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１．四半期財務諸表情報の作成等に係る事項
①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　無
②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　無
③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　：　有

（内容）　・連結（新規）２社（除外）－社　　・持分法（新規）３社（除外）－社

２．平成18年12月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年１月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況 （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12月期第３四半期 3,094 (27.1) △4 (　―　) △11 (　―　)
17年12月期第３四半期 2,435 (55.2) 605 (2.6) 574 (0.3)
（参考）17年12月期 3,565 (62.5) 817 (3.8) 822 (9.4)

四半期（当期）純利益
１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

百万円 ％ 円　銭 円　銭
18年12月期第３四半期 △178 (　―　) △578.92 ―
17年12月期第３四半期 287 (△11.3) 1,889.31 1,834.96
（参考）17年12月期 361 (△16.0) 2,371.23 2,306.33

（注）① 持分法投資損益 18年12月期第３四半期 △51百万円 17年12月期第３四半期 △12百万円

 17年12月期 △14百万円
② 期中平均株式数（連結） 18年12月期第３四半期 308,371株 17年12月期第３四半期 152,333株

 17年12月期 152,596株
③ 売上高、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年四半期増減率によっております。
④　平成17年11月4日開催の取締役会決議に基づき、平成18年２月20日をもって、普通株式１株を２株に分割しております。１株当たり情

報は、平成18年12月期第３四半期は株式分割後の株数により、平成17年12月期第３四半期、平成17年12月期は株式分割前の株数により
算出しております。

(2）財政状態（連結）の変動状況

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12月期第３四半期 4,359 2,531 54.6 7,695.61
17年12月期第３四半期 3,339 2,455 73.5 16,013.80
（参考）17年12月期 3,593 2,610 72.6 17,000.92

（注）① 期末発行済株式数（連結） 18年12月期第３四半期 309,080株 17年12月期第３四半期 153,325株

 17年12月期 153,560株
②　平成17年11月4日開催の取締役会決議に基づき、平成18年２月20日をもって、普通株式１株を２株に分割しております。１株当たり情

報は、平成18年12月期第３四半期は株式分割後の株数により、平成17年12月期第３四半期、平成17年12月期は株式分割前の株数により
算出しております。

【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12月期第３四半期 △181 △1,997 1,156 662
17年12月期第３四半期 27 △403 117 1,786
（参考）17年12月期 99 △625 187 1,720

  〔参考〕平成18年12月期の連結業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

通　　　期 4,400百万円 310百万円 20百万円
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　　 64円 71銭

※　なお、本資料で記述されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、
潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこれらの予想大
きく異なる可能性があることをご承知おきください。
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〔経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等〕
　営業、マーケティング、フィールド業務等の非製造部門の効率を向上させることは、各企業にとって大きな経営課題で
あり、同時に当社、当社の連結子会社及び関連会社（以下、「当社グループ」といいます）にとっては大きな市場であり
ます。当社グループでは、これら企業の経営課題に対し、ソフトウェア、コンサルティング、ビジネス・プロセス・アウ
トソーシング（BPO）を中核とした「非製造部門の業務支援ソリューション」を提供し、解決を支援しております。
　当社グループのソリューションは、独自のソフトウェアとノウハウを駆使した顧客企業へのコンサルティングを行い、
経営のリアルタイムでの「見える化」、科学的な分析が可能となる「計る化」を実現し、営業部門へのコーチングや定期
的なコンサルティングサービス等を通じて継続的な改善を支援しております。又、「見える化」、「計る化」による明ら
かになった顧客企業の非効率な業務を、効率的に当社グループで代行して行うBPO受託も展開しております。
　平成１２年の東証マザーズ上場以来、繰り返しアピールして来た結果、当社の提唱するコンセプトは広くマーケットに
浸透して参りました。従来から当社がターゲットとしてきた大企業への当社ソリューションの販売は順調に拡大しており、
中堅・中小企業向けにもサービスの展開も行っております。又、従来はソフトウェア及びコンサルティングの提供のみに
留まっていたサービス内容を、コーチング、BPOの受託等にも拡大しております。さらに、平成９年以来、中国子会社を通
じソフトウェアの開発を行って来たノウハウを活かして、ソフトウェアのオフショア開発を受託する事業も平成１７年度
より開始致しました。
　又、平成２０年４月以降に開始する事業年度から適用される金融商品取引法（通称：日本版ＳＯＸ法）準拠に向けて今
後益々企業の透明性、社会的責任、内部統制やコンプライアンスが重視されることが予想され、企業価値向上の為の様々
なプロフェッショナルアドバイスや、日本版ＳＯＸ法に準拠した社内体制構築の為のルール作りやシステム構築に関する
コンサルティングサービスに対するニーズが今後大きく高まるものと考えております。当社は当社グループが永年に渡っ
て構築してきましたプロセスマネージメントを活かしたコンプライアンスの仕組み作りの為のノウハウと、ソフトウェア
エンジンの提供、大企業顧客との幅広いコンタクトベースの活用、システム構築に係わる業務の受託等でこの分野への事
業展開が可能と考え、米国ニューヨーク市に本拠を置き、前ニューヨーク市長であるルドルフ　Ｗ．ジュリアーニ氏が率
いるマネージメントコンサルティング会社であるジュリアーニ・パートナーズＬＬＣ（Giuliani Partners LLC、本社：米
国ニューヨーク市　代表：ルドルフ　Ｗ．ジュリアーニ　以下、ジュリアーニ・パートナーズ）と企業統治、内部統制及
びコンプライアンス強化に関するコンサルティング事業に関する事業提携を行い、ジュリアーニ・パートナーズのブラン
ド力、ノウハウなどを利用してコンプライアンス分野に特化したコンサルティング業務を行う株式会社Giuliani Compliance 
Japan(以下、ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパン)の発行済株式約１６．６％を当四半期連結会計期間に間接的に
取得いたしました。ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパンは、平成１８年１０月より営業活動を開始しております。
　当四半期連結会計期間につきましては、ソフトウェアとコンサルティングやトレーニング等のサービスをパッケージ化
した当社グループの主力商品である大企業向けの「eセールスマネージャー」は順調に推移し、立ち上がりの遅れていた中
堅・中小企業向けASPサービスの「eセールスマネージャーMS」も営業体制を見直し販売促進に取り組んだ結果売り上げを
伸ばし、売上高は3,094,565千円（前年同期比27.1%増）となりました。しかしながら、当社グループが今後大きく飛躍す
るためのチャンスと考え、ブランドイメージの向上を狙った広告宣伝費の支出、当社製品の次期バージョンの開発のため
の費用、又、受託開発の大幅な伸びによる外注費の増加や主に連結子会社を通じて新規事業への進出にかかわる先行投資
コストが増加した結果、営業損失は4,466千円、経常損失は11,639千円となり、当四半期純損失178,522千円となりました。

品目別売上高 （百万円未満切捨）

品目

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年９月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日

 　至　平成18年９月30日） 前年同期比
（％)

前期（通期）

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

非製造部門の業務支援

ソリューション事業

製品
パッケージサービス

販売業務
1,467 60.2 1,436 46.4 97.9 2,126 59.7

サービス
受託開発業務 589 24.2 787 25.5 133.7 806 22.6

その他 372 15.3 864 27.9 231.8 624 17.5

小計 2,429 99.8 3,088 99.8 127.1 3,556 99.8

その他 6 0.2 5 0.2 96.1 7 0.2

合計 2,435 100.0 3,094 100.0 127.1 3,565 100.0

〔財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等〕
　当第３四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ1,058,825千円減少し、
662,131千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失が、114,153千円になったこと、また、法人税等の支払
額が322,585千円となったこと等により、181,728千円の支出超過になりました。

（投資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・フローは、有形・無形固定資産、投資有価証券の取得等により、1,997,538千円の支出超過
になりました。

（財務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・フローは、社債の発行による収入999,126千円、少数株主からの払込による収入192,400千
円等により、1,156,803千円の収入超過になりました。
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３．【四半期連結財務諸表】

(1）【四半期連結貸借対照表】

前第３四半期連結会計期間末

(平成17年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間末

(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17年12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 1,786,327 662,131 1,720,957

２　受取手形及び売

掛金
※１ 637,723 872,046 854,198

３　たな卸資産 115,245 136,793 25,841

４　前払金 ― ― 100,000

５　繰延税金資産 7,292 35,359 24,998

６　その他 27,891 33,166 23,395

貸倒引当金 △437 △1,018 △899

流動資産合計 2,574,043 77.1 1,738,479 39.9 2,748,491 76.5

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※２ 130,768 235,645 124,361

２　無形固定資産

(1）ソフトウェア ― 293,746 194,096

(2）連結調整勘定 ― 87,039 106,628

(3）その他 ― 267,614 915 381,701 915 301,639

３　投資その他の資

産

(1）投資有価証券 ※３ ― 1,483,026 169,487

(2）差入保証金 169,548 220,166 235,942

(3）長期性預金 ― 282,340 ―

(4）その他 197,502 60,314 53,409

貸倒引当金 ― 367,050 △41,699 2,004,147 △40,154 418,685

固定資産合計 765,433 22.9 2,621,494 60.1 844,686 23.5

資産合計 3,339,477 100.0 4,359,974 100.0 3,593,177 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

(平成17年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間末

(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17年12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　支払手形及び買

掛金
170,637 131,949 114,627

２　短期借入金 3,500 45,765 44,405

３　未払法人税等 137,903 83,063 300,973

４　賞与引当金 59,373 86,350 ―

５　返品調整引当金 ― 1,403 ―

６　その他 312,247 411,071 373,152

流動負債合計 683,661 20.5 759,603 17.4 833,158 23.2

Ⅱ　固定負債

１　社債 ― 1,000,000 ―

２　長期借入金 116,116 41,800 98,661

３　繰延税金負債 58,084 26,842 23,563

固定負債合計 174,200 5.2 1,068,642 24.5 122,224 3.4

負債合計 857,862 25.7 1,828,246 41.9 955,382 26.6

（少数株主持分）

少数株主持分 26,299 0.8 ― ― 27,134 0.8

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 800,980 24.0 ― ― 804,328 22.4

Ⅱ　資本剰余金 591,650 17.7 ― ― 594,998 16.5

Ⅲ　利益剰余金 1,026,618 30.7 ― ― 1,160,579 32.3

Ⅳ　為替換算調整勘定 36,065 1.1 ― ― 50,754 1.4

資本合計 2,455,315 73.5 ― ― 2,610,660 72.6

負債、少数株主持

分及び資本合計
3,339,477 100.0 ― ― 3,593,177 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

(平成17年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間末

(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17年12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 ― ― 823,573 18.9 ― ―

２　資本剰余金 ― ― 614,243 14.1 ― ―

３　利益剰余金 ― ― 951,344 21.8 ― ―

株主資本合計 ― ― 2,389,161 54.8 ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券

評価差額金
― ― △16,757 △0.4 ― ―

２　為替換算調整勘

定
― ― 6,155 0.2 ― ―

評価・換算差額等

合計
― ― △10,601 △0.2 ― ―

Ⅲ　新株予約権 ― ― 1,867 0.0 ― ―

Ⅳ　少数株主持分 ― ― 151,301 3.5 ― ―

純資産合計 ― ― 2,531,727 58.1 ― ―

負債純資産合計 ― ― 4,359,974 100.0 ― ―
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(2）【四半期連結損益計算書】

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１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１月１日

至　平成17年12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 2,435,535 100.0 3,094,565 100.0 3,565,657 100.0

Ⅱ　売上原価 764,203 31.4 1,198,261 38.7 1,187,574 33.3

売上総利益 1,671,332 68.6 1,896,304 61.3 2,378,082 66.7

返品調整引当金

繰入額
― ― 1,403 0.1 ― ―

差引売上総利益 ― ― 1,894,900 61.2 ― ―

Ⅲ　販売費及び一般管

理費

※１

　４
1,065,682 43.8 1,899,366 61.4 1,560,368 43.8

営業利益（△

損失）
605,650 24.9 △4,466 △0.2 817,713 22.9

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息及び受

取配当金
6,761 6,507 8,016

２　為替差益 ― 36,652 18,193

３　在外子会社還付

奨励税
458 ― 479

４　雑収入 0 7,220 0.3 6,343 49,503 1.6 ― 26,690 0.8

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 606 1,963 1,213

２　社債発行費 ― 873 ―

３　持分法投資損失 12,204 51,801 14,017

４　株式交付費 1,352 2,036 1,394

５　株式上場費用 5,000 ― 5,000

６　為替差損 18,950 ― ―

７　雑損失 0 38,114 1.6 0 56,676 1.8 459 22,085 0.6

経常利益

（△損失）
574,756 23.6 △11,639 △0.4 822,318 23.1
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１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１月１日

至　平成17年12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

（％）

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券売

却益
1,377   ― 12,997

２　債務免除益 ―   ― 18,056

３　解約返戻金 ―   8,880 ―

４　受取保険金 ―   30,071 ―

５　持分変動利益 ― 1,377 0.1 ― 38,951 1.3 2,747 33,801 1.0

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損 ※２ 954 18,553 1,526

２　固定資産売却損 ※３ 140 ― 146

３　投資有価証券評

価損
― 68,530 ―

４　子会社株式評価

損
― ― 30,100

５　本社移転費用 ― 49,337 ―

６　貸倒引当金繰入

額
― ― 55,039

７　たな卸資産評価

損
― ― 11,871

８　貸倒損失 ― ― 2,219

９　前期損益修正損 ― ― 27

10　持分変動損失 153 1,248 0.1 5,044 141,465 4.6 ― 100,931 2.8

税金等調整前

四半期（当期）

純利益（△損失）

574,884 23.6 △114,153 △3.7 755,188 21.2

法人税、住民税

及び事業税
※５ 312,194 104,675 469,856

法人税等調整額 ※５ △11,261 300,933 12.4 △9,165 95,510 3.1 △63,488 406,367 11.4

少数株主損失 13,853 0.6 31,141 1.0 13,019 0.4

四半期（当期）

純利益（△損失）
287,804 11.8 △178,522 △5.8 361,839 10.2
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(3）【四半期連結剰余金計算書】

前第３四半期連結会計期間

 (自 平成17年１月１日

至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の

連結剰余金計算書

 (自 平成17年１月１日

至 平成17年12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 565,482 565,482

Ⅱ　資本剰余金増加高

増資による新株の発行 26,168 26,168 29,516 29,516

Ⅲ　資本剰余金四半期期末（期末）

　　残高
591,650 594,998

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 769,111 769,111

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　子会社の減少に伴う剰余金増加高  47,320

２　持分法適用会社の減少に伴う剰余

金増加高
 12,605

３　四半期（当期）純利益 287,804 287,804 361,839 421,765

Ⅲ　利益剰余金減少高

配当金 30,298 30,298 30,298 30,298

Ⅳ　利益剰余金四半期期末（期末）残高 1,026,618 1,160,579
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(4) 【四半期連結株主資本等変動計算書】

 当第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

新株
予約権

少数株
主
持分

純資産
合計

資本金
資本剰余

金
利益剰余

金

株主資
本
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17年12月31日　残高

（千円）
804,328 594,998 1,160,579 2,559,906 ― 50,754 50,754  27,134 2,637,794

四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 19,244 19,244  38,489   ―   38,489

剰余金の配当（千円）   △30,712 △30,712   ―   △30,712

四半期純利益（千円）(△

損失)
  △178,522 △178,522   ―   △178,522

株主資本以外の項目の四半

期連結会計期間中の変動額

（純額）（千円）

   ― △16,757 △44,598 △61,355 1,867 124,166 64,678

四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
19,244 19,244 △209,234 △170,745 △16,757 △44,598 △61,355 1,867 124,166 △106,066

平成18年９月30日　残高

（千円）
823,573 614,243 951,344 2,389,161 △16,757 6,155 △10,601 1,867 151,301 2,531,727
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(5）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

前第３四半期連結会計期間
 (自 平成17年１月１日

至　平成17年9月30日）

当第３四半期連結会計期間
 (自 平成18年１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１月１日
至　平成17年12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

税金等調整前四半期（当期）
純利益

574,884 △114,153 755,188

減価償却費 60,069 99,361 95,698

長期前払費用償却額 ― 3,203 ―

連結調整勘定償却額 5,539 30,594 18,002

持分法による投資損益 ― 51,801 ―

貸倒引当金の増加額（△減少額） 292 1,664 55,804

返品調整引当金の増減額 ― 1,403 ―

賞与引当金の増加額 59,373 86,350 ―

受取利息及び受取配当金 △6,761 △6,507 △8,016

支払利息 606 1,963 606

社債発行費 ― 873 ―

持分法投資損失 12,204 ― 14,017

株式交付費 1,352 2,036 1,394

株式上場費用 5,000 ― 5,000

投資有価証券売却益 △1,377 ― △12,997

固定資産除却損 954 18,553 1,526

固定資産売却損 140 ― 146

投資有価証券評価損 ― 68,530 ―

子会社株式評価損 ― ― 30,100

本社移転費用 ― 49,337 ―

少数株主損失 13,853 ― ―

持分変動損失（△利益） ― 5,044 △2,747

売上債権の減少額（△増加額） △285,562 △19,366 △503,822

たな卸資産の減少額（△増加額） △32,761 △97,458 56,537

仕入債務の増加額（△減少額） 101,904 17,289 47,585

未払消費税の増加額（△減少額） △7,166 ― ―

その他の増減額 △19,865 △19,394 △3,752

小計 482,683 181,128 550,273

利息及び配当金の受取額 1,607 11,029 1,202

利息の支払額 △606 △1,963 △606

本社移転費用の支払額 ― △49,337 ―

法人税等の支払額 △456,570 △322,585 △451,026

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,113 △181,728 99,842
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前第３四半期連結会計期間
 (自 平成17年１月１日

至　平成17年9月30日）

当第３四半期連結会計期間
 (自 平成18年１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１月１日
至　平成17年12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 ― △282,340 ―

長期貸付による支出 △2,988 ― ―

有形固定資産の取得による支出 △93,233 △184,276 △109,878

有形固定資産の売却による収入 11 ― 12

無形固定資産の取得による支出 △82,268 △143,530 △170,072

投資有価証券の取得による支出 △118,000 △1,403,459 △124,710

投資有価証券の売却による収入 1,600 ― 30,650

新規連結子会社ソフトブレーン・
コストマネージメント株式会社の
取得及び除外による支出

― ― △70,711

新規連結子会社株式会社ダイヤモ
ンド・ビジネス企画の取得による
支出

△6,451 ― △6,451

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による収入

4,337 ― ―

差入保証金の返戻による収入 1,318 100,995 1,318

差入保証金の差入による支出 △107,332 △84,926 △175,600

投資活動によるキャッシュ・フロー △403,006 △1,997,538 △625,443

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 △3,824 △2,240 37,080

長期借入による収入 66,700 ― 85,988

長期借入金の返済 ― △41,260 ―

社債の発行による収入 ― 999,126 ―

新株予約権の発行による収入 ― 1,867 ―

株式の発行による収入 50,983 36,452 57,637

株式上場費用の支払額 5,000 ― △5,000

少数株主からの払込による収入 26,146 192,400 40,000

配当金の支払額 △27,928 △29,542 △28,122

財務活動によるキャッシュ・フロー 117,077 1,156,803 187,584

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 51,132 △36,361 64,962

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
　　（△減少額）

△207,682 △1,058,825 △273,053

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,994,010 1,720,957 1,994,010

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期期末（期
末）残高

※ 1,786,327 662,131 1,720,957
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前第３四半期連結会計期間

 (自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

 (自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

 (自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日)

１　連結の範囲に関

　する事項

連結子会社　７社

　子会社７社を連結しております。

連結子会社名は、軟脳軟件（北京）

有限公司、ソフトブレーン・フィー

ルド株式会社、ソフトブレーン・サー

ビス株式会社、ソフトブレーン・イ

ンテグレーション株式会社、ソフト

ブレーン・コストマネージメント株

式会社、株式会社ダイヤモンド・セー

ルス編集企画及びソフトブレーン・

オフショア株式会社であります。株

式会社ダイヤモンド・セールス編集

企画及びソフトブレーン・オフショ

ア株式会社は、当四半期連結会計期

間に新たに出資し連結子会社となっ

ております。

連結子会社　８社

 子会社８社を連結しております。連結

子会社名は、軟脳軟件(北京)有限公司、

ソフトブレーン・フィールド株式会社、

ソフトブレーン・サービス株式会社、

株式会社ヒューマンワークス、株式会

社ダイヤモンド・ビジネス企画、ソフ

トブレーン・オフショア株式会社、ソ

フトブレーン・インテグレーション株

式会社、軟脳離岸資源（青島）有限公

司であります。

 　ソフトブレーン・インテグレーショ

ン株式会社は当四半期連結会計期間に

社名を株式会社ヒューマンワークスに

変更しております。また、ソフトブレー

ン・インテグレーション株式会社、軟

脳離岸資源（青島）有限公司は当四半

期連結会計期間に新規に設立し、連結

子会社となっております。

連結子会社　６社

　子会社６社を連結しております。連

結子会社名は、軟脳軟件（北京）有限

公司、ソフトブレーン・フィールド株

式会社、ソフトブレーン・サービス株

式会社、ソフトブレーン・インテグ

レーション株式会社、株式会社ダイヤ

モンド・ビジネス企画、ソフトブレー

ン・オフショア株式会社であります。

　ソフトブレーン・インテグレーショ

ン株式会社、ソフトブレーン・オフ

ショア株式会社は当連結会計年度に新

規に設立し、ソフトブレーン・コスト

マネージメント株式会社、株式会社ダ

イヤモンド・ビジネス企画は当連結会

計年度に新規に出資し連結子会社と

なっております。

　関連事業の統合・整理を図るため、

ソフトブレーン・コストマネージメン

ト株式会社の解散を決定し、連結子会

社から除外しております。このため、

当連結会計年度においては、損益計算

書項目のみを連結しております。

２　持分法の適用に

　関する事項

非連結子会社　－社

関連会社　　　４社

　持分法適用会社名は株式会社ビー・

スタイル、株式会社システム工房東

京、株式会社アンソネット、株式会

社ハンズオンクリエイトであります。

株式会社ハンズオンクリエイトは当

四半期連結会計期間に出資を行い、

持分法適用会社となっております。

 非連結子会社　－社

 関連会社　　　６社

　持分法適用会社名は株式会社シス

テム工房東京、株式会社アンソネッ

ト、株式会社ハンズオンクリエイト、

ハンズオンクリエイト１号投資事業

有限責任組合、サイボウズ・メディ

アアンドテクノロジー株式会社、

Softbrain Asia (BVI), Ltd.であり

ます。

 　ハンズオンクリエイト１号投資事業

有限責任組合、サイボウズ・メディア

アンドテクノロジー株式会社、

Softbrain Asia (BVI), Ltd.は当四半

期連結会計期間に出資を行い、持分法

適用関連会社となっております。

　なお、当第３四半期連結会計期間に

出資を行ったサイボウズ・メディアア

ンドテクノロジー株式会社は、当第３

四半期連結会計期間末に取得している

ため、損益の取り込みは行っておりま

せん。 

  持分法を適用していない関連会社

株式会社セールス・フォースは、四半

期純損益(持分に見合う額)および利益

剰余金(持分に見合う額)等からみて、

持分法の対象から除いても四半期連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外しておりま

す。

非連結子会社　－社

関連会社　　　３社

　株式会社システム工房東京、株式会

社アンソネット、株式会社ハンズオン

クリエイトであります。

　株式会社アンソネット、株式会社ハ

ンズオンクリエイトは当連結会計年度

に出資し持分法適用関連会社となって

おります。

　株式会社ビー・スタイルは、当連結

会計年度内に所有株式の一部を売却し

関連会社に該当しなくなった為、当連

結会計年度より持分法適用関連会社か

ら除外しております。
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項目

前第３四半期連結会計期間

 (自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

 (自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

 (自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日)

３　連結子会社の四半

　期決算日（決算日）

　等に関する事項

　四半期連結財務諸表の作成にあたっ

ては、平成17年９月30日に下記子会

社について仮決算を行っております。

会社名：ソフトブレーン・コストマ

ネージメント株式会社

決算月：３月

会社名：株式会社ダイヤモン　ド・

セールス編集企画

決算月：３月

　それ以外の連結子会社の四半期決

算日は、四半期連結決算日と一致し

ております。

　連結子会社の四半期決算日は、四

半期連結決算日と一致しております。

　連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と一致しております。

　株式会社ダイヤモンド・ビジネス企

画は当連結会計年度より、決算日を12

月31日へ変更しております。

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

①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

ａ．時価のあるもの

―――――

 ①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 

ａ．時価のあるもの 

四半期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)

①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

ａ．時価のあるもの

―――――

ｂ．時価のないもの

移動平均法による原価法

 ｂ．時価のないもの

同左

ｂ．時価のないもの

同左

②たな卸資産の評価基準及び評価方

法

製　品：　　―――――

 

仕掛品：個別法に基づく原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方

法

　　製品：最終仕入原価法によってお

ります。

　　仕掛品：同左 

②たな卸資産の評価基準及び評価方

法

　　製品：最終仕入原価法によって

　　　　おります。

　　仕掛品：同左  

(2）重要な減価償

　却資産の減価　

　償却の方法

①有形固定資産

主として定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物３～15年

器具備品３～15年

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

ａ．市場販売目的のソフトウェア

市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売期間（３年

以内）における見込販売数量に

基づく償却額と、販売可能な残

存販売期間に基づく均等配分額

を比較し、いずれか大きい額を

計上する方法によっております。

②無形固定資産

ａ．市場販売目的のソフトウェア

同左

②無形固定資産

ａ．市場販売目的のソフトウェア

同左

ｂ．自社利用のソフトウェア

主として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。

 ｂ．自社利用のソフトウエア

同左

ｂ．自社利用のソフトウェア

同左

(3）重要な引当金

　の計上基準

①貸倒引当金

主として売上債権等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については

貸倒実績率法、貸倒懸念債権及び

破産更生債権については財務内容

評価法によっております。

 ①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

②在庫調整勘定

　　　　 ―――――

 ②在庫調整勘定

 連結子会社である株式会社ダイ

ヤモンド・ビジネス企画は、単行

本の陳腐化による損失に備えるた

め、法人税法基本通達に規定する

方法と同一の基準により計上して

おります。

②在庫調整勘定

同左
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項目

前第３四半期連結会計期間

 (自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

 (自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

 (自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日)

③賞与引当金

　　主として従業員に対して支給

する賞与の支出に備えるため、支

給見込額基準により計上しており

ます。

③賞与引当金

　同左

③賞与引当金

―――――

④返品調整引当金 

 ――――― 

 ④返品調整引当金 

 連結子会社である株式会社ダイ

ヤモンド・ビジネス企画は、販売

した製品の返品による損失に備え

て、過去の返品実績を基にした売

買利益相当額を計上しておりま

す。

 （会計方針の変更）

　連結子会社である株式会社ダイ

ヤモンド・ビジネス企画は従来、

販売した製品の返品につき、返品

の発生時にその損失額を計上する

方法によっておりましたが、当第

３四半期連結会計期間から過去の

返品実績を基にした売買利益相当

額を計上する方法に変更しており

ます。

　この変更は、返品による影響を

より適正に期間損益に反映させる

ために行ったものであります。

　この結果、従来の方法によった

場合と比べて、営業損失、経常損

失及び税金等調整前四半期純損失

は1,403千円多く計上されており

ます。

 ④返品調整引当金 

――――― 

(4）その他四半期連結

財務諸表（連結財

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は、税抜方式に

よっております。

同左 同左 

５　四半期連結キャッ

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カ月以内に

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 
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四半期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

前第３四半期連結会計期間

 (自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

 (自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

────── １　固定資産の減損に係る会計基準

 　当第３四半期連結会計期間より、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」(企業会計基準

適用指針第６号　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。

──────

────── ２　貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準

 当第３四半期連結会計期間より、「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

計基準第５号　平成17年12月９日)及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日)を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

2,378,559千円であります。

 

──────

──────  ３　役員報酬に関する会計基準

　当第３四半期連結会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平

成17年11月29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。

──────

表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間末

(平成18年９月30日)

（四半期連結貸借対照表関係）

　前第３四半期連結会計期間において、「投資その他の資産」に含めて

いた「差入保証金」は、資産総額の100分の５以上となり重要性が増加

したため、当第３四半期連結会計期間から区分掲記することといたしま

した。なお、前第３四半期連結会計期間の「差入保証金」の額は58,021

千円であります。

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間末において「無形固定資産」の「その他」に

含めて記載しておりました「ソフトウェア」については当第３四半期連

結会計期間末において総資産額の5/100を超えたため区分掲記いたしま

した。

　なお、前四半期連結会計期間末の「ソフトウェア」は122,208千円で

あります。

　前四半期連結会計期間末において「投資その他の資産」の「その他」

に含めて記載しておりました「投資有価証券」については当四半期連結

会計期間末において総資産額の5/100を超えたため区分掲記いたしまし

た。

　なお、前四半期連結会計期間末の「投資有価証券」は166,549千円で

あります。  
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度

(平成17年12月31日)

 ※１　　　　―――――― ※１　　　　―――――― ※１　受取手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理

は手形交換日をもって決済処理していま

す。

　当連結会計年度末日が銀行休業日のた

め、次のとおり満期手形が期末残高に含

まれています。

受取手形残高 1,404千円

※２　有形固定資産の減価償

却累計額
88,600千円

※２　有形固定資産の減価償

却累計額
141,660千円

※２　有形固定資産の減価償

却累計額
97,213千円

※３　関連会社に対するものは次のとおりで

あります。

投資有価証券 146,749千円

※３　関連会社に対するものは次のとおりで

あります。

投資有価証券 126,743千円

※３　関連会社に対するものは次のとおりで

あります。

投資有価証券 142,157千円

※４　発行済株式総数

普通株式 153,325株

※４　発行済株式総数

普通株式 309,080株

※４　発行済株式総数

普通株式 153,560株

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間

 （自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日）

当第３四半期連結会計期間

 （自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

 （自　平成17年１月１日

至　平成17年12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。

賞与引当金繰入額 56,109千円

広告宣伝費 131,201

給料手当 204,996

減価償却費 11,499

貸倒引当金繰入額 292

※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。

賞与引当金繰入額 19,500千円

広告宣伝費 427,531

給料手当 612,570

減価償却費 34,914

貸倒引当金繰入額 1,664

※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。

広告宣伝費 199,901千円

給料手当 305,451

研究開発費 78,660

減価償却費 20,434

貸倒引当金繰入額 765

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

建物附属設備 100千円

器具備品 854

合計 954

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

建物附属設備 12,995千円

器具備品 5,557

合計 18,553

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

建物 100千円

器具備品 1,426

合計 1,526

※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

器具備品 140千円

合計 140

※３　　　　　　――――――

 

  

  

※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであ

ります。

器具備品 146千円

合計 146

※４　研究開発費の総額

研究開発費の総額 73,516千円

※４　研究開発費の総額

研究開発費の総額 75,306千円

※４　研究開発費の総額

 78,660千円

※５　当第３四半期連結会計期間に係る「法人

税、住民税及び事業税」と「法人税等

調整額」は、連結会社が当連結会計年

度において予定している利益処分によ

るプログラム準備金等の取崩しを前提

として、その金額を計算しております。

※５ 　　　　　　同左 ※５　　　　　　――――――
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

  当第３四半期連結会計期間（自　平成18年1月1日　至　平成18年９月30日）

 

  １.発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末株

式数（株）

当第３四半期連結会

計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会

計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会

計期間末株式数

（株）

摘要 

 発行済株式

　　普通株式
153,560 155,520 ― 309,080  （注）

 合計 153,560 155,520 ― 309,080 

 （注）普通株式の発行済株式の増加のうち153,560株は平成18年2月20日付けで行った株式1株につき2株の株式分割による

ものであり、1,960株については、ストック・オプションの行使に基づく新株の発行による増加であります。

 

 ２．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。

 

 ３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第３四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第３四半
期連結会計
期間増加

当第３四半
期連結会計
期間減少

当第３四半
期連結会計
期間末

提出会社

（親会社）
第１回新株予約権（注） 普通株式 － 140,000 － 140,000 1,867

合計 － － 140,000 － 140,000 1,867

 （注）１．第１回新株予約権の増加は新株予約権の発行によるものであります。

　　　 ２．上表の新株予約権は、権利行使可能なものであります。

 

 ４．配当に関する事項

　　配当金支払額

決議  株式の種類 配当金の総額  1株当たり配当額  基準日 効力発生日 

 平成18年3月17日

定時株主総会
 普通株式  30,712千円  200円  平成17年12月31日   平成18年3月22日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間

(自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

 (自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日)

１　現金及び現金同等物の四半期期末残高と四

半期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 1,786,327千円

現金及び現金同等物の

四半期期末残高
1,786,327

 

１　現金及び現金同等物の四半期期末残高と四

半期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 662,131千円

現金及び現金同等物の

四半期期末残高
662,131

１　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 1,720,957千円

現金及び現金同等物の

期末残高
1,720,957

（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間

(自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日)

 該当事項はありません。 同左 同左

（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

時価評価されていない主な有価証券

内容 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 19,800

合計 19,800

当第３四半期連結会計期間末（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

内容 取得価額(千円) 中間連結貸借対照表計上額(千円) 差額(千円) 

その他有価証券    

株式 31,388 31,388 ―

合計 31,388 31,388 ―

２　時価評価されていない有価証券

内容 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 90,355

合計 90,355

前連結会計年度（平成17年12月31日現在）

１　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

30,650 12,997 ―

２　時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 169,487

合計 169,487
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（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間末（自平成17年１月１日　至平成17年９月30日）

　デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間末（自平成18年１月１日　至平成18年９月30日）

　デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月30日）

　デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間(自平成18年１月１日　至平成18年９月30日)

１．ストック・オプションの内容及び規模

当第３四半期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18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役７名、監査役４名及び従業員137名

ストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　10,000株

付与日 平成18年３月30日

権利確定条件 （注）２

対象勤務期間 （注）３

権利行使期間 自 平成20年4月1日　至 平成23年3月31日

権利行使価格（円） 91,408

公正な評価単価（付与日）（円）（注）４ －

 (注)　１　株式数に換算して記載しております。

 　　　２　対象者は新株予約権の行使時において当社、当社の子会社並びに関連会社の取締役、監査役または使用人そ

　　　　　の他これに準ずる地位にあること。ただし任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由の

　　　　　ある場合（死亡の場合を除く。）は、この限りではありません。

 　　　３　対象勤務期間の定めはありません。

 　　　４　会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

 

 ２．四半期連結財務諸表への影響額

 　会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、四半期連結財務諸表への影響はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成17年１月１日　至平成17年９月30日）

　当社グループはインターネットを用いた法人向けの業務プロセスマネージメントを推進するパッケージサービス（ソフトウエアエ

ンジン＋初期導入コンサルティング＋トレーニング等のパッケージサービス）、業務プロセスコンサルティングとシステム構築、業

務プロセスのアウトソーシングによる受託等を事業内容としており、情報サービス単一セグメントのため、事業の種類別セグメント

情報を記載しておりません。

当第３四半期連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年９月30日）

　当社グループはインターネットを用いた法人向けの業務プロセスマネージメントを推進するパッケージサービス（ソフトウエアエ

ンジン＋初期導入コンサルティング＋トレーニング等のパッケージサービス）、業務プロセスコンサルティングとシステム構築、業

務プロセスのアウトソーシングによる受託等を事業内容としており、情報サービス単一セグメントのため、事業の種類別セグメント

情報を記載しておりません。

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　当社グループはインターネットを用いた法人向けのソリューションのコンサルティングとシステム構築、パッケージソフトウェア

の開発・販売等を事業内容としており、情報サービス単一セグメントのため、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成17年１月１日　至平成17年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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。

当第３四半期連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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。

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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。

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自平成17年１月１日　至平成17年９月30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。

当第３四半期連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年９月30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。

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12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。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間

(自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日)

１株当たり純資産額 16,013円80銭

１株当たり四半期純利益 1,889円31銭

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益
1,834円96銭

１株当たり純資産額 7,695円61銭

１株当たり四半期純利益 578円92銭

  

  

  

  

 

 

（追加情報）

　当社は、平成17年２月18日をもって普通株

式１株につき５株に分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の１株当たりの情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。

 

前年同四半期連結会計期間

１株当たり純資産額

13,203円18銭

１株当たり四半期純利益

2,145円00銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

2,094円06銭

前連結会計年度末

１株当たり純資産額

13,811円39銭

１株当たり当期純利益

2,847円36銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

2,781円38銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半

期純損失であるため記載しておりません。

（追加情報）

　　当社は、平成18年２月20日をもって普通

株式１株につき２株に分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の１株当たりの情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。

前年同四半期連結会計期間

１株当たり純資産額

8,006円90銭

１株当たり四半期純利益

944円66銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

917円48銭

前連結会計年度末

１株当たり純資産額

8,500円46銭

１株当たり当期純利益

1,185円61銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

1,153円16銭

 

 

(追加情報)

１ 平成17年11月4日開催の当社取締役会の決

議に基づき、次のように株式分割による新株

式を発行しております。

(1)分割により増加する株式数

普通株式　153,560株

(2)分割方法

平成17年12月31日最終の株主名簿に記

載された株主の所有株式数を１株につ

き２株の割合をもって分割しました。

２.　配当起算日

平成18年１月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前連結会計年度における１株当たり

情報及び当期首に行われたと仮定した場合の

当連結会計年度における１株当たり情報はそ

れぞれ以下のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産

額

１株当たり純資産

額

6,905円69銭 8,500円46銭

１株当たり中間純

利益

１株当たり当期純

利益

1,423円68銭 1,185円61銭

潜在株式調整後１

株当たり中間純利

益

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益

1,390円69銭 1,153円16銭
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　注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

前第３四半期連結会計期間

 (自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

 (自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

 (自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日)

１株当たり四半期（当期）純損益金額

１．四半期（当期）純利益(△損失)

（千円）
287,804 △178,522 361,839

普通株主に帰属しない金額（千

円）
― ― ―

普通株式に係る四半期（当期）

純利益(△損失)（千円）
287,804 △178,522 361,839

２．普通株式の期中平均株式数（株） 152,333 308,371 152,596

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額

１．四半期（当期）純利益調整額（千

円）
― ― ―

２．普通株式増加数（株） 4,513 ― 4,294

普通株式増加数の主要な内訳新

株予約権（株）
4,513 ― 4,294

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式の概要

― ― 株主総会の特別決議日

平成17年３月８日

(新株予約権 4,966株)
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（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間

(自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日)

当第３四半期連結会計期間末

(自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日)

―――――― ―――――― 　１　連結財務諸表提出会社は、平成18年3月17

日開催の定時株主総会において、当社の取

締役、監査役及び従業員に対し、商法第280

条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、

ストックオプション（新株予約権）を発行

することを決議いたしました。

　なお、ストックオプションの内容は下記

のとおりであります。

　①　新株予約権の数

　　　10,000個を上限とする。

　②　新株予約権の目的となる株式

　　　の種類

　　　普通株式

　③　新株予約権の目的となる株式

　　　の数

　　　10,000株を上限とする。

④　新株予約権の行使時の払込金額

　１株当たりの払込金額は、新株予約

権を発行する日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）に

おける東京証券取引所の連結財務諸表

提出会社の普通株式の普通取引の終値

（以下「終値」という。）の平均値に

1.05を乗じた金額として、１円未満の

端数は切り上げる。　　　

　ただし、その金額が新株予約権を発

行する日の前日の終値（取引が成立し

ない場合は、それに先立つ直近日の終

値）を下回る場合は、新株予約権を発

行する日の前日の終値とする。

　⑤　新株予約権の行使期間

　　　自平成20年４月１日

　　　至平成23年３月31日

２　子会社の設立

　連結財務諸表提出会社は、以下の子会社

を設立いたしました。

ソフトブレーン・インテグレーション株式

会社

　①設立日　　：平成18年２月27日

　②出資金額　：30,000千円（当社

　　　　　　　　100％出資）

　③出資株数　：6,000株

　④事業内容　：システムインテグ

　　　　　　　　レーション事業

　　　　　　　　中堅中小企業をタ

　　　　　　　　ーゲットとした事

　　　　　　　　務機器や通信ネッ

　　　　　　　　トワークインフラ

　　　　　　　　等、オフィスのシ

　　　　　　　　ステム関係全般の

　　　　　　　　構築

　⑤代表者　　：松田　孝裕

　⑥本店所在地：東京都港区

－ 23 －



(財)財務会計基準機構会員  

平成18年12月期　第３四半期財務・業績の概況（個別)
 平成18年11月10日

上場会社名　ソフトブレーン株式会社 （コード番号：4779　東京証券取引所市場第一部）

（ＵＲＬ　http://www.softbrain.co.jp）  

代　 表　 者　　役職名　代表取締役社長　氏名　松田　孝裕 

問合先責任者　　役職名　取締役副社長　　氏名　小松　弘明 ＴＥＬ　(03）6714－2800

１．四半期財務諸表情報の作成等に係る事項
①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　：　無
②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　無

２．平成18年12月期第３四半期財務・業績の状況（平成18年１月１日～平成18年９月30日）
(1）経営成績（個別）の進捗状況 （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12月期第３四半期 2,260 (10.3) 272 (△62.1) 283 (△60.9)
17年12月期第３四半期 2,049 (30.7) 719 (19.2) 725 (23.8)
（参考）17年12月期 2,893 (34.6) 955 (24.5) 965 (29.7)

四半期（当期）純利益
１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

百万円 ％ 円　銭 円　銭
18年12月期第３四半期 73 (△82.7) 238.19 231.53
17年12月期第３四半期 425 (26.3) 2,969.62 2,884.18
（参考）17年12月期 524 (23.7) 3,437.75 3,343.65

（注）①　期中平均株式数（個別） 18年12月第３四半期 308,371株 17年12月第３四半期 152,333株
 17年12月期 152,596株
②　売上高、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率によっ

ております。
③　平成17年11月4日開催の取締役会決議に基づき、平成18年２月20日をもって、普通株式１株を２株に分割してお

ります。１株当たり情報は、平成18年12月期第３四半期は株式分割後の株数により、平成17年12月期第３四半
期、平成17年12月期は株式分割前の株数により算出しております。

(2）財政状態（個別）の変動状況

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12月期第３四半期 4,201 2,723 64.8 8,804.61
17年12月期第３四半期 3,083 2,538 82.3 16,556.48
（参考）17年12月期 3,235 2,644 81.7 17,220.84

（注）①　期末発行済株式数（個別） 18年12月期第３四半期 309,080株 17年12月期第３四半期 153,325株

 17年12月期 153,560株

②　平成17年11月4日開催の取締役会決議に基づき、平成18年２月20日をもって、普通株式１株を２株に分割してお
ります。１株当たり情報は、平成18年12月期第３四半期は株式分割後の株数により、平成17年12月期第３四半
期、平成17年12月期は株式分割前の株数により算出しております。

〔参考〕
平成18年12月期の個別業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

通　　　期 3,400百万円 550百万円 240百万円
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　　776円　50銭

※　なお、本資料で記述されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、
潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこれらの予想
と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
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３．【四半期財務諸表】

(1）【四半期貸借対照表】

前第３四半期会計期間末

（平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12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 1,181,393 257,759 1,111,964

２　受取手形 4,707 19,502 5,723

３　売掛金 577,109 596,002 682,090

４　たな卸資産 62,544 91,955 25,530

５　前渡金 425,561 316,318 373,906

６　前払費用 13,639 21,873 10,473

７　繰延税金資産 7,292 26,589 22,800

８　その他 ※２ 8,873 352,949 144,391

流動資産合計 2,281,121 74.0 1,682,949 40.1 2,376,881 73.5

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１ 85,332 169,326 79,478

２　無形固定資産    

(1）ソフトウェア ― 280,046 185,018

(2）その他 ― 873 873

無形固定資産合

計
119,232 280,920 185,892

３　投資その他の資

産
   

(1）投資有価証券 ― ― 27,330

(2）関係会社株式 ― 1,722,569 337,500

(3）差入保証金 ― ― 195,422

(4）その他 597,963 386,086 73,154

貸倒引当金 ― △40,154 △40,154

投資その他の資

産合計
597,963 2,068,502 593,252

固定資産合計 802,528 26.0 2,518,749 59.9 858,623 26.5

資産合計 3,083,649 100.0 4,201,698 100.0 3,235,505 100.0
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前第３四半期会計期間末

（平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12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 103,965 47,394 32,246

２　未払法人税等 137,588 60,875 275,459

３　賞与引当金 51,496 66,850 ―

４　その他 ※２ 193,993 279,514 259,803

流動負債合計 487,043 15.8 454,634 10.8 567,509 17.5

Ⅱ　固定負債

１　社債 ― 1,000,000 ―

２　繰延税金負債 58,084 23,868 23,563

固定負債合計 58,084 1.9 1,023,868 24.4 23,563 0.7

負債合計 545,128 17.7 1,478,503 35.2 591,072 18.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 800,980 26.0 ― ― 804,328 24.8

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 591,650 ― 594,998

資本剰余金合　　　

計
591,650 19.2 ― ― 594,998 18.4

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 2,430 ― 2,430

２　任意積立金 123,707 ― 123,707

３　四半期（当期） 

未処分利益
1,019,753 ― 1,118,968

利益剰余金合計 1,145,890 37.1 ― ― 1,245,105 38.5

資本合計 2,538,521 82.3 ― ― 2,644,432 81.7

負債・資本合計 3,083,649 100.0 ― ― 3,235,505 100.0
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前第３四半期会計期間末

（平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年12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   ― ―  823,573 19.6    

２　資本剰余金           

資本準備金  ―   614,243   ―   

資本剰余金合計   ― ―  614,243 14.6  ― ―

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  ―   2,430   ―   

(2）その他利益剰

余金
          

任意積立金  ―   97,405   ―   

繰越利益剰余

金
 ―   1,188,009   ―   

利益剰余金合計   ― ―  1,287,845 30.7  ― ―

株主資本合計   ― ―  2,725,662 64.9  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券

評価差額金
  ―   △4,334   ―  

評価・換算差額等

合計
  ― ―  △4,334 △0.1  ― ―

Ⅲ　新株予約権   ― ―  1,867 0.0  ― ―

 純資産合計   ― ―  2,723,195 64.8  ― ―

負債純資産合計   ― ―  4,201,698 100.0  ― ―
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(2）【四半期損益計算書】

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度要約損益計算書
（自　平成17年１月１日
 至　平成17年12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 2,049,291 100.0 2,260,048 100.0 2,893,858 100.0

Ⅱ　売上原価 656,812 32.1 752,843 33.3 949,788 32.8

売上総利益 1,392,478 67.9 1,507,205 66.7 1,944,069 67.2

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

672,994 32.8 1,234,505 54.6 988,692 34.2

営業利益 719,484 35.1 272,699 12.1 955,377 33.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 12,340 0.6 17,801 0.8 16,520 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２ 6,377 0.3 7,055 0.3 6,418 0.2

経常利益 725,447 35.4 283,445 12.5 965,478 33.4

Ⅵ　特別利益 ※３ 1,377 0.1 8,880 0.4 12,997 0.4

Ⅶ　特別損失 ※４ 954 0.0 154,665 6.8 71,209 2.4

税引前四半期
（当期）純利益

725,869 35.5 137,660 6.1 907,266 31.4

法人税、住民税
及び事業税

※６ 311,759 64,717 443,971

法人税等調整額 ※６ △11,261 300,498 14.7 △508 64,208 2.8 △61,291 382,680 13.2

四半期（当期）
純利益

425,371 20.8 73,452 3.3 524,586 18.1

前期繰越利益 594,381 － 594,381

四半期（当期）
未処分利益

1,019,753 － 1,118,968
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(3) 【当第３四半期株主資本等変動計算書】

当第３四半期会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年９月30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
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計
任意積立金

繰越利益剰

余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
804,328 594,998 594,998 2,430 123,707 1,118,968 1,245,105 2,644,432

四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 19,244 19,244 19,244     38,489

剰余金の配当（千円）      △30,712 △30,712 △30,712

任意積立金の取崩（千円）     △26,301 26,301 － －

四半期純利益（千円）      73,452 73,452 73,452

株主資本以外の項目の四半期

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

        

四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
19,244 19,244 19,244 － △26,301 69,041 42,740 81,229

平成18年９月30日　残高

（千円）
823,573 614,243 614,243 2,430 97,405 1,188,009 1,287,845 2,725,662

評価・換算差

額等

新株予約権 純資産合計
その他有価

証券評価差

額金

平成17年12月31日　残高

（千円）
－ － 2,644,432

四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円）   38,489

剰余金の配当（千円）   △30,712

任意積立金の取崩（千円）   －

四半期純利益（千円）   73,452

株主資本以外の項目の四半期会計期

間中の変動額（純額）

（千円）

△4,334 1,867 △2,467

四半期会計期間中の変動額合計（千

円）
△4,334 1,867 78,762

平成18年９月30日　残高

（千円）
△4,334 1,867 2,723,195
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

１　資産の評価基準及び

評価方法

①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子会社株式及び関連会社株式

同左

①子会社株式及び関連会社株式

同左

②その他有価証券

時価のあるもの 

―――――

②その他有価証券

 時価のあるもの

 四半期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)

②その他有価証券

時価のあるもの

―――――

 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

③たな卸資産

仕掛品：個別法に基づく原価法

③たな卸資産

同左

③たな卸資産

同左

２　固定資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

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　　　３～15年

 器具備品　３～15年

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

ａ．市場販売目的のソフトウェア

　市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売期間（３

年以内）における見込販売数量

に基づく償却額と、販売可能な

残存販売期間に基づく均等配分

額を比較し、いずれか大きい額

を計上する方法によっておりま

す。 

②無形固定資産

ａ．市場販売目的のソフトウェア

　同左

②無形固定資産

ａ．市場販売目的のソフトウェア

同左

ｂ．自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採

用しております。

ｂ．自社利用のソフトウェア

同左

ｂ．自社利用のソフトウェア

同左

３　引当金の計上基準 ①貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率法、貸倒懸念債権及び破産更

生債権については財務内容評価法

によっております。 

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に備えるため、支給見込額基

準により計上しております。

②賞与引当金

         同左

②賞与引当金

―――――

４　その他四半期財務諸

表（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は、税抜方

式によっております。

同左 同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）  

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）  

────── １　固定資産の減損に係る会計基準

 　当四半期より、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」(企業会計基準適用指針第６号　

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。

──────

────── ２　貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準

 当四半期より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」(企業会計基準第５号　平

成17年12月９日)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会

計基準適用指針第８号　平成17年12月９日)を適

用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

2,721,327千円であります。

──────

────── ３　役員賞与に関する会計基準

　当四半期より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17年11月29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。

 ──────

表示方法の変更

前第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

 ―──────　 （四半期貸借対照表）

  前年同四半期において「無形固定資産」の「その他」に含めて記載し

ておりました「ソフトウェア」については当四半期において総資産額の

5/100を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前年同四半期の「ソフトウェア」は118,358千円であります。

　前年同四半期において「投資その他の資産」の「その他」に含めて記

載しておりました「関係会社株式」については当四半期において総資産

額の5/100を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前年同四半期の「関係会社株式」は367,600千円であります。
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（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末

（平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度末

（平成17年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
74,907千円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
114,764千円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
79,145千円

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税等は、相殺の

上、流動負債のその他に含めて表示してお

ります。

※２　消費税等の取扱い

同左

※２

       　　　　――――――

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

 ※１　営業外収益の主な内容

受取利息 177千円

受取手数料 9,478

為替差益 2,584

※１　営業外収益の主な内容

受取利息 1,247千円

受取手数料 16,553

  

※１　営業外収益の主な内容

受取利息 354千円

受取手数料 13,078

受取配当金 99

為替差益 2,965

 ※２　営業外費用の主な内容

支払利息 44千円

新株発行費 1,332

株式上場費用 5,000

※２　営業外費用の主な内容

新株発行費 2,036千円

社債発行費 873

投資事業組合出資損失 4,138

※２　営業外費用の主な内容

支払利息 44千円

新株発行費 1,374

株式上場費用 5,000

 ※３　特別利益の主な内容

投資有価証券売却益 1,377千円

※３　特別利益の主な内容

解約返戻金 8,880千円

※３　特別利益の主な内容

投資有価証券売却益 12,997千円

 ※４　特別損失の主な内容

固定資産除却損 954千円

※４　特別損失の主な内容

固定資産除却損

投資有価証券損

子会社株式評価損

本社移転費用

6,949千円

68,530千円

39,000千円

40,185千円

※４　特別損失の主な内容

固定資産除却損 954千円

子会社株式評価損 30,100

貸倒引当金繰入 40,154

 ５　減価償却実施額

有形固定資産 26,605千円

無形固定資産 26,380千円

５　減価償却実施額

有形固定資産 50,765千円

無形固定資産 54,872千円

　５　減価償却実施額

有形固定資産 40,362千円

無形固定資産 40,458千円

 ※６　当四半期会計期間に係る「法人税、住

民税及び事業税」と「法人税等調整額」

は、当事業年度において予定している

利益処分によるプログラム準備金等の

取崩しを前提として、その金額を計算

しております。

※６　　　　　同左 ※６　　　　　 ―――――

（四半期株主資本等変動計算書関係）

 当第３四半期会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

 

 １．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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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

 　該当事項はありません。 　同左 同左

（有価証券関係）

前四半期会計期間末（平成17年９月30日）

　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。

当四半期会計期間末（平成18年９月30日）

　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。

前事業年度末（平成17年12月31日）

　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）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 16,556円48銭

１株当たり四半期純利益 2,969円62銭

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益
2,884円18銭

１株当たり純資産額 8,804円61銭

１株当たり四半期純利益 238円19銭

潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益
231円53銭

１株当たり純資産額 17,220円84銭

１株当たり当期純利益 3,437円75銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
3,343円65銭

 （追加情報）

　当社は、平成17年２月18日をもって普通株

式１株につき５株に分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の１株当たりの情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。

前第３四半期会計期間

１株当たり純資産額

13,214円30銭

１株当たり四半期純利益

 2,226円91銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

 　2,174円03銭

前事業年度末

１株当たり純資産額

13,803円63銭

１株当たり当期純利益

 2,803円24銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 　2,738円27銭

（追加情報）

　当社は、平成18年２月20日をもって普通株

式１株につき２株に分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の１株当たりの情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。

当第３四半期会計期間

１株当たり純資産額

8,278円24銭

１株当たり四半期純利益

 1,484円81銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

 1,442円09銭

前事業年度末

１株当たり純資産額

8,610円42銭

１株当たり当期純利益

 1,718円87銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 1,671円82銭

 （追加情報）

　平成17年11月４日開催の当社取締役会の決議

に基づき、次のように株式分割による新株式を

発行しております。

１．平成18年２月20日付けをもって普通株式１

株につき２株に分割しました。

(1) 分割により増加する株式数

普通株式　153,560株

(2) 分割方法

平成17年12月31日最終の株主名簿及び実質

株主名簿に記載された株主の所有株式数を

１株につき２株の割合をもって分割しまし

た。

２．配当起算日

平成18年１月１日

当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前事業年度における１株当たり情

報及び当期首に行われたと仮定した場合の

当事業年度における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

１株当たり株主資本

 6,901円81銭

１株当たり株主資本

 8,610円42銭

１株当たり当期純利

益

 1,401円62銭

１株当たり当期純利

益

 1,718円87銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

  1,369円13銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益

 1,671円82銭
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　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

前第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益金

額

１．四半期（当期）純利益（千円） 425,371 73,452 524,586

普通株主に帰属しない金額（千

円）
― ― ―

普通株式に係る四半期（当期）

純利益（千円）
425,371 73,452 524,586

２．普通株式の期中平均株式数（株） 152,333 308,371 152,596

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額

１．四半期（当期）純利益調整額（千

円）
― ― ―

２．普通株式増加数（株） 4,513 8,874 4,294

普通株式増加数の主要な内訳新

株予約権（株）
4,513 8,874 4,294

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式の概要

― 新株予約権３種類

（新株予約権の数15,229個）

新株予約権の目的となる株式数

28,132株

2009年満期ユーロ円建転換社債

型新株予約権付社債（額面総額

1,000,000千円）

平成17年３月８日

（新株予約権4,966株）
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年９月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日

――――――― ――――――― １　当社は、平成18年３月17日開催の定時株

主総会において、当社の

取締役、監査役及び従業員に対し、商法第

280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基

づき、ストック・オプション（新株予約権）

を発行することを決議いたしました。

　なお、ストックオプションの内容は下記

のとおりであります。

　①　新株予約権の数

　　　10,000個を上限とする。

　②　新株予約権の目的となる株式

　　　の種類

　　　普通株式

　③　新株予約権の目的となる株式

　　　の数

　　　10,000株を上限とする。

　④　新株予約権の行使時の払込金

　　　額

　１株当たりの払込金額は、新株予約

権を発行する日の属する月の前月の各

日（取引が成立しない日を除く。）に

おける東京証券取引所の連結財務諸表

提出会社の普通株式の普通取引の終値

（以下「終　値」という。）の平均値

に1.05を乗じた金額として、１円未満

の端数は切り上げる。

　ただし、その金額が新株予約権を発

行する日の前日の終値（取引が成立し

ない場合は、それに先立つ直近日の終

値）を下回る場合は、新株予約権を発

行する日の前日の終値とする。

　⑤　新株予約権の行使期間

　　　自平成20年４月１日

　　　至平成23年３月31日

２　子会社の設立

　当社は、以下の子会社を設立いたしまし

た。

ソフトブレーン・インテグレーション株式

会社

　①設立日　　：平成18年２月27日

　②出資金額　：30,000千円（当社

　　　　　　　　100％出資）

　③出資株数　：6,000株

　④事業内容　：システムインテグ

　　　　　　　　レーション事業

　　　　　　　　中堅中小企業をタ

　　　　　　　　ーゲットとした事

　　　　　　　　務機器や通信ネッ

　　　　　　　　トワークインフラ

　　　　　　　　等、オフィスのシ

　　　　　　　　ステム関係全般の

　　　　　　　　構築

　⑤代表者　　：松田　孝裕

　⑥本店所在地：東京都港区
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