
平成19年１月期 中間決算短信（連結） 平成18年10月24日

上場会社名 株式会社デジタルデザイン 上場取引所 大証ニッポン・ニュー・マーケット

   ヘラクレス

コード番号 4764 本社所在都道府県　　大阪府

（URL　http://www.d-d.co.jp）

代表者 役職名　代表取締役社長　　　　氏名　寺井　和彦

問合せ先責任者 役職名　経営管理グループ長　　氏名　佐藤　真由美　　　　 ＴＥＬ (06)6363-2322

中間決算取締役会開催日    平成18年10月24日

米国会計基準採用の有無　　無

１　18年７月中間期の連結業績（平成18年２月１日～平成18年７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７月中間期 383 (△79.2) 217 (298.7) 217 (354.5)

17年７月中間期 1,843 (241.7) 54 (204.6) 47 (132.0)

18年１月期 3,459 188 147

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７月中間期 △1,084 （ － ) △40,305 15 －  

17年７月中間期 46 (52.8) 9,835 42 9,706 73

18年１月期 104 4,122 83 4,084 33

（注）①持分法投資損益  18年７月中間期　    －百万円　 17年７月中間期　    －百万円　 18年１月期　       －百万円

②期中平均株式数（連結）  18年７月中間期 26,910株 17年７月中間期 4,751株 18年１月期 25,323株

③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、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。

④会計処理の方法の変更 有

⑤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

⑥18年7月中間期の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

(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７月中間期 2,552 1,337 52.4 49,718 49

17年７月中間期 2,853 2,348 82.3 440,069 11

18年１月期 3,510 2,423 69.0 90,049 55

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

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
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月中間期 △997 △92 － 935

17年７月中間期 △82 △43 1,398 1,550

18年１月期 659 △297 1,385 2,025

(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 1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　連結業績予想

　　連結業績予想につきましては、当企業集団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。
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１．企業集団の状況
　当企業集団は、株式会社デジタルデザイン及び連結子会社である株式会社アクアリウムコンピューター（ハードウエ

アの設計、製造活動は中止しております。）により構成され、ネットワークを流れるデータ通信を制御するソフトウエ

アを軸にシステムソリューションを提供しております。

会社名
（設立年月日）

資本金
（千円）

事業内容
議決権等の被所有割合

（平成18年７月31日現在）
備考

株式会社アクアリウム

コンピューター

（平成11年７月23日）

60,000
ハードウエアの

設計、製造

直接（％） 間接（％） 当社代表取締役寺井和彦が

代表取締役を兼任

当社取締役熊倉次郎が取締

役を兼任
100.00 ‐

製品の企画、開発及び販売の流れ

　製品の企画、開発及び販売について事業系統図によって示すと以下の通りであります。

 

知 的 資 産 
（オリジナルソフトウエアを含む技術資産） 

顧  客 

再販ライセンス事業 ソリューション事業 

システム 
インテグレーター 

ソフトウェア 
ベンダー 
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当企業集団は、「新しい価値の創造を通じ挑戦し続けることにより、活発で活性化された組織で、周囲に活力を提

供し、共に豊かになること。」を理念とし、ソフトウェアの企画開発を通した様々なソリューションを提供してまい

ります。

(2）利益配分の基本方針

　当社は株主様に対する利益の充実を重要課題の一つと認識しており、将来に向けた成長戦略や経営体質強化のため

の内部留保を勘案しながら、継続的かつ安定的な利益配分を達成すべく努力してまいります。

(3）中期的な経営戦略

　情報通信技術の進展による広域化と接続環境の進化に伴い、ネットワークは社会の隅々にまで張り巡らされ、無数

の情報通信機器が接続されてまいります。

　それらは膨大な量のデータ交換をしながらシステムとして機能していきます。

　有線と無線のネットワークがシームレスに接続し、データ通信への依存度が高まる中、人－情報－貨幣－物が膨大

なデータとともに紐づいてまいります。

　世の中は、利便性の享受とともにセキュリティの問題がクローズアップされ、ＩＴの信頼性向上および適切な活用

力がより一層求められると想定されます。

　当企業集団は、増加し続けるネットワーク機器から得られる膨大な情報からきめ細やかなサービスを提供するため、

データ通信を中心としたソフトウェアの企画開発をおこない、セキュリティ、データバックアップ、ネットワークの

効率化をソリューションとして提供することで社会貢献してまいる所存であります。
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３．経営成績
(1）当中間連結会計期間の業績概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好景気が続く中、民間設備投資の回復に取り残されている印象が残る

IT投資も本格的な回復基調が現れました。多くの企業が投資を抑制し続けてきた情報システムは、単なる合理化を目

的にしたものからビジネスの構成要素として重要な役割を担うものとなり、事業拡大や収益向上のための投資に力を

入れる機運が高まりつつあります。

　また、情報通信の分野におきましては、高速化、小型化が進み、多様な機器をつなげるネットワークが実現した結

果、膨大な量のデータ交換が行われるようになりました。

　このような環境の中、当企業集団は増加し続けるネットワーク機器から得られる膨大な情報を、セキュリティ、デー

タバックアップ、ネットワークの切り口により効率化を図る自社ソフトウェア資産を単一で販売する再販ライセンス

事業と、それを他社製品・サービスおよびシステムと組み合わせて販売するソリューション事業を展開してまいりま

した。

　再販ライセンス事業におきましては、販売機会を増大させるため、他社製品及びサービスとの組み合わせ販売に注

力いたしました。

　また、開発業務請負で築いた顧客に対して自社ソフトウェア資産を提案することにより、再販ビジネスを推進して

まいりました。

　ソリューション事業におきましては、他社システムを仕入れ、自社ソフトウェアを組込むことにより、販売機会を

増加させる活動を行うとともに、安定した事業基盤を築くため顧客先での開発業務請負に注力してまいりました。

　なお、「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、当中間連結会計期間より従来総額表

示としていた売上を純額表示にて計上しております。

　売上高を同基準で前年同期と比較いたしますと242百万円から383百万円と57.7%増加しております。

　平成18年3月及び4月に日本アイ・ビー・エム株式会社（以下、日本ＩＢＭ）との取引において発生しました長期未

収入金1,189百万円の債権全額を当中間期で貸倒引当金繰入額として特別損失に計上することといたしました。

　この長期未収入金1,189百万円の取引の経緯等は、平成18年8月22日付けの「業績に影響を与える可能性のある事象

の発生について」及び平成18年9月29日付けの「業績に影響を与える可能性のある事象の経過について」で大阪証券取

引所へ情報開示しておりますとおり、日本ＩＢＭと東証1部上場企業である株式会社ネットマークス（以下、ネット

マークス）から依頼された介入取引で生じたものであります。

　日本ＩＢＭは支払いの対象物の商流はなく支払いの責任はないものとして支払いを拒否してきました。一方、ネッ

トマークスは、そうした取引でも有効であると主張しております。このため、当社は日本ＩＢＭから売買代金の支払

いを受けることも、ネットマークスから返金を受けることも出来ない状態となっております。そこで、当社はこれを

裁判所で判断してもらうべく提訴の準備を進めてまいりましたところ、最終段階になって日本ＩＢＭから問題解決の

努力をしたい旨の連絡を受け、日本ＩＢＭからの申入れのとおり相互に同意しうる解決策についての協議を続けてお

ります。

　この協議の中で、当社は日本ＩＢＭから当社の損失の防止に向けて関係方面との協議に最大限の努力をするとの提

案を頂き、これにより、一旦提訴を留保しております。

　上記のとおり、長期未収入金の原因はこの目的物の流れを確認できていないことから生じているものでありますの

で、目的物の流れが確認されて適正な取引と判断されれば日本ＩＢＭから回収でき、目的物の流れが確認できなけれ

ば日本ＩＢＭ及びネットマークスから回収することにより、いずれの場合であっても回収が可能であると判断してお

ります。

　しかしながら、当中間連結会計期間において当該長期未収入金1,189百万円の全額に対して貸倒引当金繰入額として

損失計上すべきとするあずさ監査法人の指導に対し、当社として最終的な会計判断を行う状況に至るにはさらに時間

を要するものと判断し、最も健全な開示を行うために、一旦現時点で、貸倒引当金繰入額として全額を特別損失に計

上する判断をいたしました。

　ご存知のとおり、日本ＩＢＭ及びネットマークス両社ともに支払能力に支障はなく信頼のおける企業であります。

当中間連結会計期間におきましては、最も健全な開示を行うため、貸倒引当金繰入額として全額を特別損失に計上い

たしましたが、回収可能性は高いものであると判断しております。

　投資家の皆様をはじめ取引先及び市場関係者の皆様には多大なご心配をおかけしておりますことをここに深くお詫

び申し上げます。

　今後も、全額回収に向け協議してまいりますが、日本ＩＢＭから当社の目論む回答が期待できないと判断した場合
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は、訴訟の提起を行う所存でございます。

　また、この度の事象の発生にあたりまして、取引の初動から決済までのプロセスを中心に、内部統制の強化に取組

んでおります。

　以上の結果、当中間連結会計期間におきましては、売上高383百万円となりました。利益面におきましては、ソリュー

ション展開による売上総利益の増加により、営業利益217百万円（前年同期比298.7％増）、経常利益217百万円（前年

同期比354.5％増）となりました。

　しかしながら、前述の日本ＩＢＭとの取引により発生いたしました長期未収入金1,189百万円の全額を貸倒引当金繰

入額として特別損失に計上したことにより、誠に遺憾ながら、1,084百万円の中間純損失を計上する結果となりました。

　なお、「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よった場合の前中間連結会計期間、前連結会

計年度の売上高及び売上高経常利益率は以下のとおりであります。

 （単位：百万円）

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日)

前中間連結会計期間
(自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日)

変更後の売上高 
383

 (前年同期比　57.7%増)
242 637

変更後の売上高に対する売
上高経常利益率

56.6% 19.7% 23.2%

　当中間連結会計期間より事業の種類別セグメントの区分を、ソフトウェアライセンスを単体で販売する事業と、ソ

フトウェアライセンスを組込み及びソリューション展開で販売する事業の２区分といたしております。

(2）研究開発活動

　顧客のニーズに適合したソリューションを提供すべく、調査分析や研究開発を通常のシステム開発の中で行ってお

ります。

　よって、当社はこれらを研究開発費として計上しておりませんので、特に記載すべき事項はありません。

(3）事業セグメント別業績概況

１．再販ライセンス事業

　以下のソフトウェアライセンスを販売しており、ライセンス単体および製品サポートの売上を計上しております。

結果、売上高98百万円（前年同期比132.2％増）となりました。

　・　FastConnector® Security

　・　FastConnector® access Controller

　・　FC Replicator V３

　・　FastConnector® V３

　　・　FastConnector® tX

※技術特許

　「FastConnector®」シリーズは、独自圧縮転送技術（特許第3598495号 データ転送方法、コンピュータ読み取り

可能な記録媒体及びデータ転送システム）に関する特許を取得しているソフトウェアエンジンです。

－ 5 －



２．ソリューション事業

　ソリューション事業につきましては、他社システムを仕入れ、自社ソフトウェアを組み込むことにより、販売機

会を増加させる活動を行うとともに、安定した事業基盤を築くためオンサイト開発事業に注力してまいりました。

　結果、売上高284百万円（前年同期比41.9％増）となりました。

(4）対処すべき課題

　当中間連結会計期間において貸倒引当金繰入額として特別損失計上することとなった一連の取引における長期未

収入金1,189百万円の全額回収を、最重要課題としてその対応にあたってまいります。

(5）経営成績データの分析

売上原価

当中間連結会計期間における売上原価は、77百万円となりました。

売上総利益

当中間連結会計期間における売上総利益は、306百万円となり、売上に対する割合は、79.9％であります。

販売費及び一般管理費

当中間連結会計期間における販売費及び一般管理費は、88百万円となりました。主な内訳は、役員報酬

12,570千円、給与手当31,568千円であります。

営業利益

当中間連結会計期間における営業利益は、217百万円となり、営業利益率は、56.7％となりました。

特別損失

当中間連結会計期間における特別損失は、1,219百万円となりました。

(6）キャッシュフローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の減少が997百

万円、投資活動による資金の減少が92百万円となったため、資金は前連結会計期間末に比べ1,089百万円減少し、当中

間連結会計期間末には935百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果減少した資金は997百万円となりました。主な要因は税金等調整前中間純損失が1,002百万円となっ

たことに加え、貸倒引当金の増加額1,184百万円などの増加要因及び長期未収入金の増加額1,189百万円などの減少要

因がありましたため、営業活動の結果、資金は減少しております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は92百万円となりました。これは、主に投資有価証券の取得75百万円によるものであ

ります。

(7）財務データの分析

資産の変動について

現金及び預金は935百万円となり、前連結会計年度末に比べると1,089百万円減少しました。

 

負債の変動について

買掛金は1,080百万円となり、前連結会計年度末に比べると47百万円増加しました。

(8）今期の見通し

　当企業集団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。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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   1,550,746   935,047   2,025,019  

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   6,144   12,712   9,863  

貸倒引当金   △9,649   △8,099   △7,543  

流動資産合計   2,660,287 93.2  2,122,560 83.1  3,124,607 89.0

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物及び構築物 ※１ －   1,948   2,232   

(2）工具器具備品 ※１ 7,700 7,700  2,961 4,909  3,650 5,882  

２　無形固定資産           

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

(2）電話加入権  662   662   662   

(3）その他  2,864 100,250  2,705 63,959  2,968 102,944  

３　投資その他の資産           

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

(2）長期前払費用  122   －   17   

(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  15,541   26,618   22,952   

　　貸倒引当金  △3,207 85,431  △1,189,657 361,307  △6,183 276,692  

固定資産合計   193,382 6.8  430,176 16.9  385,519 11.0

資産合計   2,853,670 100.0  2,552,737 100.0  3,510,127 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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   4,363   87,159   20,355  

３　その他   27,632   46,476   32,771  

流動負債合計   502,811 17.6  1,214,089 47.6  1,085,614 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 0.1

負債合計   505,021 17.7  1,214,812 47.6  1,086,893 31.0

           

（資本の部）           

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

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

Ⅲ　利益剰余金   △103,024 △3.6  － －  △45,353 △1.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  1,300 0.1  － －  375 0.0

資本合計   2,348,648 82.3  － －  2,423,233 69.0

負債・資本合計   2,853,670 100.0  － －  3,510,127 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  1,119,605 43.9  － －

２　資本剰余金   － －  1,348,605 52.8  － －

３　利益剰余金   － －  △1,129,964 △44.3  － －

株主資本合計   － －  1,338,246 52.4  － －

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   － －  1,337,924 52.4  － －

負債純資産合計   － －  2,552,737 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７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  80,090 4.3  88,785 23.2  172,416 4.9

営業利益   54,511 3.0  217,329 56.7  188,146 5.5

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  1   137   5   

２　受取配当金  －   －   54   

３　雑収入  13 14 0.0 14 151 0.0 22 82 0.0

Ⅴ　営業外費用           

１　新株発行費  6,593   350   39,654   

２　貸倒引当金繰入額  －   63   －   

３　雑損失  174 6,768 0.4 ― 413 0.1 680 40,335 1.2

経常利益   47,757 2.6  217,068 56.6  147,893 4.3

Ⅵ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ －   29,904   30,264   

２　貸倒引当金繰入額  － － － 1,189,594 1,219,498 318.2 － 30,264 0.9

税金等調整前中間
（当期）純利益

  47,757 2.6  △1,002,430 △261.6  117,628 3.4

法人税、住民税及び
事業税

※３ 1,322   82,480   13,821   

法人税等調整額 ※３ △298 1,023 0.1 △298 82,181 21.4 △597 13,223 0.4

中間（当期）純利益   46,733 2.5  △1,084,611 △283.0  104,404 3.0

           

－ 9 －



(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

　中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日)

前連結会計年度の
要約連結剰余金計算書
(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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   637,304  637,304

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　新株予約権の行使による新株
の発行

 9,381  18,301  

２　増資による新株の発行  693,000 702,381 693,000 711,301

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）
残高

  1,339,686  1,348,605

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △149,758  △149,758

Ⅱ　利益剰余増加高      

１　中間（当期）純利益  46,733 46,733 104,404 104,404

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期末）
残高

  △103,024  △45,353
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②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

平成18年１月31日残高（千円） 1,119,605 1,348,605 △45,353 2,422,857

中間連結会計期間中の変動額     

中間純損失（千円） － － △1,084,611 △1,084,611

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）
（千円）

－ － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △1,084,611 △1,084,611

平成18年７月31日　残高
（千円）

1,119,605 1,348,605 △1,129,964 1,338,246

 
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 2,423,233

中間連結会計期間中の変動額    

中間純損失（千円） － － △1,084,611

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）（千円）

△697 △697 △697

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△697 △697 △1,085,308

平成18年７月31日　残高
（千円）

△321 △321 1,337,924
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７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２月１日

至　平成18年１月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間（当期）純利益
又は税金等調整前中間純損失(△)

47,757 △1,002,430 117,628

減価償却費 21,953 15,556 47,625

新株発行費 ― ― 39,654

貸倒引当金の増加額 2,052 1,184,028 5,548

受取利息及び受取配当金 △1 △137 △59

固定資産除却損 ― 29,904 30,264

売上債権の増加額 △277,175 △75,487 △255,344

たな卸資産の増加額 △1,748 △867 △14,108

仕入債務の増加額 105,749 47,965 667,422

長期未収入金の増加額 ― △1,189,594 ―

その他 22,013 6,015 23,551

小計 △79,397 △985,046 662,183

利息及び配当金の受取額 1 137 59

法人税等の支払額 △2,638 △12,947 △2,643

営業活動によるキャッシュ・フロー △82,035 △997,856 659,599

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 △1,029 ― △3,853

無形固定資産の取得による支出 △38,442 △5,765 △92,901

投資有価証券の取得による支出 ― △75,800 △175,000

差入保証金の支払による支出 ― ― △8,842

差入保証金の返還による収入 5,727 ― 5,735

保険積立金の支払による支出 △9,426 ― △22,913

長期貸付による支出 ― △10,800 ―

長期貸付金の回収による収入 ― 250 ―

その他 ― ― △120

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,170 △92,115 △297,895

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式の発行による収入 1,398,170 ― 1,385,532

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,398,170 ― 1,385,532

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額(△減少
額)

1,272,964 △1,089,971 1,747,237

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 277,781 2,025,019 277,781

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高

1,550,746 935,047 2,025,019
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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２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１　連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。

連結子会社は株式会社アクアリウム

コンピューターの１社であります。

同左 同左

２　持分法の適用に関する事

項

非連結子会社又は関連会社がないた

め該当事項はありません。

同左 同左

３　連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、中間連

結財務諸表提出会社と同一でありま

す。

同左 連結子会社の事業年度は連結財務諸

表提出会社と同一であります。

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

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結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）

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結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）

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結会計年度末日の市場価格

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

 (ロ)たな卸資産

商品

…移動平均法による原価法

(ロ)たな卸資産

同左

(ロ)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）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産

　定率法

(イ)有形固定資産

同左

(イ)有形固定資産

同左

 (ロ)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。

(ロ)無形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

(イ)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

可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(イ)貸倒引当金

同左

(イ)貸倒引当金

同左

(4）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 同左

(5）その他（中間）連結財

務諸表作成のための重

要な事項

(イ)消費税等の会計処理

　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。

(イ)消費税等の会計処理

　　　　同左

 

　

(イ)消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　　　　　　

－ 13 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

 (ロ)繰延資産の処理方法

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。

(ロ)繰延資産の処理方法

　　　　同左

 

(ロ)繰延資産の処理方法

同左

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

　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 　同左

 

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２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（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）

　当中間連結会計期間より「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）

　当中間連結会計期間から「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平成17年12月27

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

　最終改正　平成18年５月31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。

―――――――――
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（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

分の中間連結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

後に開始する連結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、

当中間連結会計期間から「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

分の連結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

後に開始する連結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、

当連結会計年度から「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

売上を当中間連結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

総利益に与える影響はありません。

　なお、この変更によりセグメント情

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７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度末
（平成18年１月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

28,291千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、　

　　9,454千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、　

　　8,794千円であります。

（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２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31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。

※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 18,780千円

　給与手当 20,644千円

　法定福利費 4,235千円

　支払手数料 10,261千円

　貸倒引当金繰入額 4,677千円

　租税公課 4,195千円

　役員報酬 12,570千円

　給与手当 31,568千円

　支払手数料 16,137千円

　貸倒引当金繰入額 555千円

  租税公課 4,628千円

　役員報酬 36,795千円

　給与手当 46,911千円

　支払手数料 22,289千円

　貸倒引当金繰入額 5,548千円

　研究開発費 5,203千円

―――――――――

　　

　

 

 

 

 

※２　　固定資産除却損の内訳は次のとおり

　　　であります。

　　

　　工具器具備品　　　　　　　42千円

 　 ソフトウェア　　　　　29,861千円

 　　　　計　　　　　　　 29,904千円

※２　　固定資産除却損の内訳は次のとおり

　　　であります。

　　

　　工具器具備品　　　　　 3,013千円

 　 ソフトウェア　　　　　27,251千円

 　　　　計　　　　　　　 30,264千円

※３　税効果会計

　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積立て

及び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。

 

※３　税効果会計

 同左

―――――――――

 

（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２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

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式数

普通株式 26,910 － － 26,910

合計 26,910 － － 26,910

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結会
計期間増加

当中間連結会
計期間減少

当中間連結
会計期間末

提出会社 ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － －

　（注）　上記の内容については、（ストック・オプション等関係）に記載しております。

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）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

 　　該当事項はありません。
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（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２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年７月31日現在） （平成18年７月31日現在） （平成18年１月31日現在）

現金及び預金勘定 1,550,746千円

現金及び現金同等物 1,550,746千円

現金及び預金勘定 935,047千円

現金及び現金同等物 935,047千円

現金及び預金勘定 2,025,019千円

現金及び現金同等物 2,025,019千円

①　リース取引関係

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（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
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②　有価証券関係

前中間連結会計期間末（平成17年７月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 
取得原価
（千円）

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

株式 834 3,024 2,189

２　時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く）

 
中間連結貸借対照表計上額

（千円）

非上場株式 1,211

当中間連結会計期間末（平成18年７月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 
取得原価
（千円）

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

株式 834 513 △321

２　時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く）

 
中間連結貸借対照表計上額

（千円）

非上場株式 252,011

前連結会計年度末（平成18年１月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 
取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

株式 834 1,467 632

２　時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）

非上場株式 176,211

③　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成17年７月31日）及び当中間連結会計期間（自　平成18

年２月１日　至　平成18年７月31日）並びに前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

　当企業集団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　ストック・オプション等

当中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

１．ストック・オプションの内容及び規模

　　当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは以下のとおりであります。

平成17年度ストック・オプション 平成18年度ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　３名

当社監査役　２名

当社従業員　24名

当社取締役　４名

当社監査役　３名

当社従業員　24名

ストック・オプションの目的となる株式の

種類及び付与数（注)１
普通株式　350株 普通株式　300株

付与日 平成18年３月24日 平成18年４月28日

権利確定条件 (注)２ (注)３

対象勤務期間 定めはありません。  定めはありません。

権利行使期間
自　平成19年８月１日

至　平成22年７月31日

自　平成21年８月１日

至　平成24年７月31日

権利行使価格　(円) 326,000 333,100 

公正な評価単価　(円)  －  －

　（注）１　株式数に換算して記載しております。

　　　　２　被付与者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要

します。

　　　　３　被付与者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員並びに社外協力

者であることを要します。

２．中間連結財務諸表への影響額

　　該当事項はありません。
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⑤　セグメント情報

ａ．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２月１日　至　平成17年７月31日）

（単位：千円） 

 
再販ライセ
ンス事業

開発ライ
センス事
業

製品サポー
ト事業

業務シス
テム構築
事業

計
 

消去又は
全社

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
29,860 23,597 12,760 1,777,612 1,843,831 ― 1,843,831

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 29,860 23,597 12,760 1,777,612 1,843,831 ― 1,843,831

営業費用 19,577 34,169 4,956 1,676,520 1,735,223 54,095 1,789,319

営業利益又は営業損失

（△）
10,282 △10,571 7,804 101,092 108,607 (54,095) 54,511

　（注）１　事業区分の方法

事業は、製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２　各区分に属する主要な製品・サービス

事業区分 主要製品

再販ライセンス事業 オリジナル通信ソフトウエアのライセンスの再販

開発ライセンス事業 オリジナル通信ソフトウエアの開発ライセンスの企画・開発・販売

製品サポート事業 オリジナル通信ソフトウエアの保守

業務システム構築事業 法人向け業務システムの設計・開発・ソリューション販売

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の主なものは、前中間連結会計期間は54,095

千円であります。これは主に、親会社の管理部門に係る費用であります。
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当中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

（単位：千円） 

 
再販ライセンス

事業
ソリューション

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
98,977 284,322 383,300 － 383,300

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 98,977 284,322 383,300 － 383,300

営業費用 28,808 87,668 116,476 49,493 165,970

営業利益 70,169 196,654 266,823 (49,493) 217,329

　（注）１　事業区分の方法

事業は、製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２　各区分に属する主要な製品・サービス

事業区分 主要製品

再販ライセンス事業 オリジナル通信ソフトウエアのライセンスの再販及び製品サポート

ソリューション事業
オリジナル通信ソフトウエアを活用した組込を含む統括的なソリュー

ションサービス

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主なものは、当中間連結会計期間は49,493

千円、これは主に、親会社の管理部門に係る費用であります。

４　（事業セグメント区分の変更）

　販売機会の増大を目論み、自社製品ミドルウェア単一での販売方法から自社施品ミドルウェアを他社製

品・サービス及びシステム等と組合わせることによるソリューション販売へシフトしたため、当中間連結会

計期間より事業の種類別セグメントの区分を変更し、ソフトウェアライセンスを単体で販売する事業と、ソ

フトウェアライセンスを組込及びソリューション展開で販売する事業の２区分といたしました。なお、前中

間連結会計期間及び前連結会計年度において、当中間連結会計期間の事業区分によった場合の種類別セグメ

ント情報は次のとおりです。
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前中間連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成17年７月31日）

（単位：千円） 

 
再販ライセンス

事業
ソリューション

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
42,620 1,801,210 1,843,831 － 1,843,831

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 42,620 1,801,210 1,843,831 － 1,843,831

営業費用 24,534 1,710,689 1,735,223 54,095 1,789,319

営業利益 18,086 90,520 108,607 (54,095) 54,511

 

前連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

（単位：千円） 

 
再販ライセンス

事業
ソリューション

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
158,375 3,300,804 3,459,180 － 3,459,180

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 158,375 3,300,804 3,459,180 － 3,459,180

営業費用 80,448 3,068,078 3,148,527 122,506 3,271,034

営業利益 77,926 232,725 310,652 (122,506) 188,146
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５　（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連結会

計期間より純額表示にて計上しています。従来の方法に比べソリューション事業の売上高、売上原価がそれ

ぞれ1,252,000千円減少しましたが、営業利益に与える影響はありません。

　なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、当中間連結会計期間と同様に純額表

示によった場合、前中間連結会計期間1,600,850千円、及び前連結会計年度2,821,850千円、それぞれ従来の

方法に比べソリューション事業の売上高、売上原価が同額減少しますが、営業利益に与える影響はありませ

ん。

 

前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

（単位：千円） 

 
再販ライ
センス事
業

開発ライ
センス事
業

製品サポー
ト事業

業務シス
テム構築
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
131,313 25,839 27,062 3,274,964 3,459,180 ― 3,459,180

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 131,313 25,839 27,062 3,274,964 3,459,180 ― 3,459,180

営業費用 68,856 46,452 11,592 3,021,626 3,148,527 122,506 3,271,034

営業利益又は営業損失

（△）
62,456 △20,612 15,470 253,338 310,652 (122,506) 188,146

　（注）１　事業区分の方法

事業は、製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２　各区分に属する主要な製品・サービス

事業区分 主要製品

再販ライセンス事業 オリジナル通信ソフトウエアのライセンスの再販

開発ライセンス事業 オリジナル通信ソフトウエアの開発ライセンスの企画・開発・販売

製品サポート事業 オリジナル通信ソフトウエアの保守

業務システム構築事業 法人向け業務システムの設計・開発・ソリューション販売

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の主なものは、前連結会計年度は122,506千

円であります。これは主に、親会社の管理部門に係る費用であります。

ｂ．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２月１日　至　平成17年７月31日）及び当中間連結会計期間（自　平成

18年２月１日　至　平成18年７月31日）並びに前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31

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在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成17年７月31日）及び当中間連結会計期間（自　平成

18年２月１日　至　平成18年７月31日）並びに前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31

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）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１株当たり純資産額 440,069円  11銭 49,718円　49銭 90,049円　55銭

１株当たり中間（当期）

純利益金額又は

純損失金額(△)

9,835円  42銭 △40,305円　15銭 4,122円　83銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
9,706円  73銭

  潜在株式調整後1当たり中

間純利益金額については、希

薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載して

おりません。

4,084円　33銭

    

    当社は、平成18年１月19日

付けで普通株式１株につき５

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

首に行われたとみなした場合

の前中間連結会計期間におけ

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　

　         88,013円82銭

 １株当たり当期純利益金額

            1,967円08銭

 潜在株式調整後１株当たり

 当期純利益金額

            1,941円35銭

 

  当社は、平成18年１月19日

付けで普通株式１株につき５

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

首に行われたとみなした場合

の前連結会計年度における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　

　         38,973円71銭

 １株当たり当期純利益金額

            2,311円49銭

 潜在株式調整後１株当たり

 当期純利益金額

            2,296円13銭

 

  （追加情報）

　当中間連結会計期間から、

改正後の「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　最終改正

平成18年１月31日　企業会計

基準第２号）及び「１株当た

り当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基

準委員会　最終改正平成18年

１月31日　企業会計基準適用

指針第４号）を適用しており

ます。

　これによる影響はありませ

ん。
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　（注）　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）純利益の算定上の基礎

 

項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日)

１株当たり中間（当期）純利

益金額
   

連結損益計算書上の中間（当

期）純利益
46,733千円 △1,084,611千円 104,404千円

普通株式に係る中間　　（当

期）純利益
46,733千円 △1,084,611千円 104,404千円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式の期中平均株式数 4,751株 26,910株 25,323株

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額 ― ― ―

普通株式増加数 63株 ― 239株

（うち新株引受権） （1株） ― （13株）

（うち新株予約権） （62株） ― （226株）

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

――――― 　平成16年4月23日定時

株主総会、平成17年4月

26日定時株主総会及び平

成18年4月26日定時株主

総会決議の旧商法280条

ノ21の規定に基づく新株

予約権（それぞれ290個、

350個、300個)

　これらの詳細について

は、第４提出会社の状況

　1.株式等の状況(２)新

株予約権等の状況に記載

のとおりであります。

―――――
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（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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