産 

定期預金    100,000千円 

同 左 

 

※1 担保提供資産 

定期預金    100,000千円 

同 左 

 

※2 有形固定資産の減価償却累計額 

73,607千円  

※2 有形固定資産の減価償却累計額

79,862千円 

※2 有形固定資産の減価償却累計額

77,909千円 

 

(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28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。 

役員報酬 36,300千円

給与手当 54,105千円

連結調整勘定償却額 2,954千円

退職給付費用 1,132千円

賞与引当金繰入額 2,456千円

支払手数料 24,613千円
 

※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 32,350千円

給与手当 44,949千円

連結調整勘定償却額 2,954千円

退職給付費用 1,264千円

賞与引当金繰入額 2,731千円

支払手数料 19,767千円
 

※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 70,899千円

給与手当 109,032千円

連結調整勘定償却費 5,908千円

賞与引当金繰入額 2,888千円

退職給付費用 2,917千円

支払手数料 50,591千円
 

※2 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 2,365千円

工具器具及び備品 462千円
 

※2 固定資産除却損の内訳 

工具器具及び備品 141千円
 

※2 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 2,365千円

工具器具及び備品 462千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年３月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

１．発行済株式及び自己株式に関する事項 

  前連結会計年度末（株）  増加（株）  減少（株）  当中間連結会計期間末（株）

発行済株式 

  普通株式 28,825 ― ― 28,825

合計 28,825 ― ― 28,825

自己株式 

  普通株式 245 ― ― 245

合計 245 ― ― 245

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

 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
前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当中間連結

会計期間末 

当中間連結会

計期間末残高

（千円） 

平成 14 年５月 (注)2 普通株式 72 ― 50 22 ―

平成 15 年５月 (注)2 普通株式 5 ― ― 5 ―
提出会社 

（親会社） 
平成 17 年５月 普通株式 100 ― 18 82 ―

合計 ― ― ― ― ―

(注)1. 新株予約権の当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものです。 

  2. 権利行使の可能な新株予約権であります。 

 

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

※1 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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８月31日現在) 

現金及び預金勘定 1,656,514千円 

担保に供している 
定期預金 

△100,000千円 

現金及び現金同等物 1,556,514千円 
 

※1 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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18年８月31日現在)

現金及び預金勘定 2,010,280千円

担保に供している
定期預金 

△100,000千円

現金及び現金同等物 1,910,280千円
 

※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18年２月28日現在)

現金及び預金勘定 1,878,805千円

担保に供している 
定期預金 

△100,000千円

現金及び現金同等物 1,778,805千円
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(リース取引関係) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

内容の重要性が乏しく、契約１件当

たりの金額が少額なリース取引のた

め中間連結財務諸表規則第15条にお

いて準用する財務諸表等規則第８条

の６第６項の規定により記載を省略

しております。 

同 左 内容の重要性が乏しく、契約１件当

たりの金額が少額なリース取引のた

め連結財務諸表規則第15条の３にお

いて準用する財務諸表等規則第８条

の６第６項の規定により記載を省略

しております。 

 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末（平成17年８月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円） 

 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 6,305 13,368 7,063

合計 6,305 13,368 7,063

 

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円） 

 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 6,305 12,317 6,012

合計 6,305 12,317 6,012

 

前連結会計年度末（平成18年２月28日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円） 

 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

株式 6,305 16,859 10,554

合計 6,305 16,859 10,554

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間（自 平成17年３月１日  至 平成17年８月31日）、当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日  

至 平成18年８月31日）及び前連結会計年度（自 平成17年３月１日  至 平成18年２月28日）において、デリバティ

ブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日）において、ストック・オプションを付与して

おりませんので、該当事項はありません。 
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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 

前中間連結会計期間（自 平成 17 年３月１日  至 平成 17 年８月 31 日） 

（単位：千円） 

 コンサルティ

ング事業 

ソフトウェア

開発事業 

システム 

販売事業 
計 

消去又は 

全社 
 連結 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 123,328 992,451 18,172 1,133,952 ― 1,133,952

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 26,391 ― 26,391 (26,391) ―

  計 123,328 1,018,843 18,172 1,160,344 (26,391) 1,133,952

営業費用 90,694 889,342 15,905 995,941 61,558 1,057,500

営業利益（又は営業損失） 32,633 129,501 2,267 164,402 (87,950) 76,452

(注)1. 事業区分の方法 

事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

 

2. 各事業区分の主要な役務提供内容 

事業区分 主要サービス 

コンサルティング事業 コンサルティング、調査 

ソフトウェア開発事業 システムインテグレーション・サービス、受託ソフトウェア開発 

システム販売事業 ソフトウェアプロダクト販売 

 

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 

 前中間連結会計期間（千円） 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
92,550 当社の管理部門に係る費用 
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当中間連結会計期間（自 平成 18 年３月１日  至 平成 18 年８月 31 日） 

（単位：千円） 

 コンサルティ

ング事業 

ソフトウェア

開発事業 

システム 

販売事業 
計 

消去又は 

全社 
 連結 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 62,456 1,275,331 10,326 1,348,114 ― 1,348,114

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 51,327 ― 51,327 (51,327) ―

  計 62,456 1,326,659 10,326 1,399,442 (51,327) 1,348,114

営業費用 51,896 1,138,572 6,398 1,196,867 21,093 1,217,960

営業利益（又は営業損失） 10,559 188,087 3,928 202,575 (72,421) 130,153

(注)1. 事業区分の方法 

事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

 

2. 各事業区分の主要な役務提供内容 

事業区分 主要サービス 

コンサルティング事業 コンサルティング、調査 

ソフトウェア開発事業 システムインテグレーション・サービス、受託ソフトウェア開発 

システム販売事業 ソフトウェアプロダクト販売 

 

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 

 当中間連結会計期間（千円） 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
77,521 当社の管理部門に係る費用 
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前連結会計年度（自 平成 17 年３月１日  至 平成 18 年２月 28 日） 

（単位：千円） 

 コンサルティ

ング事業 

ソフトウェア

開発事業 

システム 

販売事業 
計 

消去又は 

全社 
 連結 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 237,703 3,286,178 32,448 3,556,330 ― 3,556,330

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― 115,056 ― 115,056 (115,056) ―

  計 237,703 3,401,234 32,448 3,671,387 (115,056) 3,556,330

営業費用 185,869 2,917,651 25,598 3,129,120 54,196 3,183,316

営業利益（又は営業損失） 51,834 483,582 6,849 542,267 (169,252) 373,014

(注)1. 事業区分の方法 

事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

 

2. 各事業区分の主要な役務提供内容 

事業区分 主要サービス 

コンサルティング事業 コンサルティング、調査 

ソフトウェア開発事業 システムインテグレーション・サービス、受託ソフトウェア開発 

システム販売事業 ソフトウェアプロダクト販売 

 

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 

 前連結会計年度（千円） 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
179,252 当社の管理部門に係る費用 
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２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年３月１日  至 平成17年８月31日）、当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日  

至 平成18年８月31日）及び前連結会計年度（自 平成17年３月１日  至 平成18年２月28日）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。 

 

３．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成17年３月１日  至 平成17年８月31日）、当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日  

至 平成18年８月31日）及び前連結会計年度（自 平成17年３月１日  至 平成18年２月28日）において、海外売上高

がないため該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
 至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 

65,301 円 68 銭 

１株当たり純資産額 

74,637 円 68 銭

１株当たり純資産額 

72,123 円 24 銭

１株当たり中間純利益 

1,409 円 92 銭 

１株当たり中間純利益 

2,571 円 64 銭

１株当たり当期純利益  

8,182 円 51 銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

1,404 円 42 銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

2,570 円 83 銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

8,174 円 50 銭

(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

1. １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間末
(平成17年８月31日現在) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年８月31日現在) 

前連結会計年度末 
(平成18年２月28日現在) 

純資産の部の合計額（千円） ― 2,147,858 ― 

純資産の部の合計額から控除

する金額(千円) 
― 14,714 ― 

（うち少数株主持分） (―) (14,714) (―)

普通株式に係る中間期末（期

末）の純資産額(千円) 
― 2,133,144 ― 

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数(株) 
― 28,580 ― 

 

2. １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 

 至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

中間（当期）純利益(千円) 40,152 73,497 233,856 

普通株主に帰属しない金額 

(千円) 
― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純

利益(千円) 
40,152 73,497 233,856 

期中平均株式数(株) 28,580 28,580 28,580 

普通株式増加数(株) 10 9 28 

（うち新株予約権） (10) (9) (28)

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新株

予約権の数 72 個）。 

新株予約権１種類（新株

予約権の数 22 個）。 

――――― 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

 


