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1. 18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
 (1) 連結経営成績                          （百万円未満切捨て）    

   

 

   
 (2) 連結財政状態                          （百万円未満切捨て）    

 

   
 (3) 連結キャッシュ・フローの状況                  （百万円未満切捨て）    

   
 (4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   
 (5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   
2. 19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）   

 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）131円77銭 
  ※  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作成したもの

であり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。なお、上記
予想に関する事項は添付資料の11ページをご参照下さい。 

平成19年３月期 中間決算短信（連結）

上場会社名 株式会社ビーエスピー 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 3800 本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.bsp.jp)

代  表   者 役職名 代表取締役社長 氏名 竹藤 浩樹
問合せ先責任者 役職名 代表取締役専務 支援本部長 氏名 山口 謙二

TEL (03)5463－6381  
決算取締役会開催日 平成18年11月９日
米国会計基準採用の有無  無

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 2,060 (△7.5) 790 (△3.2) 822 (△3.1)

17年９月中間期 2,227 (13.0) 816 (39.2) 849 (38.3)

18年 ３月 期 4,071 1,190 1,199

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９月中間期 471 (△1.3) 111 03 － －

17年９月中間期 478 (83.8) 127 51 － －

18年 ３月 期 670 176 79 176 27

(注) ① 期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 4,249,941株 17年９月中間期 3,750,000株 18年３月期 3,791,666株

② 会計処理の方法の変更 無

③ 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

④ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益につきましては、17年９月期中間期は、潜在株式が存在しないため、ま
た、18年9月中間期につきましては期中平均株価が行使価格を下回っており、希薄化効果を有しないため記載しておりませ
ん。

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９月中間期 6,845 5,924 86.5 1,393 98

17年９月中間期 4,638 3,554 76.6 947 92

18年 ３月 期 6,786 5,693 83.9 1,339 56

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 4,249,900株 17年９月中間期 3,750,000株 18年３月期 4,250,000株

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９月中間期 491 △162 △234 3,695

17年９月中間期 352 △3 △289 1,803

18年 ３月 期 744 △511 1,617 3,603

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

連結(新規) －社 (除外) －社 持分法(新規) －社 (除外) －社

売上高 経常利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円

通期 4,260 1,200 560



1. 企業集団の状況 

当社を中心とする企業集団（以下、「当社グループ」という。）は、当社および連結子会社である株式

会社ビーエスピーソリューションズ、BSP International Corp.の３社により構成されており、主に基幹

業務システムの運用管理等のためのソフトウェア・プロダクト（以下、「製品」という。）の開発・販売

およびサポートサービス等を行う「プロダクト事業」、およびシステム構築のコンサルティング、システ

ムの受託開発等を行う「ソリューション事業」を行っております。 

 当社グループの顧客は、金融機関、大手民間企業並びに指定されたシステムインテグレーターを通じて

の官公庁等であります。 

 なお、当社グループはＩＴシステム運用管理領域に係る製品およびソリューションの提供を主な事業と

した単一事業分野での事業活動を行っており、事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業

部門別に記載しております。 

  

（1）プロダクト事業部門 

①製品の開発・販売 

コンピュータ・システム上で処理される業務（以下、「ジョブ」という。）を自動化・効率化するた

めの製品、コンピュータ・システムで出力される帳票を管理し仕分けなどを自動化する製品、ジョブの

実行状況監視用の製品、データ入力業務の標準化や自動化を行う製品などを当社グループで開発、販売

しております。そのほか、一部、他社の製品も取り扱っております。 

 当社グループは、顧客のコンピュータ・システムの処理能力等に応じて製品の使用権の許諾料（ライ

センス料）を受け取ることによって売上を計上しております。 

 また、当社グループ製品の特徴は、メインフレームから米国ＩＢＭ社が発表したオープン・メインフ

レーム、オープン系のコンピュータ・システムまで幅広く対応できる点にあり、主要なハードメーカー

（日本ＩＢＭ、富士通、日立、ヒューレットパッカードなど）のコンピュータ上で稼動し、コンピュー

タのジャンルやメーカーの制約を受けることなくコンピュータ・システムの運用を可能にしていること

です。 

  

②期間使用料 

製品の使用期間を定めてライセンス料と保守サービス料を合わせて期間使用料として売上を計上して

おります。 

  

③保守サービス 

当社グループは、メインフレーム系製品の利用者からは製品の販売翌年度以降に、オープン系製品の

利用者からは製品の販売時から、保守サービス料として製品価格の一定割合を受け取り売上計上してお

ります。 

 保守サービス料には、製品の新たなリリース版の無償購入、ライセンス交換等の権利の対価としての

技術サービス料の他、使用上の制限及び回避措置に関する情報提供の対価としてのプログラムサービス

料、およびこれらの情報に基づく問題解決の実施の対価としてのサポートサービス料等が含まれており

ます。 
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④導入支援サービス他 

製品の販売に伴うインストール、導入教育などのサービス提供や当社グループの製品のマニュアル販

売等を売上計上しております。 

  

(2)ソリューション事業部門 

ＩＴシステム運用に関するソリューションサービス、会員制サービス「シスドック」等を提供してお

ります。ソリューションサービスとしては、コンピュータシステム構築のコンサルティング、受託開発

およびシステム統合等システム移行に伴う支援等のプロフェッショナルサービスを行っております。 

 また、独自の会員制サービスである「シスドック」においては、当社グループのアドバイザーが定期

的に顧客（会員）を訪問し、コンピュータ・システム運用に関する専門的なアドバイス等を行うアドバ

イス・サービス、ＷＥＢサイトを通じてＩＴシステム運用に関する 新技術動向や事例紹介、研究レポ

ートなどのさまざまな情報を提供する情報提供サービスを行っております。 

  

以上に述べた当社グル－プの事業内容、および連結子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりで

あります。 
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グループ各社は、主に以下の事業を行っております。 

  

＜株式会社ビーエスピー＞ 

 コンピュータ・システム運用に関する自動化・効率化、データ活用を支援する製品の開発・販売および

サポート等を行っております。 

  

＜株式会社ビーエスピーソリューションズ＞ 

 東日本地域を中心にコンピュータ・システム運用に関するソリューション・サービスの提供を行ってお

ります。 

  

＜BSP International Corp.＞ 

 米国ニューヨーク州において、製品の開発・販売・サポートを行うとともに、現地の日系企業を中心に

ソリューション・サービスの提供を行っております。 
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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、創業以来「悪をなさない」、「利益を上げる」、「永続する」の３つを企業理念と

して、社会的規範を遵守し、経営の透明性を高め信頼される企業市民を目指して事業活動を行ってまい

りました。 

 コンピュータが企業活動に必要不可欠となっている今日、当社グループは、「ＩＴシステム運用のリ

ーディングカンパニー」を企業グループビジョンに掲げ、ＩＴシステム運用分野にフォーカスし、企業

の基幹業務システムを運用管理するための製品（ソフトウェア・プロダクト）の開発・販売からサポー

トまでを一貫して行う顧客密着型の事業を展開しております。 

 当社グループは、「商品力」、「営業力」、「人材力」、そして「ＣＳＲ」の強化に注力し、健全な

経営によって事業を成長させ、すべてのステークホルダーの皆様に適正な利益の還元ができるよう活動

してまいります。 

  

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけており、配当性向30％を目標

として、健全な財務体質の構築と事業拡大に必要な内部留保の充実を図りながら、継続的な配当の実施

を基本方針としております。 

 内部留保資金については、財務体質強化、事業拡大、人材の育成、長期的視点に立った新製品開発お

よび品質力向上等に投資し、将来にわたってのグループ総合力強化に努めてまいります。 

  

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針等 

当社グループは、株式流動性の向上および中長期にわたって当社株式を保有していただくための環境

を整備することが重要な課題と認識しております。投資単位の引き下げについては、今後の株価水準、

市場動向等を考慮しながら継続的に検討してまいります。 

  

(4) 目標とする経営指標 

当社グループは、当面、設備投資等に多大な資本を投下する必要はありませんので、経営上は、収益

面での指標を重視することになります。したがって売上成長を図りながら、営業利益率、経常利益率を

維持・向上によって高収益企業として成長し続けてまいりたいと考えております。 

  

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループのコア事業領域であるＩＴシステム運用を取り巻く環境変化は著しいものがあります。

システムの利用範囲の拡大とともに、業務単位の部分 適化が進行した結果、複数の異なるプラットフ

ォームと利用形態の複雑化によりＩＴシステム運用が一段と煩雑化・多様化しています。 

 また、一方で個人情報保護法や今後法制化が予定されている日本版ＳＯＸ法など、企業においてはセ

キュリティや内部統制の強化にＩＴシステムの活用が避けられない課題となっています。  

 こうした社会の要請に対して、基幹業務システムの運用管理を担うＩＴシステム運用も、ますますそ

の重要性が高まってきています。 

  

- 5 -



①営業戦略上の取り組み 

（販売力の強化） 

システムの利用形態の複雑化によって、ますます高度化する顧客ニーズに応えるべく、提案書作成等

について従来セールスエンジニアに依存していた営業部員に対し、当社の主力製品である「Ａ－ＡＵＴ

Ｏ（エーオート）」、「ＢＳＰ－ＲＭ（ビーエスピーアールエム）」等についての技術教育等を強化

し、技術のわかる営業部員となるべく能力開発を行います。 

  

（パートナー販売の推進） 

平成17年度下期の売上に貢献した成功事例をパートナービジネスパックとして横展開するとともに、

新たな付加価値連携商品の企画提案をＳＩベンダー、コンサルティング企業等、システム構築の上流工

程に関与するパートナー企業に対し行います。同時に当社の製品を選択していただくための広告宣伝活

動も強化いたします。 

  

（マーケティング活動の強化） 

ＩＴ利用分野の急速な拡大に伴い、企業のＩＴシステム運用に対するニーズも多様化しています。社

内外における各種セミナー、イベント等を通じた情報収集と調査・分析などによってマーケティングや

企画販売に注力してまいります。 

  

②商品開発上の取り組み 

（製品開発の効率化） 

自社プロダクトの新規開発・機能追加や改良・拡張などのバージョンアップにおいては、スパイラル

型の開発手法ならびにコンポーネント化の推進によって品質水準の向上を図ります。また、開発から市

場投入までのリードタイム短縮など製品開発の効率化のために、オフショア開発の活用を推進します。

さらに、他社製品の権利買取りによる自社プロダクト化にも注力します。 

  

（サービス商品の強化） 

サービスの高付加価値化を目指して始めた「ライセンス交換サービス」は、既存顧客の囲い込みに効

果を発揮しており、引続き積極的に推進してまいります。また、子会社の株式会社ビーエスピーソリュ

ーションズで展開しているシステム運用における独自の会員制サービス「シスドック」の積極展開を進

め、運用コンサルテーションビジネスの確立と自社プロダクトの販売拡大につなげます。さらに、製品

サポートから顧客サポートへと質的な転換を図ってきたサポートサービス業務は、お客様のニーズを把

握し、付加価値の高い顧客サービスの提供に取り組みます。 

  

（新規マーケットの開拓） 

ＩＴシステム運用の領域拡大に伴い、新事業の発掘と推進を行います。特に将来導入される日本版Ｓ

ＯＸ法対応に関連した新技術への対応に関しては、株式上場により調達した資金を有効に活用して業務

提携、資本提携等に積極的に取り組みます。また、海外マーケットにおける当社製品の販売促進を図る

ため当社主力製品の英語版の作成・出荷を進めます。さらに、海外事業推進室を中心にオフショア開発

の拡充、新たな販売拠点作り等にも取り組みます。 
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③人材育成の取り組み 

（教育体系の確立） 

これまで社員のモチベーション向上と能力向上、スキルアップ等を目指し、人材キャリアパスと教育

体系の整備を進めてきましたが、各種資格取得の一層の奨励等、さらなるモチベーション向上施策に取

り組みます。 

  

（技術力の向上） 

基礎能力の早期習得を目指した新入社員研修のプログラムの見直し・充実とともに、営業部員に対す

る技術研修を推進します。 

  

（マネジメント力の向上） 

中堅・幹部社員研修は、１年目にマネジメントスキル習得の段階を終え、２年目は実践を通じて各自

の弱みを発見し、補強するための研修内容とし、引き続きマネジメント層のレベルアップに取り組みま

す。 

  

（グローバル人材の育成） 

海外における開発および販売拠点の拡大を見据え、グローバル人材の育成を図ります。具体的には、

海外子会社への出向・派遣プログラムの試験的運用、海外研修、ローカルスタッフの採用・育成等に注

力していきます。 

  

(6) 会社の対処すべき課題 

ＩＴシステム運用を取り巻くさまざまな環境変化に加え、平成17年４月の個人情報保護法の施行以

来、企業はセキュリティ管理、ログ管理などのリスク管理面からもますますＩＴシステム運用に対する

依存度を高めてきています。さらに、内部統制への対応が共通の課題となっており、ここでもＩＴシス

テム運用が果たす役割に対する期待が高まってきています。 

 当社グループは、こうした環境変化をビジネスチャンスと捉え、営業力、商品力、人材力をバランス

良く強化・拡充することにより、スピーディな対応を図るとともに社会的責任にしっかりと応えていく

組織作りに取り組んでまいります。 

 中長期的な観点からみた、当社グループが対処すべきその他の課題は、次のとおりであります。 

  

①企業の社会的責任の取り組み 

コーポレートガバナンスの強化を 大の課題として取り組みます。特に内部統制システムの確立は重

点課題であり、透明性の高い経営を実践いたします。 

 財務の安定性確保、公正取引、投資家への適時適切な情報開示、株主への利益還元等とともに、顧客

満足を重要課題として位置づけ、品質管理、サービスの一層の充実、ユーザ企業の人材育成支援などに

取り組みます。また、雇用・労働面から、従業員の能力開発、労働環境の向上等にも注力していきま

す。 

  

②人材の獲得 

 当社グループの属する情報サービス業界では、慢性的な技術者の不足が業界全体に共通の課題となっ
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ているとともに、情報技術者は同業者間における流動性の高い職種であります。 

 一方で、人材は、当社グループがお客さまに提供すべき製品・サービスの付加価値の創造を担う も

重要な経営資源のひとつであり、その獲得・育成・確保は、中期的戦略にとって不可欠であります。当

社は製品の開発から販売、サポートまでを一貫して自社で行う体制をとっておりますので、従来から新

卒の採用に重点を置いてきましたが、今後は、より活発な採用活動を展開し、キャリア採用にも力を入

れてまいります。 

  

(7) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(8) その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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3. 経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

 ＜中間期連結業績概要＞ 

 
  (注)記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。 
  

 当中間連結会計期間（平成18月４月１日から平成18年９月30日）における我が国経済は、好調な企業

収益を背景とした設備投資の増加等に支えられ景気回復基調が続きました。 

 当社グループが属する情報サービス業界においても、企業収益改善による情報化投資意欲の高まりか

ら需要が増加したほか、システム運用管理のアウトソーシングニーズも拡大傾向が続きましたが、一方

で、コストパフォーマンスや納期に対する要求は依然強く、高度化する顧客ニーズへの対応など、厳し

い環境が継続しております。 

 このような状況のもと、当社グループは特化領域分野であるＩＴシステム運用において、「Ａ－ＡＵ

ＴＯ（エーオート）」および「ＢＳＰ－ＲＭ（ビーエスピーアールエム）」を始めとする主力製品を中

心に営業強化に取り組み、前年度から注力しているオープン・メインフレーム、優位性の高い製品群を

有する従来型メインフレームおよびオープン系など各種プラットフォーム向けに販売拡大に努めまし

た。 

 また、日本ＩＢＭ社との協力により、同社オープン・メインフレーム「IBM System z ™」向けの製品

に関して、IBM System zの従量課金体系であるWorkload License Chargeモデルに準拠した新価格体系

を採用し、顧客の業務実態に即した 適な運用コストの配分を実現するサービス提供も開始しました。

 さらに、拡大傾向が続くデータセンターへのアウトソーシングニーズ対応として専任営業チームを編

成、得意分野であるメインフレーム向けを中心に新規案件獲得へ向けた積極的な提案・営業活動にも注

力しました。 

 しかしながら、顧客の情報投資予算におけるコストパフォーマンスに対する厳しい要請等に加え、本

年４月よりグループ営業戦略の一環として行った、当社と連結子会社である株式会社ビーエスピーソリ

ューションズとの、人員異動を伴う新たな営業体制の立ち上がり遅れと、それに伴う機会損失等によっ

て、第１四半期の売上が低迷、第２四半期において売上の回復・拡大に努めましたが、第１四半期の落

ち込みの100％挽回には至りませんでした。 

 これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は2,060,890千円（前年同期比7.5％減）となりました。

また、事業分野別の売上高は、プロダクト事業が1,909,857千円（前年同期比6.5％減）、ソリューショ

ン事業が151,033千円（前年同期比18.2％減）となりました。 

 利益については、ＣＲＭ導入を始めとする業務効率の改善、中国でのオフショア活用の拡大による開

発コストの圧縮等に努めましたが、売上高の減少に加え、連結子会社である株式会社ビーエスピーソリ

ューションズの当中間会計期間における損失計上（34,210千円の経常損失）等の影響によって、経常利

益は822,586千円（前年同期比3.1％減）、中間純利益は471,889千円（前年同期比1.3％減）となりまし

平成18年９月
中間期

平成17年９月
中間期 増減率

売上高(百万円) 2,060 2,227 △7.5％

営業利益(百万円) 790 816 △3.2％

経常利益(百万円) 822 849 △3.1％

中間純利益(百万円) 471 478 △1.3％

１株当たり中間純利益 111円03銭 127円51銭 －
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た。 

 なお、１株当たりの中間純利益は111円03銭（前中間連結会計期間127円51銭）となりました。 

  

(2) 財政状態 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）においては、現金及び現金同等物（以下、「資金」とい

う）は前連結会計年度末比92,283千円増加し、3,695,558千円となりました。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主な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） 

営業活動の結果得られた資金は、491,157千円（前年同期比39.3%増）となりました。これは主に、税

金等調整前中間純利益822,503千円（前年同期比3.1％減）および売上債権の減少額163,614千円（前中

間連結会計期間は235,410千円の増加）等の資金増加要因があったものの、法人税等の支払額367,581千

円（前年同期比38.8％増）および未払金の減少額85,130千円（前年同期比15.3％減）等の資金減少要因

があったこと等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、162,884千円（前年同期比159,699千円増）となりました。これは主

に新たな預金の預入による支出100,000千円および販売用ソフトウェアのバージョンアップ等無形固定

資産の取得による支出88,087千円（前年同期比87,840千円増）等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、234,107千円（前年同期比19.2％減）となりました。これは主に配

当金の支払額233,750千円（前年同期比24.7％増）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。 

 
※上記財務指標の算出方法は以下のとおりです。 

 ・ 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 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

※該当する算出数値がない場合には「－」で表記しております。 

※営業キャッシュ・フローは、中間連結（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、中間連結（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、利払いにつきましては、中間連結

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 76.9 74.5 76.6 83.9 86.5

時価ベースの自己資本比率（％） － － － 282.4 129.7

債務償還年数（年） 0.1 0.1 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 413.8 472.2 1,630.4 2,638.4 －
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（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。 

※債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしておりま

す。 

  

(3）通期の見通し 

当社グループは引き続き、製品ラインアップの拡充と販売強化、データセンター向けを始めとする運

用アウトソーシングニーズを捉えた営業展開に注力していくほか、引き合いが活発化しているシステム

運用改善の会員制サービス「シスドック」の一段の営業強化、戦略製品である「BeXtation（ベクステ

ーション）」および「Loganizer（ロガナイザー）」の機能強化に取り組んでまいります。 

 グループ海外事業においては、上期における複数の中国現地企業との業務提携を活かした中国オフシ

ョアの活用拡大による開発リードタイムの短縮、新製品の早期市場投入などを加速して進めてまいりま

す。 

 また、平成18年10月に設立した連結子会社である株式会社ビーエスピー・プリズムと当社グループの

連携・協働によって幅広い製品ラインアップの拡充を図るとともに、帳票管理分野における両者の強み

や特徴を活かした事業シナジーの創出によって、一層の競争力向上と同分野のビジネス拡大を実現して

まいります。 

 さらに、当社グループは来期以降の受注拡大へ向け、大手コンサルティング会社等との協業による内

部統制や日本版ＳＯＸ法関連のサービスメニューの整備・強化にも取り組んでまいります。 

 

 平成19年３月期の通期業績見通しについては、今回の株式会社ビーエスピー・プリズムの設立ならび

に株式会社プリズムからの事業の譲受けに伴う連結業績への影響を踏まえ、本日（平成18年11月９日）

通期の連結業績予想を以下の通り修正いたしました。 

 なお、通期の個別業績予想については前回予想（平成18年10月12日発表）から変更ありません。 

  

平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

  

連  結 

 
  

個  別 

 
 

  

※本資料に記載の業績予想数値は、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定、及び確信に基づくも

のであり、今後の内外の経済情勢、事業運営における状況変化、あるいは見通しに内在する不確実な要素や潜在的

リスク等さまざまな要因によって、実際の業績は予想数値と大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、

リスクや不確実な要素には、将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。 

  

売上高 4,260 百万円 （前年同期比 4.6％増）

経常利益 1,200 百万円 （前年同期比 0.1％増）

当期純利益 560 百万円 （前年同期比 16.4％減）

売上高 3,850 百万円 （前年同期比 10.9％増）

経常利益 1,300 百万円 （前年同期比 11.1％増）

当期純利益 755 百万円 （前年同期比 11.0％増）
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(4) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主な事項を記載しておりま

す。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性があると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から、以下

に記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生防止およ

び発生した場合の適切な対処に努めてまいります。 

 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、本資料発表日現在において

当社グループが判断したものであります。 

  

①特定用途向け製品への依存度が高いこと 

平成18年９月中間期において、ジョブ管理（Ａ－ＡＵＴＯ系）製品関連の売上高は、1,297,865千円

で連結売上高の63.0％を占めており、帳票管理（Ａ－ＳＰＯＯＬ系、ＢＳＰ－ＲＭ系）製品関連の売上

高は458,903千円で同22.3％を占めており、これら特定用途向けの製品への依存度が高くなっておりま

す。 

 当社グループの製品の機能は、ジョブ管理や帳票管理等の一部の機能に限られておりますが、大手の

サーバメーカーのなかにはシステム稼動やパフォーマンス管理、ネットワーク管理、セキュリティ管理

を含めた総合的な管理プロダクトを提供しているところもあります。当社グループは、ジョブ管理や帳

票管理等の基幹業務システムに特化し、販売や顧客サポート活動を通じて獲得した既存顧客のニーズに

基づいて、製品の機能追加やバージョンアップを行ってきております。このため、当社グループの製品

は、総合的な管理製品と比べて、ジョブ管理や帳票管理等の特定分野の機能が充実していると考えてお

りますが、コンピュータ・システムの運用管理を行うにあたって企業が総合的な管理製品を選好する場

合もあり、今後、こうした傾向が高まると、当社グループの経営成績に重要な影響を与える可能性があ

ります。 

  

②ＩＴ市場の環境変化 

（ダウンサインジング化やオープン化の進展に伴うメインフレームコンピュータの低迷） 

当社グループは、これまで大手企業や官公庁の基幹業務システムとして広く利用されてきたメインフ

レームコンピュータ・システム環境に対応した（メインフレーム系）製品の開発販売に注力してきたこ

ともあり、平成18年９月中間期において、メインフレーム系プロダクトの売上高（120,426千円）は全

プロダクト売上高（442,763千円）の27.2％を占めております。 

 多くの大手企業では既に基幹業務システムを導入済みであり、さらに企業のコンピュータ・システム

のダウンサイジング化やオープン化の進展に伴って、近年では国内のメインフレームコンピュータの出

荷額は減少傾向が続いております。今後、主要なハードメーカーのメインフレームコンピュータ出荷額

の減少が続く場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

 また、平成18年９月中間期の連結売上高の56.1％を占める保守サービスは、主にメインフレーム系の

製品にかかるものであります。これらは、顧客企業の基幹業務システムとして利用されており、また、

そのためにＯＳの変更等に伴う改訂や改良が重要であるため、プロダクト販売に比べると、比較的安定

的な収益であると考えております。しかしながら、企業の統廃合、ＩＴ技術革新等により、大手企業に

おいて従来のメインフレームコンピュータが使用されなくなったり、当社グループが適時に適切な製品

の改訂版や改良版の提供ができず、保守サービスの解約が増加した場合、当社グループの経営成績に影
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響を与える可能性があります。 

  

（コンピュータ・システムのオープン化への対応） 

企業におけるコンピュータ・システム運用は、メインフレームコンピュータを中心としたものから、

クライアントサーバを利用したオープンシステムへと移行しておりますが、システムの分散化に伴う弊

害も発生しております。一方、日本ＩＢＭ社の戦略商品であるオープン・メインフレームのような新た

な形態のコンピュータシステムも登場しております。 

 当社グループは、このような変化に迅速に対応しておりますが、ＩＴ関連技術は技術革新の進歩が早

く、それに応じて業界標準および利用者ニーズが急速に変化するため、この変化への対応が遅れた場

合、競合他社との差別化を図れずに競争力の低下を招き、当社グループの経営成績に影響を与える可能

性があります。 

  

③情報セキュリティについて 

当社グループは、業務遂行上、顧客が保有する様々な機密情報を取り扱う機会が多く、慎重な対応

と、より厳格な情報管理体制の構築、徹底が求められております。 

 このような機密情報に関し、万一、何らかの理由で紛失、破壊、漏洩等が生じた場合、当社グループ

の社会的信用の低下あるいは失墜、損害賠償責任の発生等により、当社グループの経営成績および財政

状態、事業活動等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④大株主ビーコングループ各社との関係について 

（当社およびビーコングループ各社の設立の経緯） 

当社は、当社、株式会社ビジネスコンサルタント、ビーコンシステム株式会社および株式会社ビーコ

ンインフォメーションテクノロジーで構成される「ビーコングループ」に属しておりました。「ビーコ

ングループ」は、株式会社ビジネスコンサルタントが母体で、同社から独立したビーコンシステム株式

会社、ビーコンシステム株式会社から独立した株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイース

ト（現、株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジー）で形成されております。また、当社は、

株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイーストからＩＴシステム運用関連の事業を継承して

おります。 

 これらの各社は、相互に資本関係がありますが、取引、資金及び人事の決定過程を通じて、他のビー

コン各社からの影響は受けておりません。 

 当社は、昭和52年７月以後株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイーストが国内で販売し

ていた「Ａ－ＡＵＴＯ」（コンピュータ・システムの複雑なジョブのスケジュールを自動化し、ＩＴシ

ステム運用管理の効率化を実現するツールである日本国産のソフトウェア・プロダクト）を米国市場で

販売する目的で、昭和57年５月、東京都中央区に株式会社ビジネスコンサルタントの子会社（出資比率

50.5%）として株式会社スリービーの商号で設立されました。 

 その後、昭和62年10月、株式会社スリービーの社名を「株式会社ビーエスピー」に変更し、「Ａ－Ａ

ＵＴＯ」を輸出するため事業を再開し、平成５年７月、当社は株式会社ソフトウェア・エージー・オ

ブ・ファーイーストのＩＴシステム運用関連の事業を継承し、コンピュータ・システム運用管理ソフト

ウェア・プロダクトの専門会社として本格的な活動を開始いたしました。 
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当社およびビーコングループ各社の設立年表は以下の通りであります。 

  

 

  

（当社およびビーコングループ各社との資本関係） 

当社の設立経緯に起因して、当社は、ビーコングループ各社とは相互に資本関係があります。本資料

発表日現在、ビーコングループ３社（株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジー、ビーコンシ

ステム株式会社、株式会社ビジネスコンサルタント）の持株比率は、それぞれ14.9％、8.4％、8.4％

（合計31.8％）となっております。 

  

（ビーコングループ各社の事業概要） 

主にコンサルタント業務を行っている株式会社ビジネスコンサルタント以外のビーコンシステム株式

会社および株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジーは、いずれも当社と同様に情報関連の事

業を行っておりますが、両社とも専門分野に特化しているため、直接的な競合関係はありません。ビー

コングループにおいては、グループ戦略やグループ各社間での事業分野の調整等はなく、各社の独立性

を尊重した緩やかな結び付きを基本にしたグループ運営が行われております。 

 

なお、ビーコングループ各社の事業概要は以下の通りです。 

  

＜株式会社ビジネスコンサルタント＞ 

昭和39年に東京都中央区において設立され、人材開発・組織開発のためのプログラムの提供および企

業経営の効率性を高めるためのコンサルテーション等を主な事業内容としております。 

  

＜ビーコンシステム株式会社＞ 

昭和45年に株式会社ビジネスコンサルタントの子会社として設立され、主に業務系システムの受託開

発を行っております。また、コンピュータ・システム教育事業等も行っております。 
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＜株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジー＞ 

昭和51年に株式会社ビジネスコンサルタントの子会社として設立され、業務用のアプリケーションシ

ステムやデータベース関連システムの輸入販売を主力事業としております。また、当該分野のシステム

開発も行っております。 

  

（ビーコングループ各社との人的関係） 

本資料発表日現在、当社の取締役８名のうち旧株式会社三和銀行（現、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行）の元副会長の川畑清氏は、大株主である株式会社ビーコンインフォメーションテクノロジーの兼任

役員となっております。なお、経営上および事業運営上の助言を得ることを目的として、株式会社ビー

コンインフォメーションテクノロジーの元代表取締役会長兼社長（現、創業者 高顧問）の石井義興氏

を取締役として招聘しております。また、他のビーコングループ各社との間に従業員の出向関係はあり

ません。 

  

（ビーコングループ各社との取引関係） 

当社グループとビーコングループ各社との平成18年９月中間期における取引関係は以下のとおりであ

ります。 

 
（注）１ 上記取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

   ２ 取引条件および取引条件の決定方針等 

(1) ㈱ビーコンインフォメーションテクノロジー(以下、「ＢＩＴ」という。)と当社グループとの販売取引および受託開発売上

は、「販売代理店契約書」および「業務請負基本契約」に基づく取引で、他の代理店と同一条件にて取引をしております。 

(2) ユーザ会費用分担金の支払は、当社グループとＢＩＴと共同運営している「Beaconユーザ会」の諸活動の結果発生する諸経費

合計の50%であります。 

(3) ビーコンシステム㈱との販売取引は、同社との「ソフトウェア・プロダクト使用許諾契約」に基づく取引で他の販売先と同一

条件にて取引をしております。 

(4) ㈱ビジネスコンサルタントとの販売取引は、同社との「ソフトウェア・プロダクト使用許諾契約」に基づく取引で他の販売先

と同一条件にて取引をしており、人材育成のための研修費用取引は他の同種の取引条件と比較、検討した上で取引を行ってお

ります。 

   ３ Beaconユーザ会は元々は、ＢＩＴ１社で運営していたものでした。その後当社がＢＩＴのシステム運用事業を継承したことに伴

い、ユーザ会分離についても検討いたしましたが、コスト面および顧客利益の面から、継続して同一の会として運営する方が良

いと判断したためＢＩＴと共同運営しているものであります。 

   ４ 今後の取組方針 

上記各社と取引を行う場合には、相見積を行い、取締役会で報告し、内容によっては承認手続を経て、他の取引先と同一条件に

て取引を行ってまいります。 

  

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

法 人 主

要株主

㈱ビーコンイ

ンフォメーシ

ョンテクノロ

ジー

東 京 都

新宿区
809,250

ソフトウェ

アプロダク

トの開発、

販売及び輸

入

(所有) 

直接3.6% 

(被所有) 

直接14.9%

兼任1名
同社製品

の販売他

プロダクト

の販売 

受託開発売

上 

ユーザ会費

用分担金の

支払

4,503 

 

39,724 

 

7,776 

 

 

売掛金 

 

売掛金 

 

未払金 

 

 

4,025 

 

22,659 

 

8,164 

 

 

大株主
ビーコンシス

テム㈱

東 京 都

港区
575,000

コンピュー

タソフトウ

ェアの設計

開発保守

(所有) 

直接3.6% 

(被所有) 

直接8.4%

－
当社製品

の開発他

プロダクト

の販売
566 － －

大株主
㈱ビジネスコ

ンサルタント

東 京 都

中央区
410,000

人材育成及

び組織開発

プログラム

の提供

(所有) 

直接3.0% 

(被所有) 

直接8.4%

－

共同セミ

ナー開催

及び講師

派遣

プロダクト

の販売 

人材育成の

ための研修

費用

3,600 

 

3,620 

 

 

－ －
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⑤その他 

（人材の獲得） 

当社グループが属する情報サービス業界では、慢性的な技術者の不足が業界全体に共通の課題となっ

ております。また、近年では、従来のようなシステムエンジニアやプログラマーといった大きな括りの

職務分野から、アプリケーション分野別、技術分野別、業務上の役割別、技術レパートリー別、経験・

実績別など複数の要素により細分化され、限られた分野での人材の獲得競争は一層厳しくなっておりま

す。このような中で、当社グループの製品開発に必要な分野の能力を有した優秀な人材の確保、育成、

定着が重要な課題であり、適切な人材の確保等ができなければ、当社グループの経営成績に影響を与え

る可能性があります。 

  

（知的財産権） 

製品の開発・販売においては、特許権、商標権、実用新案権および意匠権等の工業所有権や著作権な

ど多くの知的財産権が関係しております。当社グループは、自社開発の製品を始めとして、特許権や実

用新案権などの対象となる可能性のあるものについては、その取得を目指して対応しております。しか

しながら、当社グループにおいて必要な知的財産権の取得ができない場合や、当社グループ製品等の類

似製品が他社より開発販売された場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。

  

（訴訟の可能性） 

当社グループは、過去において、損害賠償請求や起訴を受けた事実はありませんが、当社グループが

事業展開を図る上で、当社グループの事業または製品が、他人の特許等を知らないうちに使用したこと

による知的財産権侵害などを理由とした訴訟その他の請求（以下「訴訟等」といいます。）の対象とさ

れる可能性があるほか、当社グループのパッケージが原因となるシステム障害などによってユーザーに

損害を与え、このために訴訟等を提起される可能性もあり、その訴訟等の内容および金額によっては業

績に影響を与える可能性があります。 

  

（敵対的買収防衛策について） 

当社グループは、基幹業務ソフトウェア分野において、長年に亘り当社製品をご利用いただいている

顧客を多数抱えております。これらの顧客（営業資産）の獲得等を目的として、当社株式の買収事案が

発生する可能性があります。本資料発表日現在、買収者出現の有無および当該買収者を特定できるもの

ではありませんが、当社グループとしては、このような買収事案に適切な判断を下すための指針が必要

であると考えました。 

 このため当社グループは、経営陣による恣意的な買収防衛策の発動がなされないようにする目的で、

定款において、買収防衛策の発動にあたっての手続き等を定めております。この中では、将来における

当社の株式に対する大量取得行為等によって、当社グループの企業価値ないし株主共同の利益が不当に

害されることを防止するため、取締役会に対し、大量取得行為等の当否についての検討の機会を確保す

るための事項の策定、不当な大量取得行為等がなされた場合等における防衛策の実施、および不当な大

量取得行為等を未然に防止するための防衛策の導入につき一定の裁量を与え、これに併せて、取締役会

の判断の公正を担保するべく、社外取締役等により組織される企業価値検討委員会に対し諮問すること

を義務付けております。 

 さらに、定款の授権に基づき、当該方針が仮に導入された場合には、当社株式の大量取得行為をしよ
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うとする者からの事前の資料提出がなされず検討期間が十分に確保されない場合、または当該買収提

案者が濫用的な目的を有していると認めた場合には、企業価値検討委員会に対する諮問を行ったうえで

株主に対する新株予約権の無償割当等の対抗措置を講じることとしております。 

 このような対抗措置の一つとして例えば、新株予約権が行使された場合には、当社の株式について株

式価値の希薄化が生じる可能性があります。 

 かかる定款規定に基づき、平成18年５月11日開催の取締役会において取得条項付新株予約権の無償割

当を内容とする具体的な買収防衛策の導入を決議し、直ちに公表いたしました。また、同防衛策につい

ては、平成18年６月22日開催の第24期定時株主総会において承認、決議されました。 

  

なお、以上に述べた事項が当社グループの事業活動その他に係る全てのリスクを網羅したものではな

く、記載された事項以外のリスクも存在しております。 
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4. 中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成18年３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 2,007,017 2,900,139 2,807,146

 ２ 受取手形及び売掛金 929,225 695,252 859,112

 ３ 有価証券 ― 999,219 999,928

 ４ たな卸資産 32,697 3,203 6,090

 ５ 繰延税金資産 105,304 94,487 79,374

 ６ その他 81,152 52,477 46,507

   流動資産合計 3,155,396 68.0 4,744,778 69.3 4,798,161 70.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 71,574 1.6 91,190 1.3 94,683 1.4

 ２ 無形固定資産 88,524 1.9 143,463 2.1 79,712 1.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 660,800 673,550 685,400

  (2) 差入保証金 153,681 115,763 151,116

  (3) 繰延税金資産 114,717 107,536 108,756

  (4) 長期性預金 ※２ 330,000 930,000 830,000

  (5) その他 63,348 39,594 38,848

   投資その他の資産 
   合計

1,322,547 28.5 1,866,444 27.3 1,814,121 26.7

   固定資産合計 1,482,646 32.0 2,101,098 30.7 1,988,517 29.3

   資産合計 4,638,043 100.0 6,845,877 100.0 6,786,678 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成18年３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 77,728 60,907 76,118

 ２ 未払法人税等 408,930 359,350 367,246

 ３ 賞与引当金 40,799 33,293 40,600

 ４ 役員賞与引当金 17,700 22,125 46,700

 ５ その他 382,021 359,284 461,115

   流動負債合計 927,178 20.0 834,960 12.2 991,780 14.6

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 97,664 86,638 101,754

 ２ その他 58,490 ― ―

   固定負債合計 156,154 3.4 86,638 1.3 101,754 1.5

   負債合計 1,083,333 23.4 921,598 13.5 1,093,534 16.1

(資本の部)

Ⅰ 資本金 480,000 10.3 ― ― 1,330,000 19.6

Ⅱ 資本剰余金 371,000 8.0 ― ― 1,450,500 21.4

Ⅲ 利益剰余金 2,719,223 58.6 ― ― 2,911,381 42.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

13,337 0.3 ― ― 27,927 0.4

Ⅴ 為替換算調整勘定 △28,851 △0.6 ― ― △26,664 △0.4

   資本合計 3,554,709 76.6 ― ― 5,693,144 83.9

   負債及び資本合計 4,638,043 100.0 ― ― 6,786,678 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成18年３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 ― 1,330,000 19.4 ―

 ２ 資本剰余金 ― 1,450,500 21.2 ―

 ３ 利益剰余金 ― 3,149,520 46.0 ―

 ４ 自己株式 ― △357 △0.0 ―

   株主資本合計 ― 5,929,663 86.6 ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 20,899 0.3 ―

 ２ 為替換算調整勘定 ― △26,284 △0.4 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― △5,384 △0.1 ―

   純資産合計 ― 5,924,278 86.5 ―

   負債純資産合計 ― 6,845,877 100.0 ―
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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４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３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 2,227,139 100.0 2,060,890 100.0 4,071,698 100.0

Ⅱ 売上原価 192,368 8.6 151,096 7.3 394,118 9.7

   売上総利益 2,034,770 91.4 1,909,794 92.7 3,677,579 90.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 給与手当 385,523 334,041 780,439

 ２ 賞与引当金繰入額 29,698 31,166 32,541

 ３ 役員賞与引当金 
   繰入額

17,700 22,125 46,700

 ４ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

22,791 ― 22,791

 ５ 研究開発費 194,877 117,330 340,578

 ６ その他 568,057 1,218,649 54.7 614,789 1,119,453 54.3 1,263,990 2,487,041 61.1

   営業利益 816,121 36.7 790,340 38.4 1,190,538 29.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2,308 4,450 4,218

 ２ 受取配当金 23,510 28,010 23,810

 ３ 為替差益 4,194 ― 5,541

 ４ 事務手数料収入 3,271 ― 2,880

 ５ その他 1,961 35,245 1.5 2,273 34,734 1.6 4,960 41,410 1.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 216 ― 282

 ２ コミットメント 
   ライン手数料

1,949 999 4,075

 ３ 新株発行費 ― ― 15,170

 ４ 為替差損 ― 1,133 ―

 ５ 上場関連費用 ― ― 13,040

 ６ その他 0 2,166 0.1 355 2,489 0.1 7 32,574 0.8

   経常利益 849,200 38.1 822,586 39.9 1,199,373 29.4

Ⅵ 特別利益

 １ ゴルフ会員権売却益 ― ― ― ― ― ― 19,828 19,828 0.5

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※１ ― 82 6,309

 ２ 固定資産売却損 ※２ ― ― 131

 ３ 事務所移転費用 ― ― ― ― 82 0.0 7,857 14,298 0.3

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

849,200 38.1 822,503 39.9 1,204,903 29.6

   法人税、住民税及び 
   事業税

406,083 359,684 547,748

   法人税等調整額 △35,064 371,019 16.7 △9,070 350,614 17.0 △13,183 534,564 13.1

   中間(当期)純利益 478,181 21.4 471,889 22.9 670,339 16.5
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③ 中間連結剰余金計算書 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３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 371,000 371,000

Ⅱ 資本剰余金増加高

 増資による新株式の発行 ― ― 1,079,500 1,079,500

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高 371,000 1,450,500

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 2,428,542 2,428,542

Ⅱ 利益剰余金増加高

 中間(当期)純利益 478,181 478,181 670,339 670,339

Ⅲ 利益剰余金減少高

 配当金 187,500 187,500 187,500 187,500

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 2,719,223 2,911,381

- 22 -



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４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

項目

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３月31日残高(千円) 1,330,000 1,450,500 2,911,381 ― 5,691,881

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(千円) （注） ― ― △233,750 ― △233,750

 中間純利益(千円) ― ― 471,889 ― 471,889

 自己株式の取得(千円) ― ― ― △357 △357

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)

― ― 238,139 △357 237,782

平成18年９月30日残高(千円) 1,330,000 1,450,500 3,149,520 △357 5,929,663

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 27,927 △26,664 1,263 5,693,144

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(千円) （注） ― ― ― △233,750

 中間純利益(千円) ― ― ― 471,889

 自己株式の取得(千円) ― ― ― △357

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)

△7,028 380 △6,647 △6,647

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△7,028 380 △6,647 231,134

平成18年９月30日残高(千円) 20,899 △26,284 △5,384 5,924,278
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⑤ 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４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30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４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

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 849,200 822,503 1,204,903

   減価償却費 50,824 32,933 93,716

   役員退職慰労引当金の減少額 △81,642 ― △81,642

   賞与引当金の増減額(△は減少) 999 △7,307 800

   役員賞与引当金の減少額 △37,220 △24,575 △8,220

   受取利息及び受取配当金 △25,818 △32,460 △28,028

   新株発行費 ― ― 15,170

   支払利息 216 ― 282

   為替差損益(△は差益) △4,194 2,449 △5,541

   ゴルフ会員権売却益 ― ― △19,828

   固定資産除却損 ― 82 6,309

   固定資産売却損 ― ― 131

   売上債権の増減額(△は増加) △235,410 163,614 △164,613

   たな卸資産の増減額(△は増加) △67 2,887 26,539

   その他資産の増減額(△は増加) △28,920 △5,996 72,459

   仕入債務の増減額(△は減少) 15,170 △15,210 13,471

   未払金の減少額 △100,564 △85,130 △37,599

   長期未払金の増減額(△は減少) 90,074 △15,115 35,674

   前受金の増加額 75,342 40,948 27,941

   その他負債の増減額(△は減少) 23,721 △53,345 18,655

    小計 591,712 826,277 1,170,580

   利息及び配当金の受取額 25,818 32,460 28,028

   利息の支払額 △216 ― △282

   法人税等の支払額 △264,788 △367,581 △454,201

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

352,526 491,157 744,124
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前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30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４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △203,800 △303,800 △703,800

   定期預金の払戻による収入 203,800 203,800 203,800

   有形固定資産の取得による支出 △2,208 △9,340 △36,524

   有形固定資産の売却による収入 ― ― 105

   無形固定資産の取得による支出 △247 △88,087 △21,458

   ゴルフ会員権の売却による収入 ― ― 45,828

   その他資産の取得による支出 △2,340 △746 △2,868

   その他資産の回収による収入 1,609 35,290 3,416

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△3,185 △162,884 △511,500

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の減少額 △102,105 ― △109,035

   株式の発行による収入 ― ― 1,914,329

   自己株式の取得による支出 ― △357 ―

   配当金の支払額 △187,500 △233,750 △187,500

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△289,605 △234,107 1,617,794

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 64 △1,881 9,439

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 59,800 92,283 1,859,858

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,743,416 3,603,275 1,743,416

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
  (期末)残高

※ 1,803,217 3,695,558 3,603,275
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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 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

子会社はすべて連結しておりま

す。

  連結子会社の数 ２社

  連結子会社の名称

   BSP International Corp.

   株式会社ビーエスピーソリュ

ーションズ

１ 連結の範囲に関する事項

子会社はすべて連結しておりま

す。

  連結子会社の数 ２社

  連結子会社の名称

   BSP International Corp.

   株式会社ビーエスピーソリュ

ーションズ

１ 連結の範囲に関する事項

子会社はすべて連結しておりま

す。

  連結子会社の数 ２社

  連結子会社の名称

   BSP International Corp.

   株式会社ビーエスピーソリュ

ーションズ

２ 持分法の適用に関する事項

  関連会社がない為、該当事項は

ありません。

２ 持分法の適用に関する事項

同左

２ 持分法の適用に関する事項

同左

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  連結子会社のうち、株式会社ビ

ーエスピーソリューションズの中

間決算日は中間連結決算日と一致

しております。

た だ し、BSP  International 

Corp. の中間決算日は６月30日で

あります。

  中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同日現在の財務諸表を使

用し、中間連結決算日との間に生

じ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。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

同左

３ 連結子会社の決算日等に関する

事項

  連結子会社のうち、株式会社ビ

ーエスピーソリューションズの決

算日は連結決算日と一致しており

ます。

た だ し、BSP  International 

Corp. の決算日は12月31日であり

ます。

  連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重

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

 (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

算定しております。)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  イ 有価証券

   満期保有目的の債券

     償却原価法(定額法)

   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

り算定しております。)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  イ 有価証券

   満期保有目的の債券

     償却原価法(定額法)

   その他有価証券

    時価のあるもの

      連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定し

ております。)

    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

   (1) 仕掛品

      個別法による原価法

   (2) 貯蔵品

      終仕入原価法による

原価法

  ロ たな卸資産

   (1) 仕掛品

          同左

   (2) 貯蔵品

     同左

  ロ たな卸資産

   (1) 仕掛品

     同左

   (2) 貯蔵品

     同左
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前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  イ 有形固定資産

     主として定率法を採用し

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       15年

     工具器具及び備品 ６年

 (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

          同左

     

     

     

 (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

          同左

    

     

     

  ロ 無形固定資産

     当社及び国内連結子会社

は定額法を採用し、在外子

会社は所在地国の会計基準

に基づく定額法を採用して

おります。

     なお、市場販売目的のソ

フトウェアは販売可能な見

込有効期間(３年以内)に基

づく定額法によっておりま

す。自社利用目的のソフト

ウェアは社内における利用

可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

  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によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  イ 貸倒引当金

          同左

 (3) 重要な引当金の計上基準

  イ 貸倒引当金

          同左

  ロ 賞与引当金

     従業員に対する賞与の支

給に備えるため、当中間連

結会計期間に負担すべき支

給見込額を計上しておりま

す。

  ロ 賞与引当金

          同左

  ロ 賞与引当金

     従業員に対する賞与の支

給に備えるため、当連結会

計年度に負担すべき支給見

込額を計上しております。

  ハ 役員賞与引当金

     役員に対する賞与の支払

に備えるため、支給見込額

に基づき計上しておりま

す。

  ハ 役員賞与引当金

          同左

  ハ 役員賞与引当金

          同左

  ニ 役員退職慰労引当金

     役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基づ

く平成17年６月末要支給額

の100％を計上しておりま

す。

  ニ 

────────

  ニ 役員退職慰労引当金

     役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基づ

く平成17年６月末要支給額

の100％を計上しておりま

す。
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前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算への基準

   外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外子会社の資産、負

債、収益及び費用は中間連結決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は資本の部

における為替換算調整勘定に含

めて計上しております。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算への基準

   外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

なお、在外子会社の資産、負

債、収益及び費用は中間連結決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算への基準

   外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

なお、在外子会社の資産、負

債、収益及び費用は連結決算日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて

計上しております。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (6) 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

  イ 消費税等の会計処理

     消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。

 (6) 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

  イ 消費税等の会計処理

同左

 (6) 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

  イ 消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・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。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左
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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４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３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

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。

 
 
 
 
 

──────── 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度から「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

関する会計基準等）

 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。これ

による損益に与える影響はありませ

ん。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は5,924百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。

   
 
 
 
 
 

 ────────
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間連結損益計算書関係) 

  

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       110,712千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       98,829千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      90,487千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保資産 担保付債務

種類 金額 内容 金額

千円 千円
長期性 
預金

330,000
短期 
借入金

113,220

   短期借入金は借入枠を記載し

ております。なお、長期性預金

はビーエスピー共済会借入金枠

200,O00千円に対しても担保提

供しております。

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保資産 担保付債務

種類 金額 内容 金額

千円 千円
長期性 
預金

200,000 － －

   長期性預金はビーエスピー共

済会借入金枠200,000千円に対

して担保提供しております。

 

※２ 担保資産及び担保付債務

担保資産 担保付債務

種類 金額 内容 金額

千円 千円
長期性
預金

200,000 － －

   長期性預金はビーエスピー共

済会借入金枠200,000千円に対

して担保提供しております。

 

 ３ 保証債務

   ビーエスピー共済会及び従業

員について、金融機関よりの借

入金に対し債務保証を行ってお

ります。

保証先 金額 内容

千円

ビーエス 
ピー共済会

200,000
金融機関より 
の借入金

従業員 513
金融機関より 
の借入金

合計 200,513

   なお、ビーエスピー共済会へ

の債務保証は借入枠を記載して

おります。

 

 ３ 保証債務

   ビーエスピー共済会及び従業

員について、金融機関よりの借

入金に対し債務保証を行ってお

ります。

保証先 金額 内容

千円

ビーエス
ピー共済会

200,000
金融機関より
の借入金

従業員 1,683
金融機関より
の借入金

合計 201,683

   なお、ビーエスピー共済会へ

の債務保証は借入枠を記載して

おります。

 

 ３ 保証債務

   ビーエスピー共済会及び従業

員について、金融機関よりの借

入金に対し債務保証を行ってお

ります。

保証先 金額 内容

千円

ビーエス
ピー共済会

200,000
金融機関より
の借入金

従業員 8,235
金融機関より
の借入金

合計 208,235

   なお、ビーエスピー共済会へ

の債務保証は借入枠を記載して

おります。

 

 ４ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行４行と

貸出コミットメントライン設定

契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間連結会計

期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

貸出コミット 
メントの総額

1,000,000千円

借入実行残高 ─

差引額 1,000,000千円
 

 ４ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行１行と

貸出コミットメントライン設定

契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当中間連結会計

期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

貸出コミット
メントの総額

1,000,000千円

借入実行残高 ─

差引額 1,000,000千円

 ４ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行１行と

貸出コミットメントライン設定

契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

貸出コミット 
メントの総額

1,000,000千円

借入実行残高 ─

差引額 1,000,000千円

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

※1. 

  ──────── 

 

※2.

────────

※1.固定資産除却損は、工具器具及

び備品82千円であります。 

 

※2.

────────

※1.固定資産除却損は、建物2,824

千円、工具器具及び備品3,485

千円であります。

※2.固定資産売却損は、工具器具及

び備品131千円であります。
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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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  100株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １. 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

   ２. 平成17年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

   
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

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

普通株式(千株) 4,250 ― ― 4,250

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

普通株式(株) ― 100 ― 100

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（千株） 当中間連結
会計期間 
末残高 
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社 平成17年新株予約権 普通株式 375 ― 5 370 ―

合計 375 ― 5 370 ―

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日 
定時株主総会

普通株式 233,750 55.00 平成18年３月31日 平成18年６月23日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月９日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 118,997 28.00 平成18年９月30日 平成18年12月11日

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３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 
預金勘定

2,007,017千円

預入期間３ヶ月 
超の定期預金

△203,800千円

現金及び 
現金同等物

1,803,217千円

 

※ 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
預金勘定

2,900,139千円

預入期間３ヶ月
超の定期預金

△203,800千円

有価証券 999,219千円

現金及び
現金同等物

3,695,558千円

 

※ 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

現金及び 
預金勘定

2,807,146千円

預入期間３ヶ月 
超の定期預金

△203,800千円

有価証券 999,928千円

現金及び 
現金同等物

3,603,275千円
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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４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成

18年４月１日 至 平成18年９月30日)および前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３

月31日) 

当社グループは、ＩＴシステム運用管理領域に係るソフトウェア・プロダクト及びソリューションの

提供を主な事業とした、単一事業分野の営業活動を行っているため、事業の種類別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

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４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成

18年４月１日 至 平成18年９月30日)および前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３

月31日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計の90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

３ 海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成

18年４月１日 至 平成18年９月30日)および前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３

月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

リース取引 

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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有価証券関係 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

(1) 満期保有目的の債券 

  

 
(2) その他有価証券 

  

 
  

内容
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 48,312 70,800 22,487

合計 48,312 70,800 22,487

内容
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券

 非上場株式 590,000

合計 590,000

内容
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 48,312 83,550 35,237

合計 48,312 83,550 35,237

内容
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

国債・地方債等 999,219

合計 999,219

内容
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 590,000

合計 590,000
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前連結会計年度(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券 

(1) 満期保有目的の債券 

  

 
  

(2) その他有価証券 

  

 
  

デリバティブ取引関係 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成

18年４月１日 至 平成18年９月30日)および前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３

月31日) 

当社グループは、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 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

  

内容
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額 
(千円)

株式 48,312 95,400 47,087

合計 48,312 95,400 47,087

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

コマーシャル・ペーパー 999,928

合計 999,928

内容
連結貸借対照表計上額

(千円)

非上場株式 590,000

合計 590,000
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１株当たり情報 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益および潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

   
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 947円92銭 １株当たり純資産額 1,393円98銭 １株当たり純資産額 1,339円56銭

１株当たり中間純利益 127円51銭 １株当たり中間純利益 111円03銭 １株当たり当期純利益 176円79銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、期中平

均株価が行使価格を下回っており、

希薄化効果を有しないため記載して

おりません。

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

176円27銭

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間連結損益計算書上の 
中間(当期)純利益(千円)

478,181 471,889 670,339

普通株式に係る中間(当期)純
利益 
(千円)

478,181 471,889 670,339

普通株主に帰属しない金額(千
円)

─ ─ ─

普通株式の期中平均株式数
(株)

3,750,000 4,249,941 3,791,666

中間(当期)純利益調整額(千
円)

─ ─ ─

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の主要
な内訳(株)

 新株予約権 ─ ─ 11,225

普通株式増加数(株) ─ ─ 11,225

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)純利益の算定に含ま
れ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
3,700個）

新株予約権１種類
（新 株 予 約 権 の 数
3,750個）
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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４月１日 至 平成17年９月30日） 

当社は、平成17年12月15日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに平

成17年６月23日開催の第23期定時株主総会決議に基づき、当社および当社子会社の取締役および従

業員に対して以下のとおりストックオプションとして無償で新株予約権を発行することを決議いた

しました。 

  

 
3) 新株予約権の発行価額及び発行日 

新株予約権は無償で発行するものとし、これを発行する日は平成17年12月28日であります。 

4) 新株予約権行使時に払込すべき１株当たりの金額 

新株予約権行使時に払込すべき１株当たりの金額は、当社普通株式の株式上場に際して行う公

募増資等のために当社取締役会または取締役会の委任を受けた代表取締役が決定し公表する当社

普通株式の一般募集における発行価格・売出しにおける売出価格と同額(以下「公募価格」とい

う。)とします。ただし、当該公募価格が1,000円に満たないときは、1,000円とします。 

5) 新株予約権の割当を受ける者及び発行数 

  

 
  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 子会社の設立及び事業譲受 

１. 設立会社の概要 

① 商号  株式会社ビーエスピー・プリズム 

② 設立年月日 平成18年10月25日 

③ 本店所在地 東京都港区 

④ 代表者  代表取締役社長 古川 章浩（当社常務取締役） 

⑤ 資本金  １百万円 

⑥ 決算期  ３月 

⑦ 当社との関係 100%出資子会社 

  

２. 設立の趣旨 

株式会社ビーエスピー・プリズムは、株式会社プリズムの主要プロダクト事業を譲受けるため

に設立いたしました。株式会社プリズムは、帳票の作成や運用管理、出力ツール領域に特化した

専業ベンダーとして16年余りにわたって事業を行っており、幅広い製品群を有し帳票管理ツール

市場において独自のポジションを得ております。同社からのプロダクト事業譲受けによって、当

社グループは、帳票データ作成から、帳票の管理・仕分け、電子化、印刷までの全領域を広くカ

バーする製品ラインアップを拡充・強化できるとともに、製品がもつ強みや優位性を活かした、

より強力な製品力、市場競争力を確保することが可能になるものと判断しております。 

  

l) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 当社普通株式 375,000株

2) 発行する新株予約権の総数 3,750個

割当対象者の区分 人数 新株予約権の発行数

当社取締役 5人 1,850個

当社子会社取締役 2人 420個

当社従業員 31人 1,240個

当社子会社従業員 10人 240個

合計 48人 3,750個
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３. 事業の譲受け内容 

① 譲受け事業の内容  

 プロダクト事業における帳票作成・出力・管理運用ソフトウェア製品、保守サービスに関わ

る営業権 

② 譲受けの資産、負債  

 株式会社ビーエスピー・プリズムはソフトウェア製品の著作権および、のれんのみを譲受

け、資産および負債については譲受けません。 

③ 譲受け価額  

 総額約380百万円（現金決済） 

  うち、ソフトウェア著作権等として約230百万円、のれんとして約150百万円 

  

４. 株式会社プリズムの概要 

① 商号  株式会社プリズム 

② 主な事業内容 帳票管理ソフトウェアの開発・販売 

③ 設立年月  平成２年３月 

④ 本店所在地 東京都品川区 

⑤ 代表者  山田 秀樹 

⑥ 資本金  160百万円 

⑦ 決算期  ９月末 

⑧ 売上高  1,358百万円（平成17年９月期） 

  

５. 当該事業の損益に与える影響 

 当連結会計年度において、下記の影響を見込んでおります。 

 
  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

その他 

 該当事項はありません。 

  

前回予想(百万円) 修正予想(百万円) 差異額(百万円) 差異率

売上高 4,150 4,260 110 2.7%

経常利益 1,295 1,200 △ 95 △7.3%

当期純利益 750 560 △ 190 △25.3%
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5. 生産、受注及び販売の状況 

  

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 
（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

 ２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 
（注）１ 金額は、仕入価格によっております。 

 ２  仕入高は、主にロイヤリティであります。 

 ３  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 
（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

 ２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

比較増減

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
前年同期比

(％)

ソリューション事業 203,400 147,838 △55,562 △27.3

合計 203,400 147,838 △55,562 △27.3

区分

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

比較増減

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
前年同期比

(％)

ソリューション事業 24,744 31,097 6,352 25.6

合計 24,744 31,097 6,352 25.6

事業部門 区分

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

比較増減

受注高 
(千円)

受注残高
(千円)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

受注残高 
(千円)

受注残高
(千円)

ソリューシ
ョン事業

プロフェッシ
ョナルサービ
ス

198,839 49,022 151,037 35,747 △47,802 △13,275

合計 198,839 49,022 151,037 35,747 △47,802 △13,275
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(4) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 
（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 ２  当中間連結会計期間におけるプロダクト販売のうち、プラットフォーム別（メインフレーム系、オープ

ン・メインフレーム系およびオープン系）の販売高、プロダクト販売に占める構成比、前年同期比は以下の

とおりであります。 

 
 ３  当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合について

は、10％以上に該当する相手先がないため、記載を省略しております。 

  

  

事業部門 区分 機能別 プロダクト別

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

販売高 
（千円）

前年同期比
（％）

プロダクト事業 プロダクト ジョブ管理 Ａ－ＡＵＴＯ系 311,619 △18.9

帳票管理
Ａ－ＳＰＯＯＬ系
ＢＳＰ－ＲＭ系

111,323 △36.8

その他 19,820 △39.9

プロダクト事業 442,763 △25.4

期間使用料 262,548 5.4

保守サービス 1,155,853 1.0

導入支援サービス他 48,691 △12.0

プロダクト事業計 1,909,857 △6.5

ソリューション事業 プロフェッショナルサービス 151,033 △18.2

ソリューション事業計 151,033 △18.2

合  計 2,060,890 △7.5

区分 販売高（千円） 販売高構成比（％） 前年同期比（％）

プロダクト メインフレーム系 120,426 27.2 △40.6

オープン・メインフレーム系 126,268 28.5 △38.1

オープン系 196,069 44.3 4.8

合 計 442,763 100.0 △25.4

- 39 -




