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１　18年７月中間期の業績（平成18年２月１日～平成18年７月31日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年７月中間期 383 (△79.2) 217 (298.4) 217 (351.8)

17年７月中間期 1,843 (241.7) 54 (203.5) 48 (130.3)

18年１月期 3,459 188 148

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年７月中間期 △1,083 ( － ) △40,281 98

17年７月中間期 47 (52.3) 9,938 44

18年１月期 105 4,165 58

（注）１　期中平均株式数 平成18年７月中間期 26,910株 平成17年７月中間期 4,751株 平成18年１月期 25,323株

　　　２　平成18年１月19日付をもって、普通株式１株を５株に分割しておりますが、平成18年１月期の期中平均株式数及び１株当たり当期純

　　　　　利益は当該株式分割が当期首に行われたとみなして計算しております。

３　会計処理の方法の変更 無

４　売上高、営業利益、経常利益、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）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７月中間期 2,556 1,342 52.5 49,875 61

17年７月中間期 2,856 2,351 82.3 440,633 39

18年１月期 3,513 2,426 69.1 90,183 50

（注）期末発行済株式数 平成18年７月中間期 26,910株 平成17年７月中間期 5,337株 平成18年１月期 26,910株

 ２　業績予想

　当社はまだ売上規模が小さく売上高ならびに費用に関して短期的な変動要素が多く、定数を申し上げることがかえっ

て皆様の判断を誤らせる原因となる可能性が高いと考え、四半期ごとに決算実績および事業の概況を開示することに

つとめ、業績予想につきましては開示を控えさせていただいております。

 ３　配当状況
 

 現金配当 １株当たり配当金（円）

 中間期末 期末 年間

18年１月期 － － －

18年７月期（実績） － －
－

19年１月期 (予想） － －
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５．中間財務諸表等
中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   1,514,760   900,245   1,989,574  

２　売掛金   1,108,695   1,165,320   1,080,557  

３　たな卸資産   4,351   17,578   16,711  

４　その他   5,740   12,475   9,566  

貸倒引当金   △9,649   △8,099   △7,543  

流動資産合計   2,623,897 91.9  2,087,521 81.6  3,088,864 87.9

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物 ※１ －   1,948   2,232   

(2）工具器具備品 ※１ 7,648 7,648  2,926 4,874  3,608 5,840  

２　無形固定資産           

(1）ソフトウエア  96,723   60,591   99,313   

(2）その他  3,126 99,849  2,812 63,404  3,013 102,327  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  4,235   252,524   177,678   

(2）関係会社株式  39,752   39,752   39,752   

(3）保険積立金  68,740   82,227   82,227   

(4) 長期未収入金  －   1,189,594   －   

(5）その他  15,663   26,618   22,970   

貸倒引当金  △3,207 125,184  △1,189,657 401,060  △6,183 316,444  

固定資産合計   232,681 8.1  469,338 18.4  424,612 12.1

資産合計   2,856,579 100.0  2,556,859 100.0  3,513,477 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金   470,815   1,080,453   1,032,488  

２　未払法人税等   4,260   87,056   20,201  

３　その他   27,632   46,473   32,670  

流動負債合計   502,709 17.6  1,213,984 47.5  1,085,360 30.9

Ⅱ　固定負債           

１　繰延税金負債   2,209   723   1,278  

固定負債合計   2,209 0.1  723 0.0  1,278 0.0

負債合計   504,918 17.7  1,214,707 47.5  1,086,639 30.9

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,110,686 38.9  － －  1,119,605 31.9

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  1,339,686   －   1,348,605   

資本剰余金合計   1,339,686 46.9  － －  1,348,605 38.4

Ⅲ　利益剰余金           

１　任意積立金  2,370   －   2,370   

２　中間（当期）未処理損
失

 102,382   －   44,118   

利益剰余金合計   △100,012 △3.5  － －  △41,748 △1.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  1,300 0.0  － －  375 0.0

資本合計   2,351,660 82.3  － －  2,426,837 69.1

負債・資本合計   2,856,579 100.0  － －  3,513,477 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１ 資本金   － －  1,119,605 43.8  － －

２ 資本剰余金           

　（1）資本準備金  －   1,348,605   －   

　資本剰余金合計   － －  1,348,605 52.7  － －

３ 利益剰余金           

  （1)その他利益剰余金           

 　   特別償却準備金  －   1,495   －   

 　   繰越利益剰余金  －   △1,127,232   －   

  利益剰余金合計   － －  △1,125,736 △44.0  － －

株主資本合計   － －  1,342,474 52.5  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  △321 △0.0  － －

評価・換算差額等合計   － －  △321 △0.0  － －

純資産合計   － －  1,342,152 52.5  － －

負債純資産合計   － －  2,556,859 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,843,831 100.0  383,300 100.0  3,459,180 100.0

Ⅱ　売上原価   1,709,229 92.7  77,184 20.1  3,098,617 89.6

売上総利益   134,601 7.3  306,115 79.9  360,562 10.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  80,003 4.3  88,615 23.2  172,210 5.0

営業利益   54,598 3.0  217,499 56.7  188,351 5.4

Ⅳ　営業外収益   314 0.0  451 0.1  682 0.1

Ⅴ　営業外費用   6,768 0.4  413 0.0  40,211 1.2

経常利益   48,144 2.6  217,538 56.8  148,821 4.3

Ⅵ　特別損失 ※２  － －  1,219,498 318.2  30,264 0.9

税引前中間(当期)
純利益又は税引前中
間純損失（△）

  48,144 2.6  △1,001,960 △261.4  118,557 3.4

法人税,住民税及び
事業税

※３ 1,220   82,326   13,667   

法人税等調整額 ※３ △298 921 0.0 △298 82,027 21.4 △597 13,070 0.4

中間(当期)純利益
又は中間純損失
（△）

  47,223 2.6  △1,083,987 △282.8  105,487 3.0

前期繰越損失   149,606   －   149,606  

中間(当期)未処理
損失 

  102,382   －   44,118  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年２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

合計特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

　平成18年１月31日残高（千円） 1,119,605 1,348,605 1,348,605 2,370 △44,118 △41,748 2,426,462

　中間会計期間中の変動額        

特別償却準備金の取崩 － － － △874 874 － －

中間純損失 － － － － △1,083,987 △1,083,987 △1,083,987

株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額（純額）

－ － － － － － －

　中間会計期間中の変動額合計
　(千円）　　　
 

－ － － △874 △1,083,113 △1,083,987 △1,083,987

　平成18年７月31日残高（千円） 1,119,605 1,348,605 1,348,605 1,495 △1,127,232 △1,125,736 1,342,474

 
評価・換算差額等

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18年１月31日残高（千円） 375 375 2,426,837

　中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩 － － －

中間純損失 － － △1,083,987

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（純額）

△697 △697 △697

　中間会計期間中の変動額合計（千
円）

△697 △697 △1,084,685

　平成18年７月31日残高（千円） △321 △321 1,342,152

－ 6 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

　中間会計期間末日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

　中間会計期間末日の市場価格

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）

その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

 

同左

(2）たな卸資産

 

同左

 仕掛品

　個別法による原価法

 

 

 

 

 原材料

　移動平均法による原価法

 

 

 

 

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　定額法

　なお、自社利用のソフトウエア

については社内における利用可能

期間（５年間）に基づく定額法を

採用し、販売用ソフトウエアにつ

いては、見込販売数量に基づく償

却額と見込有効期間（３年間）に

基づく均等配分額とのいずれか大

きい額によっております。

(2）無形固定資産

　定額法

同左

(2）無形固定資産

　定額法

同左

 (3）長期前払費用

　定額法

―――――

 

(3）長期前払費用

同左

３　繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　新株発行費は支出時に全額費用

として処理しております。

(1）新株発行費

　　　　　同左

(1）新株発行費

定額法

４　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

倒実績率等により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個別に

回収不能見込額を計上しておりま

す。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

５　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

６　その他（中間）財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」として表示しております。

消費税等の会計処理

　同左

　

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

－ 7 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）
　当中間会計期間より「固定資産の減
損に係る会計基準」（「固定資産の減
損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会　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）を適用していま
す。　
　これによる損益に与える影響はあり
ません。　　　　　

―――――

――――― （ストック・オプション等に関する会
計基準等）
　当中間会計期間から「ストック・オ
プション等に関する会計基準」（企業
会計基準委員会　最終改正　平成18年
５月31日　企業会計基準第８号）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」（企業会計基準委
員会　平成17年12月27日　企業会計基
準適用指針第11号）を適用しておりま
す。
　これによる損益に与える影響は
ありません。

―――――

―――――  （貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等）
　当中間会計期間より、「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基準
（企業会計基準委員会　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。従来の資本の部の合計に相当
する金額は、1,342,152千円でありま
す。
　なお、中間財務諸表等規則の改正に
より、当中間会計期間における中間貸
借対照表の純資産の部については、改
正後の中間財務諸表等規則により作成
しております。

―――――

   

－ 8 －



追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

（法人事業税における外形標準課税部分

の中間損益計算書上の表示方法）

「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３月31

日に公布され、平成16年４月１日以後に

開始する会計年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当中間会計期

間から「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」(平成16年２月13日　

企業会計基準委員会　実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管理

費に計上しております。この結果、販売

費及び一般管理費が3,041千円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前中

間純利益が、3,041千円減少しておりま

す。 

―――――

 

（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方法）

「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３月31

日に公布され、平成16年４月１日以後に

開始する会計年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当会計年度か

ら「法人事業税における外形標準課税部

分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日　企業

会計基準委員会　実務対応報告第12号)

に従い法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。この結果、販売費及

び一般管理費が6,538千円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益が、6,538千円減少しております。

――――― （売上高の表示方法）  

　他社アプリケーションに再販ライセ

ンスを組合せて販売している売上高に

ついては、「ソフトウェア取引の収益

の会計処理に関する実務上の取扱い」

（平成18年3月30日　企業会計基準委

員会　実務対応報告第17号）における

収益の総額表示についての会計上の考

え方に基づき、従来総額表示としてい

た売上を当中間会計期間より純額表示

にて計上しています。従来の方法に比

べ、売上高、売上原価はそれぞれ

1,252,000千円減少しましたが、売上

総損益に与える影響はありません。

―――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）
前事業年度末

（平成18年１月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 27,913千円 9,057千円 8,405千円

（中間損益計算書関係）

 項目
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間 
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度 
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※１　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費

※２　営業外収益のうち重要なもの

 　　 業務支援料収入

 　　 受取利息

 

　　　　　　 

 ―

 　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　300千円

 　　　　　　　　　　1千円

 

 　　　

　　　―　　　 

 

 　　　　　　　　　300千円

 　　　　　　　　　137千円

 

 　　　　　　

　　　　　　　  5,203千円

 

 　　　　　　　　 600千円

                    5千円

 ※３　営業外費用のうち重要なもの

　　　 新株発行費

 ※４　特別損失の内訳

 　　　貸倒引当金繰入額

 　　　固定資産除却損

 　５　減価償却実施額　

 　　　有形固定資産

 　　　無形固定資産

※６　税効果会計

　

　　　　　　

　　　　　　　　6,593千円

　

 ―

 ―

 

 1,453千円

 20,453千円

　 中間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

備金の積立て及び取崩しを

前提として、当中間会計期

間に係る金額を計算してお

ります。

 

 

　　　　　　　 350千円

 

　　　　　1,189,594千円 

 29,904千円 

 

   923千円

 14,826千円 

同左

 

　　　　　　 39,654千円

 

― 

　　　　　　　30,264千円 

 

  3,071千円

 44,919千円

―

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 該当事項はありません。
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①　リース取引関係

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

（借主側） （借主側） （借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

(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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具備品 5,588 1,397 4,191

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具備品 5,588 2,515 3,073

 
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）

工具器具備品 5,588 1,956 3,632

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,075千円

１年超 3,241千円

合計 4,316千円

１年以内 1,128千円

１年超 2,113千円

合計 3,241千円

１年以内 1,101千円

１年超 2,684千円

合計 3,785千円

(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

(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 631千円

減価償却費相当額 558千円

支払利息相当額 113千円

支払リース料 631千円

減価償却費相当額 558千円

支払利息相当額 87千円

支払リース料 1,262千円

減価償却費相当額 1,117千円

支払利息相当額 213千円

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

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）減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左

②　有価証券関係

　前中間会計期間末（平成17年７月31日現在）及び当中間会計期間末（平成18年７月31日現在）並びに前事業年

度末（平成18年１月31日現在）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

―――――  ――――― 新株予約権の発行（ストックオプショ

ン）

　当社は平成17年４月26日開催の第９

期定時株主総会で決議した商法第280

条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ

くストックオプションとしての新株予

約権の発行にかかる授権に基づき、平

成18年３月24日開催の取締役会におい

て当該新株予約権の発行を決議しまし

た。

　詳細は次のとおりであります。

  新株予約権の目的
である株式の種類
および数

当社普通株式350株
（新株予約権１個につ
き１株）

発行する新株予約
権の総数

350個

新株予約権の発行
価額

無償

新株予約権の発行
日

平成18年３月24日

新株予約権の行使
により発行する株
式の発行価額

株式１株当たり
326,000円

資本組入額 １株につき163,000円

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

114,100,000円

付与対象者
当社取締役
３名　112個

当社監査役
２名　 20個

当社従業員
24名　218個

権利行使期間
平成19年８月１日から
平成22年７月31日まで
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