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１．平成18年 9月中間期の業績（平成18年 4月 1日～平成18年 9月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 150 41.3 △31 － △32 －

17年 9月中間期 106 31.5 △47 － △36 －

18年 3月期 240 △59 △30

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 △34 － △825 93 － －

17年 9月中間期 △51 － △1,238 92 － －

18年 3月期 △775 △18,707 07 － －
（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 －百万円 17年9月中間期 －百万円 18年3月期 －百万円

②期中平均株式数 18年9月中間期 41,467株 17年9月中間期 41,422株 18年3月期 41,439株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 661 605 91.5 14,600 74

17年 9月中間期 1,416 1,363 96.3 32,906 51

18年 3月期 689 638 92.7 15,411 09
（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 41,489株 17年9月中間期 41,422株 18年3月期 41,459株

②期末自己株式数 18年9月中間期 －株 17年9月中間期 －株 18年3月期 －株

(3）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 14 3 △1 327

17年 9月中間期 △36 91 △3 199

18年 3月期 △50 218 △4 310

２．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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 391 △2 △7

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△170円56銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年 9月期 － － －

19年 3月期（実績） － －  

19年 3月期（予想） － － －

（注）18年9月中間期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　－円－銭

 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況
　当社は、創業以来20年間業務用パッケージソフトウェアの企画・開発・販売・保守までの一連の業務やシステムの

受託開発などソフトウェア開発・販売会社として社会に貢献してまいりました。また、近年では収益構造の改革のた

め、ネットワークソリューション事業や不動産媒介事業を開始しており、現在４事業体制による事業展開を行ってお

ります。

　事業内容と当社の当該事業における位置付けは以下のとおりであります。

(1）パッケージソフトウェア事業

　建設業、中でも建築・土木工事業や電気・管設備工事業等に特化した積算・見積システムをはじめ、あらゆる業界

業種で活用されているドキュメント処理システム（定型様式へのテキストデータや画像データの印字当て打ち・文書

管理）のパッケージソフトウェアの企画・開発・販売を全国規模で展開しております。

　また、顧客へのサービスを充実させるため、パッケージソフトウェアの操作指導（スクール）やサポートセンター

による既存ユーザーへの電話での操作指導やバージョンアップ案内等の保守にも積極的に力を入れております。

(2）受託開発事業

　当社の関係会社である株式会社コマーシャル・アールイーグループの一員として、同社及び同社の関連会社の事業

展開に対応したグループウェア開発や新規顧客からの受託開発も積極的に行っております。

　また、本社所在地の長崎県における「電子県庁システム」の受託開発も継続して行っております。

(3）ネットワークソリューション事業

　出資先のＡＯＳテクノロジーズ株式会社との業務提携により、ネットワーク監視カメラシステムを中心としたハー

ドウェア販売を行っております。本事業とパッケージソフトウェア事業の顧客共有による売上面での相乗効果を目指

しております。

  (4）不動産媒介事業

  昨年、試験的に実施しておりました土地・建物等の不動産の媒介に関して、組織体制の整備を行い、当中間会計期

間より本格的に事業として立ち上げております。

［事業系統図］

　当社の事業系統図は以下のとおりであります。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、現在パッケージソフトウェア事業・受託開発事業・ネットワークソリューション事業・不動産媒介事業の

４事業を行っており、ソフトウェアを媒体にＩＴの普及を目的とした営業展開を経営の基本方針としております。Ｉ

Ｔによって多くの方々がより安全で快適な生活を実現できるように、お客様のご要望ご信頼に応える技術と営業力を

持って、全社員が力を合わせ真にユーザーのお役に立てる企業となるよう努めてまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

①　利益配分の基本的な方針

　当社は、株主に対する利益還元とともに、企業体質の強化及び将来の事業展開のための内部留保にも配慮した利

益配分を基本方針としております。

②　利益配当等に関する基本的な考え方

　株主に対する安定配当を基本的な考え方としておりますが、実際の配当に際しましては、その時の経営状態及び

財務状態を勘案して決定いたします。

③　内部留保の使途等

　株主に対する安定配当の原資として、またアライアンス戦略等の原資としてのほかに、不測の事態にも十分対応

できるような内部留保に努めていきます。

(3）目標とする経営指標

　当社といたしましては、売上高成長率110％，売上高経常利益率５％を恒常的に達成することを中長期的な主たる経

営指標としておりますが、当期に関しましては、その基盤を作り上げるため、また現在の営業成績からの早期脱却を

目指し、特に売上高成長率を意識し、売上高成長率160％を目標として達成に努める所存です。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、収益構造の改革を図るため、当中間会計期間より新たに収益確保の目的で不動産媒介事業を立ち上げ、４

事業体制で積極的な受注活動を展開してまいりました。売上高が当初計画からは大幅に下回っている状況ではありま

すが、福西電機株式会社との販売代理店契約の締結など今後の売上増へ向けての下地作りも進んでおります。また、

前年同期と比較すると売上高が41.3％増になるなど年々改善の兆しも見えております。

　今後も、パッケージソフトウェア事業を中心とした積極受注の姿勢を崩さず、管理体制や社内の意識改革も行い、

恒常的に利益を出せる会社作りを目指してまいります。

(5）会社の対処すべき課題

　厳しい収益状態からの早急な脱却が現状の最優先事項です。このため、粗利率の低いネットワークソリューション

事業における販売スタッフを全員パッケージソフトウェア事業の販売体制の補強にあて、さらに管理体制を徹底させ、

販社・販売代理店との協力体制や当中間会計期間中に実施した大規模展示会への参加などによる見込み案件の追求に

より、売上高を向上することで課題克服に努めてまいります。

　なお、引き続き株式会社コマーシャル・アールイーグループの一員として、受託開発事業の発注を中心とした人材

面、営業面、財務面など広範囲に亘る支援を受けながら、自律的な業績回復を達成する所存です。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、引き続き全体の景気は回復してきており、企業収益の改善により、設備投

資は増加しております。雇用環境は厳しさが残るものの、改善が見られており、また企業の好調さが個人投資へ波及

し、緩やかに増加している状況です。一方、原油価格の動向が、今後の経済に与える影響が懸念されます。

　このような経済状況下において、当社におきましては、新規事業として不動産媒介事業を開始し、パッケージソフ

トウェア事業、受託開発事業、ネットワークソリューション事業の既存３事業とあわせた４事業体制による事業展開

を行ってまいりました。

　その結果、当中間会計期間における売上高は150,714千円（前年同期比41.3％増）と前年より改善しているものの、

当初計画を大幅に下回ったため、営業損失31,867千円（前年同期は47,441千円の損失）、経常損失32,045千円（前年

同期は36,882千円の損失）、中間純損失34,248千円（前年同期は51,318千円の損失）となりました。

　事業の種類別業績は、以下の通りとなりました。

①　パッケージソフトウェア事業

　当中間会計期間より、ドキュメント系ソフトに絞り込んでの販売活動を展開するとともに、ＤＭや大規模な展示

会への参加等による積極的な見込み案件発掘を行い、見込み案件が増えたものの、成約数が伸びず、売上高が前年

同期を下回り、結果大幅な損失を計上いたしました。当事業の業績は、売上高78,740千円（前年同期比7.6％減）、

営業損失23,282千円（前年同期は19,562千円の損失）となりました。

②　受託開発事業

　前事業年度より、開発内容に関して発注元と協議を続けておりました新規顧客からの受託案件の売上計上により、

売上高が前年同期に比べ大幅に伸びており、結果大幅な利益を計上いたしました。当事業の業績は、売上高45,600

千円（前年同期比327.3％増）、営業利益10,681千円（前年同期は3,005千円の損失）となりました。

③　ネットワークソリューション事業

　当中間会計期間より、産業廃棄物処理業者と不動産開発業者をターゲットに、積極的に受注活動を展開し、前年

同期より売上高は大幅に伸びたものの、粗利率が低いため、販売費及び一般管理費を吸収できず、大幅な損失を計

上しております。当事業の業績は、売上高16,373千円（前年同期比53.3％増）、営業損失26,566千円（前年同期は

24,874千円の損失）となりました。

 　 ④　不動産媒介事業

　当中間会計期間より、正式に同事業を開始し、数件の不動産媒介案件が動いておりましたが、売買価格交渉が決

裂した等の理由により、１案件のみの媒介成立しかできませんでしたが、粗利率が高く、販売費及び一般管理費が

少なかったため、利益を計上しております。当事業の業績は、売上高10,000千円、営業利益7,298千円となりました。

(2）キャッシュ・フロー

　当中間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、327,438千円（前年同期比63.9％増）と

なりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果取得した資金は14,872千円（前年同期は36,005千円の使用）となりました。これは主に未収入金の

減少及び税引前中間純損失が32,037千円（前年同期は49,852千円の損失）計上されたことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果取得した資金は3,573千円（前年同期比96.1％減）となりました。これは主に投資有価証券の償還に

よる収入によるものです。

（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1,333千円（前年同期比55.6％減）となりました。これは主に長期借入金の返済によ

る支出及び株式の発行による収入によるものです。

－ 3 －



(3）事業等のリスク

親会社等との関係に関する事項

①　株式会社コマーシャル・アールイーとの資本関係等について

　本決算短信提出日現在において、同社は当社発行済株式数の19.92％を所有しており、当社は同社グループのグ

ループ企業として、人材面、営業面、財務面など広範囲に亘る支援を受けながら、業績回復を達成していく予定に

しておりますが、同社グループの今後の経営方針次第で、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

②　株式会社コマーシャル・アールイーとの人的関係について

　本決算短信提出日現在における当社の役員９名のうち、同社の役員または従業員を兼ねる者は３名であり、その

者の氏名及び当社及び同社における役職は次のとおりであります。

当社における役職 氏名 株式会社コマーシャル・アールイーにおける役職

取締役（非常勤） 甲斐田　啓二 代表取締役社長

取締役（非常勤） 鈴木　浩喜 常務取締役

取締役（非常勤） 廣沢　咲織 管理本部福岡支店管掌兼営業推進部部長

　（注）　取締役（非常勤）は、当社の経営に関する助言を得るために当社が招聘したものであります。

組織に関する事項

小規模組織での管理体制について

　当社は、本決算短信提出日現在取締役６名、従業員42名と組織が小さく、内部管理体制もこのような規模に応じた

ものとなっております。

　当社では、今後業容の拡大または会社法への対応による従業員の増加が考えられます。その際、内部管理体制の整

備も同時に図っていく考えはありますが、従業員数の増加に対して内部管理体制の構築が順調に進まなかった場合は、

当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

パッケージソフトウェア事業に関する事項

①　特定の取引先への高い依存度について

　パッケージソフトウェア事業における製品の販売については、株式会社リコーを中心とした特定大手販社数社の

代理店販売が軸となっております。ここ近年株式会社リコーを経由した売上高は大幅に下がっており、パッケージ

ソフトウェア事業の売上高減の大きな要因となっております。当社では、売上高の安定化を図るため、ここ近年新

しい販売網を構築するための試みを行い、ようやく当中間会計期間に福西電機株式会社との販売代理店契約を締結

するなど、下地作りもできてきましたが、株式会社リコーに対する売上高は、依然当社の全売上高の30％以上を占

めております。このため今後も、同社の経営方針次第で、当社の売上高に大きく影響を及ぼす可能性があります。

当該リスクを回避するために、取り組みを引き続き行っていく所存ですが、当該リスクを完全に回避できる保証は

ありません。

②　新製品の投入時期について

　当社では、今後パッケージソフトウェアの売上回復のため、新製品の開発強化に取り組む方針です。その際、新

製品の投入時期は社内で慎重に検討して決めておりますが、投入時期を誤った場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

③　販売価格の変動について

　現在、製品の販売価格については、競合他社の製品を基準に決定しておりますが、年々他社との価格競争等によ

り、下降傾向にあります。今後もこの傾向が続く場合、当社の売上高に大きく影響を及ぼす可能性があります。

④　ドキュメント処理システムの競合について

　スキャナで読み込んだ文書イメージに文字や数値を打ち込むドキュメント処理システムの競合製品は多くはあり

ません。しかし、ドキュメント処理システムの対象マーケットは今後も拡大していくことが予想されるため、競合

他社の参入が十分に考えられます。今後類似の製品が発売された場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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⑤　積算見積システムの競合について

　積算見積システムは多くのソフトウェア開発会社が参入しており、非常に競争が激化している分野です。当社と

いたしましては業界内でのシェアを高めるための施策として、自社サポートセンターによる顧客サービスの向上、

バージョンアップ等のソフトウェア開発の強化に取り組んでいく予定ですが、ソフトウェア開発業界は技術革新の

スピードが速く、それに応じて業界標準及び利用者のニーズが急速に変化するため、新製品も相次いで登場してい

ます。これらの新たな業界標準となる技術への対応が遅れた場合、当社の提供する製品、及び今後提供を予定して

いる設備等が陳腐化、不適応化し、競合他社に対する競争力の低下を招く可能性があり、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

受託開発事業に関する事項

①　工数等の見積について

　受託開発事業においては、案件ごとの受注金額が受注段階で固定されるため、開発に必要な人数や時間（工数）、

その他付随費用などの見積書作成時に、ＳＥが計算を誤った場合、予定した利益が出ず、当社の業績に影響を及ぼ

す場合があります。

②　工程管理について

　受注したシステム開発の作業工程管理が十分でなかった場合、開発担当者のスキル不足等が原因で見積った工数

を大幅に超過し、予定した利益が出ず、当社の業績に影響を及ぼす場合があります。

ネットワークソリューション事業に関する事項

　現在、ＡＯＳテクノロジーズ株式会社と業務提携し、同事業を展開しておりますが、何らかの原因により、業務

提携が解消された場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

人材に関する事項

①　人材の確保について

　当社では、今後もパッケージソフトウェア開発の製品強化やシステムの受託開発を行っていくため、より優秀な

開発人員の確保を必要といたします。その際、さらなる人件費の増加が見込まれます。また、逆に確保できない場

合は、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

②　開発要員のスキルについて

　当社では、業務用のパッケージソフトウェアを開発しております。開発にあたってはオペレーションシステムや

プログラミング言語、ＩＴの知識等が必要となるため、開発要員には定期的に研修等参加させスキルアップを図っ

ておりますが、今後の技術革新等に対応できない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

投資有価証券に関する事項

　現在、ＡＯＳテクノロジーズ株式会社の非上場株式を1,800株保有しており、市場での売買取引が行えない状況です。

前期に投資有価証券評価損729,000円を計上しておりますが、帳簿価格が171,000千円残っており、今後、同株式の評

価額が当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

品質に関する事項

　当社が提供する製品及び当該製品に係わる技術サポートや受託開発等において、当社に責務のある原因で不具合（誤

作動・バグ・納期遅延等）が生じた場合、損害賠償責任の発生やエンドユーザーの当社に対する信頼喪失により、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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その他

①　パッケージソフトウェアにかかる知的財産権について

　当社のパッケージソフトウェアのほとんどが、情報処理推進機構の特定プログラム制度に採択されており、「プ

ログラムの著作物に係わる登録の特例に関する法律」に基づき登録されております。登録製品については、知的財

産権により保護されておりますが、未登録製品については、知的財産権により保護されておりません。製品の技術

が不正に利用されたり、第三者が独自に類似製品を作成することがありえます。当社は、不正競争防止法、その他

の関連法規及び契約の組み合わせにより、これらの製品に関する知的財産権の保護に努める所存ですが、十分に保

護できない可能性があります。

②　システムダウンについて

　当社ではコンピュータ・システムのバックアップにより災害対策を講じておりますが、地震や水害等の大規模広

域災害、火災等の地域災害、コンピュータ・ウイルス、電力供給の停止、通信障害、通信事業者に起因するサービ

スの中断や停止等現段階では予測不可能な事由により、当社の財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4）通期の見通し

　当中間会計期間の業績を勘案し、下期計画の見直しを行い、ネットワークソリューション事業における販売スタッ

フを全員パッケージソフトウェア事業の販売体制の補強にあて、さらに管理体制を徹底させ、上期に構築した販社・

販売代理店との協力体制や見込み案件の追求を行うことにより、売上高に関しては、当初計画からの上積みが可能と

判断いたしましたが、販売体制の強化のため、年度途中に大阪支店の開設や人員補強をしたことにより、当初計画か

ら増加した経費を吸収することが困難なため、通期では売上高391百万円、経常損失2百万円、当期純損失7百万円を予

定しております。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（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  199,752   327,438   310,325   

２．受取手形  2,183   1,109   1,492   

３．売掛金  27,920   31,247   26,236   

４．有価証券  20,102   －   10,019   

５．たな卸資産  4,851   3,671   13,544   

６．前払費用  2,067   2,182   1,397   

７．未収入金  22,543   2   38,424   

８．その他  291   2,674   473   

９．貸倒引当金  △50   △50   △50   

流動資産合計   279,661 19.7  368,275 55.6  401,864 58.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 64,894   62,312   63,245   

(2）車両運搬具  2,345   3,975   1,919   

(3) 工具器具備品  8,316   6,960   6,254   

(4) 土地 ※２ 30,953   30,953   30,953   

有形固定資産合計  106,510   104,201   102,373   

２．無形固定資産           

(1) ソフトウェア  8,452   8,697   7,794   

(2) ソフトウェア仮
勘定

 326   345   217   

(3) 電話加入権  84   84   84   

無形固定資産合計  8,862   9,126   8,096   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  1,019,800   175,678   175,888   

(2) 長期前払費用  398   193   395   

(3) 敷金  248   3,832   198   

(4) 保証金  600   610   600   

投資その他の資産
合計

 1,021,046   180,314   177,081   

固定資産合計   1,136,419 80.3  293,642 44.4  287,550 41.7

資産合計   1,416,080 100.0  661,917 100.0  689,414 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（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  4,446   2,468   4,261   

２．１年以内返済予定
長期借入金

※２ 6,000   6,000   5,500   

３．未払金  4,683   8,569   3,656   

４．未払費用  3,992   4,675   3,949   

５．未払法人税等  3,002   3,880   3,394   

６．未払消費税等 ※４ 1,118   1,985   4,207   

７．預り金  659   2,073   721   

８．繰延税金負債  41   －   8   

９．賞与引当金  6,504   7,472   6,442   

10．その他  2,948   5,943   2,179   

　　流動負債合計   33,395 2.3  43,067 6.5  34,321 5.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 18,500   13,000   16,000   

２．繰延税金負債  1,131   79   164   

固定負債合計   19,631 1.4  13,079 2.0  16,164 2.3

負債合計   53,027 3.7  56,147 8.5  50,486 7.3
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（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
（％）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金  788,404 55.7 － － 789,020 114.4

Ⅱ　資本剰余金  

資本準備金  633,504 － 634,120

資本剰余金合計  633,504 44.8 － － 634,120 92.0

Ⅲ　利益剰余金  

中間（当期）
未処理損失

 60,584 － 784,468

利益剰余金合計  △60,584 △4.3 － － △784,468 △113.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

 1,729 0.1 － － 255 0.0

資本合計  1,363,053 96.3 － － 638,928 92.7

負債資本合計  1,416,080 100.0 － － 689,414 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 789,634 119.3 － －

２　資本剰余金  

資本準備金  － 634,734 －

資本剰余金合
計

 － － 634,734 95.9 － －

３　利益剰余金  

その他利益剰
余金

 

繰越利益剰余
金

 － △818,716 －

利益剰余金合
計

 － － △818,716 △123.7 － －

株主資本合計  － － 605,652 91.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

       

その他有価証
券評価差額金

 － － 118 0.0 － －

評価・換算差額
等合計

 － － 118 0.0 － －

純資産合計  － － 605,770 91.5 － －

負債純資産合計  － － 661,917 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年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）

前事業年度の要約損益計算書
（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   106,603 100.0  150,714 100.0  240,556 100.0

Ⅱ　売上原価   28,375 26.6  57,573 38.2  81,726 34.0

売上総利益   78,227 73.4  93,141 61.8  158,830 66.0

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  125,669 117.9  125,009 82.9  218,804 90.9

営業損失   47,441 △44.5  31,867 △21.1  59,974 △24.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  11,391 10.7  424 0.3  56,824 23.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  832 0.8  602 0.4  26,858 11.2

経常損失   36,882 △34.6  32,045 △21.2  30,008 △12.5

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  55 0.0  － －

Ⅶ　特別損失
※４
※５

 12,969 12.2  48 0.0  742,262 308.5

税引前中間（当
期）純損失

  49,852 △46.8  32,037 △21.2  772,270 △321.0

法人税、住民税及
び事業税

 1,466   2,211   2,932   

法人税等調整額  － 1,466 1.4 － 2,211 1.5 － 2,932 1.2

中間（当期）純損
失

  51,318 △48.2  34,248 △22.7  775,202 △322.2

前期繰越損失   9,265   －   9,265  

中間（当期）未処
理損失

  60,584   －   784,468  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本
評価・換算
差額等 

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
評価差額金資本

準備金
資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高（千円） 789,020 634,120 634,120 △784,468 △784,468 638,673 255 638,928

当中間会計期間中の変動額

新株の発行 613 613 613 － － 1,227 － 1,227

中間純利益 － － － △34,248 △34,248 △34,248 － △34,248

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）
－ － － － － － △137 △137

当中間会計期間中の変動額合計（千円） 613 613 613 △34,248 △34,248 △33,021 △137 △33,158

平成18年９月30日残高（千円） 789,634 634,734 634,734 △818,716 △818,716 605,652 118 605,770
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
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）

前事業年度の要約キャッ
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

    

税引前中間（当期）
純損失

 △49,852 △32,037 △772,270

減価償却費  8,240 6,049 15,276

減損損失  11,727 － 11,727

賞与引当金の増加額  120 1,030 58

貸倒引当金の減少額  △162 － △162

受注損失引当金の減
少額

 △3,700 － △3,700

受取利息及び配当金  △125 △207 △840

支払利息  832 158 1,012

新株発行費  － 60 78

固定資産除却損  605 48 898

固定資産売却益  － △55 －

投資有価証券売却益  △4,064 － △11,087

投資有価証券評価損  － － 729,000

関係会社清算損  637 － 637

売上債権の減少額
（△増加額）

 17,429 △4,628 19,803

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 3,524 9,873 △5,167

仕入債務の増加額
（△減少額）

 1,387 △1,793 1,203

未払金の増加額
（△減少額）

 △19,551 2,438 △20,572

未払費用の増加額  99 725 56

未払消費税等の増加
額（△減少額）

 593 △2,222 3,682

前受金の増加額
（△減少額）

 △561 3,763 △1,330

その他  1,772 33,783 △13,804

小計  △31,049 16,985 △45,501
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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）

前事業年度の要約キャッ
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）

利息及び配当金受取
額

 125 207 840

利息支払額  △832 △158 △1,012

法人税等の支払額  △4,459 △2,229 △5,235

法人税等の還付額  210 68 210

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △36,005 14,872 △50,699

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の解約によ
る収入

 10,000 － 10,000

投資有価証券の取得
による支出

 △241,860 － △241,860

投資有価証券の償還
による収入

 － 10,000 10,000

投資有価証券の売却
による収入

 315,353 － 434,896

関係会社清算による
収入

 14,362 － 14,362

有形固定資産の取得
による支出

 △5,326 △3,312 △5,886

有形固定資産の売却
による収入

 15 100 15

無形固定資産の取得
による支出

 △993 △3,214 △2,859

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 91,551 3,573 218,668

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金による収
入

 150,000 － 150,000

短期借入金の返済に
よる支出

 △150,000 － △150,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △3,000 △2,500 △6,000

株式の発行による収
入 

 － 1,166 1,154

配当金の支払額  △5 － △10

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,005 △1,333 △4,856

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額

 52,540 17,113 163,113

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 147,211 310,325 147,211

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 ※ 199,752 327,438 310,325
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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）

　当社は、前事業年度において、継続企業の

前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の

記載をいたしましたが、当中間会計期間にお

いても営業損失47,441千円（前中間会計期間

は63,357千円の損失）、経常損失36,882千円

（前中間会計期間は75,381千円の損失）、中

間純損失51,318千円（前中間会計期間は

21,461千円の損失）と継続的に重要な営業損

失、経常損失及び中間純損失を計上しており

ます。

　当該状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を打破すべく、現在収益

構造の改革を実施中であり、その進捗状況に

ついては、以下の通りとなっております。

　前事業年度から取り組んでおりますパッケー

ジソフトウェアの顧客への直接販売活動を中

心とした積極的な受注活動を展開した結果、

汎用性の高いドキュメント系ソフトを中心に

売上高は前年同期比25.3％増加いたしました。

しかしながら計画を下回っており、不十分な

状況であります。今後、下期に現在開発中の

新製品を集中して発売いたします。また、新

たな販売手段として、10月よりダウンロード

販売を開始しております。これらを追い風に

更なる売上高向上を目指して参ります。

　受託開発事業では、当初受注を予定してい

た大口の受託開発が１件受注できなかったた

め、売上高は計画を大幅に下回りましたが、

受注案件の採算管理の徹底により、大幅な損

失を計上することはありませんでした。また、

当中間会計期間より開発部門を統合したこと

により、システム開発技術者を効率よく運用

するべく、受注案件に関わっていない技術者

に関しては、パッケージソフトウェアの新製

品開発に注力させております。

　当社は、前事業年度において、継続企業の

前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の

記載をいたしましたが、当中間会計期間にお

いても営業損失31,867千円（前中間会計期間

は47,441千円の損失）、経常損失32,045千円

（前中間会計期間は36,882千円の損失）、中

間純損失34,248千円（前中間会計期間は

51,318千円の損失）と継続的に重要な営業損

失、経常損失及び中間純損失を計上しており

ます。

　当該状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を打破すべく、現在収益

構造の改革を実施中であり、その進捗状況に

ついては、以下の通りとなっております。

　受託開発事業では、前事業年度中より開発

内容に関して発注元と協議を続けておりまし

た新規顧客からの受託案件の売上計上により、

売上高が前年同期に比べ大幅に伸びておりま

す。下期は積極的に受注活動を進め、開発部

門の生産性をさらに高めていく所存です。

　パッケージソフトウェア事業では、ドキュ

メント系ソフトに絞り込んでの販売活動を実

施するとともに、ＤＭや大規模な展示会への

参加等による積極的な見込み案件発掘を行い、

見込み案件は増えたものの成約数が伸びず、

売上高が前年同期を下回っております。

　しかしながら、粗利率が高い同事業は、当

社の業績向上には欠かせません。福西電機株

式会社との販売代理店契約の締結など今後の

売上増へ向けての下地作りも進んでおります

ので、下期はネットワークソリューション事

業における販売スタッフを全員パッケージソ

フトウェア事業の販売体制の補強にあて、さ

らに管理体制を徹底させ、販社・販売代理店

との協力体制や展示会の見込み案件の追及に

より、売上高の大幅増を図ってまいります。

　当社は、当期において営業損失59,974千円

（前期は88,887千円の損失）、経常損失

30,008千円（前期は96,785千円の損失）、当

期純損失775,202千円（前期は44,937千円の損

失）と継続的に重要な営業損失、経常損失及

び当期純損失を計上しております。

　当該状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。

　このような状況を解消すべく以下の経営計

画を実行してまいります。

１．システム受託開発の積極的な受注活動の

　実施

　当期において、開発部門の生産性を上げる

ため、積極的にシステム受託開発案件の受注

活動を行ってきた結果、従来の主要顧客であ

る株式会社コマーシャル・アールイーや長崎

県庁以外の新規顧客からのシステム受託開発

案件を獲得し、売上計上するに至りました。

今後は、さらに積極的に受注活動を行い、シ

ステム受託開発案件を獲得していく所存で

す。 

２．パッケージソフトウェアの絞込みと販売

強化

　利益率の高いパッケージソフトウェア売上

高の回復のため、今後は、フォーム名人，消

防くん，ウエイストマネージャーなどのドキュ

メント系ソフトに絞り込んで、販売活動を展

開するとともに、新規販売店の獲得や成功報

酬型のビジネス・アドバイザーによる新たな

市場への展開を図っていく所存です。 

３．ネットワークソリューション事業の確立

　当期より同事業を立ち上げたため、ターゲッ

ト層の絞込みがうまくいかず計画した売上高

を大幅に下回りましたが、ここに来てようや

くターゲット層の絞込みができて参りまし

た。 今後は、産業廃棄物処理業者と不動産開

発業者をターゲットとして、積極的に受注活

動を展開していき、同事業を確立していく所

存です。
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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）

　上記の既存事業に加え、新たな収益源とし

て当中間会計期間よりＡＯＳテクノロジーズ

株式会社製の各種ネットワークシステム販売

を軸としたネットワークソリューション事業

を開始し、積極的な受注活動を展開しました

が、取引高の大きさなどから、受注までの交

渉期間が長期化し、大型商業物件や大型ベッ

トタウンへの商談数件が成約に結びつかなかっ

たため、売上高は計画を大幅に下回りました。

　しかし継続して交渉中の案件も複数存在し

ておりますので、早急に成約できるよう行動

して参ります。

　全体として、当中間会計期間においては、

売上高が前年同期比31.5％増加するなど徐々

に改善の兆しは見えますが、引き続き収益構

造の改革を推し進めて、一刻も早く当該事象

を解消できるよう努めて参ります。

　また、当社は、前事業年度に引き続き株式

会社コマーシャル・アールイーの連結グルー

プ会社として、同社から人材面、営業面、財

務面など広範囲に亘る支援を受けながら、自

律的な業績回復を達成する所存です。

　中間財務諸表は、継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響

を中間財務諸表には反映されておりません。

　ネットワークソリューション事業では、同

事業の確立のため、産業廃棄物処理業者と不

動産開発業者をターゲットに、積極的に受注

活動を展開してまいりました。売上高は前年

同期に比べ大幅に伸びたものの、当初同事業

に期待していた売上高には程遠い状況となっ

ております。そのため、下期においては、同

事業の販売スタッフは、パッケージソフトウェ

ア事業の販売活動の補強にあてる所存です。

　また、６月より新規事業として、不動産媒

介事業を開始いたしましたが、当初の見込み

案件については、売買価格交渉が決裂した等

の理由により媒介できず、急遽代替案件の受

注に切り替えましたが、１案件のみの媒介成

立しかできませんでした。ただ同事業につい

ては粗利率が高く、かつ販売費及び一般管理

費が少なく、また現状では新規見込み案件も

多いため、下期も継続して見込み案件の追及

を行っていく所存です。

　当中間会計期間においては、売上高が前年

同期比41.3％増加するなど年々改善の兆しは

見えますが、まだ不十分な状況です。引き続

き収益構造の改革を推し進めて、一刻も早く

当該事象を解消できるよう努めてまいります。

　また、当社は、前事業年度に引き続き株式

会社コマーシャル・アールイーの連結グルー

プ会社として、同社から人材面、営業面、財

務面など広範囲に亘る支援を受けながら、自

律的な業績回復を達成する所存です。

　中間財務諸表は、継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響

を中間財務諸表には反映されておりません。

４．新規事業の立ち上げ

　上記の３事業に加え、不動産媒介業務を中

心とする事業を立ち上げることにより、売上

高の向上を図っていく所存です。

　また、当社は、株式会社コマーシャル・アー

ルイーの連結グループ会社として、引き続き

人材面、営業面、財務面など広範囲に亘る支

援を受けながら、自律的な業績回復を達成す

る所存です。

　財務諸表は、継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を財

務諸表には反映されておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年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．資産の評価基準及び評価

方法

 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、全

部資本直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により

算定）

その他有価証券

　　時価のあるもの

　決算末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は、全部資

本直入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　　左

　　時価のないもの

同　　左 

(2) たな卸資産

原材料

　最終仕入原価法による原価法

によっております。

(2) たな卸資産

原材料

同　　左

(2) たな卸資産

原材料

同　　左

 仕掛品

　個別法による原価法によって

おります。

仕掛品

同　　左

仕掛品

同　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数については、

以下のとおりであります。

　建物　７～47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

定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に、市場販売目的

のソフトウェアについては、見込

み販売可能期間（３年）に基づい

ております。

(2) 無形固定資産

同　　左

(2) 無形固定資産

同　　左

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込み額

を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同　　左

(1) 貸倒引当金

同　　左
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項目
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）

 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、将来の支払見込額のうち当中

間会計期間の負担額を計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

同　　左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、将来の支払見込額のうち当事

業年度の負担額を計上しておりま

す。

４．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．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、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短期投資から

なっております。

同　　左 同　　左

６．その他中間財務諸表（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

　税抜方式を採用しております。

　消費税等の会計処理

同　　左

　消費税等の会計処理

同　　左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年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）

（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（「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）に従い、当中間会計期間から

同会計基準及び同適用指針を適用しておりま

す。

　これにより営業損失及び経常損失はそれぞ

れ199千円減少し、税引前中間純損失は11,527

千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。

 ―――――― （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（「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）に従い、当期から同会計基準

及び同適用指針を適用しております。

　これにより営業損失及び経常損失は398千円

減少し、税引前当期純損失は11,328千円増加

しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から

直接控除しております。

 ―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「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

605,770千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

 ――――――

 ―――――― （不動産媒介事業に係る収益及びこれに対応

する費用の計上方法の変更）

　前期まで、不動産媒介による手数料収入は、

「営業外収益」に、これに対応する原価は「営

業外費用」に計上しておりましたが、当中間

会計期間より、不動産媒介による手数料収入

を「売上高」に、これに対応する原価を「売

上原価」に計上する方法に変更いたしました。

　この変更は、定款の目的のひとつである不

動産媒介業務による収益の重要性が増加傾向

にあるため、当中間会計期間において社内に

ＲＥ事業部を設置したことに伴い、会社の営

業活動に基づく損益区分をより明確に表示す

るために変更したものであります。

　この変更により、従来と同一の基準によっ

た場合に比べ、売上高は10,000千円、売上原

価は954千円それぞれ増加し、売上総利益は

9,045千円多く、営業損失は9,045千円少なく

表示されております。なお、経常損失及び税

引前中間純損失への影響はありません。

 ――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

25,529千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

29,232千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

27,813千円であります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

建物 64,894千円

土地 30,953千円

計 95,847千円

建物 61,778千円

土地 30,953千円

計 92,731千円

建物 63,245千円

土地 30,953千円

計 94,198千円

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務

１年以内返済予定長期借

入金
6,000千円

長期借入金 18,500千円

計 24,500千円

１年以内返済予定長期借

入金
6,000千円

長期借入金 13,000千円

計 19,000千円

１年以内返済予定長期借

入金
5,500千円

長期借入金 16,000千円

計 21,500千円

３．当社得意先のリース債務807千円に対し

て債務保証を行っております。

３．当社得意先のリース債務2,778千円に対

して債務保証を行っております。

３．当社得意先のリース債務719千円に対し

て債務保証を行っております。

※４．消費税等の取扱い

仮払消費税等および仮受消費税等は、

相殺の上、未払消費税等として表示し

ております。

※４．消費税等の取扱い

同　　左

――――――
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（中間損益計算書関係）

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．営業外収益の主要項目  ―――――― ※１．営業外収益の主要項目

匿名組合分配金 7,189千円

投資有価証券売却益 4,064千円

受取手数料 37,681千円

投資有価証券売却益 11,087千円

匿名組合分配金 7,189千円

―――――― ―――――― ※２．営業外費用の主要項目

  支払手数料 25,766千円

―――――― ※３．特別利益の主要項目 ――――――

 固定資産売却益 55千円

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目

減損損失 11,727千円 固定資産除却損 48千円 投資有価証券評価損 729,000千円

減損損失 11,727千円

※５．減損損失

　　当中間会計期間において、当社は以下の

資産について減損損失を計上しております。

―――――― ※５．減損損失

　　当期において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 金額

東京都中央区 支店

建物 1,139千円

工具器具
備品

502千円

長崎県長崎市 本社

建物 4,372千円

土地 2,046千円

車輌
運搬具

165千円

工具器具
備品

1,866千円

電話
加入権

1,634千円

 

場所 用途 種類 金額

東京都中央区 支店

建物 1,139千円

工具器具
備品

502千円

長崎県長崎市 本社

建物 4,372千円

土地 2,046千円

車輌
運搬具

165千円

工具器具
備品

1,866千円

電話
加入権

1,634千円

　　当社は、事業の種類別を基礎として資産

のグルーピングを行っております。また、本

社ビル等は共用資産としております。

　　全ての事業について、営業損益が継続し

てマイナスとなっているため、各事業資産及

び共用資産について、帳簿価額を回収可能額

まで減額し、当該減少額を減損損失（11,727

千円）として特別損失に計上いたしました。

　　なお、当中間会計期間において減損損失

の測定に使用した回収可能価額は正味売却価

額であり、不動産については不動産鑑定評価

額、その他の固定資産については当社又は第

三者による合理的な見積額を基礎に処分費用

見込額を控除して算定しております。

　　当社は、事業の種類別を基礎として資産

のグルーピングを行っております。また、本

社ビル等は共用資産としております。

　　全ての事業について、営業損益が継続し

てマイナスとなっているため、各事業資産及

び共用資産について、帳簿価額を回収可能額

まで減額し、当該減少額を減損損失（11,727

千円）として特別損失に計上いたしました。

　　なお、当期において減損損失の測定に使

用した回収可能価額は正味売却価額であり、

不動産については不動産鑑定評価額、その他

の固定資産については当社又は第三者による

合理的な見積額を基礎に処分費用見込額を控

除して算定しております。

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 4,058千円

無形固定資産 4,181千円

有形固定資産 3,913千円

無形固定資産 2,135千円

有形固定資産 8,491千円

無形固定資産 6,785千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　　当中間会計期間（自　平成18年４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

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 41,459 30 － 41,489

合計 41,459 30 － 41,489

 　　（注）普通株式の発行済株式総数の増加30株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。

　　　２．新株予約権に関する事項

　　　　　該当事項はありません。

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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

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９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 199,752千円

現金及び現金同等物 199,752千円

現金及び預金勘定 327,438千円

現金及び現金同等物 327,438千円

現金及び預金勘定 310,325千円

現金及び現金同等物 310,325千円
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（リース取引関係）

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）

　リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。

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）

　リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（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

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

債券    

社債 20,000 20,102 102

その他 116,000 118,800 2,800

２．時価評価されていない主な有価証券

 
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 901,000

当中間会計期間末（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

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

その他 3,480 3,678 198

２．時価評価されていない主な有価証券

 
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 172,000
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前事業年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 

前事業年度末（平成18年３月31日） 

取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

 （千円）
差額（千円） 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

 

債券
   

社債 10,000 10,019 19

その他 3,480 3,888 408

合計 13,480 13,907 427

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前事業年度末

（平成18年３月31日）

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 172,000

（デリバティブ取引関係）

　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）

　　当社は、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。

　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）

　　当社は、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。

　前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　　当社は、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。

－ 23 －



（ストック・オプション等関係）

　　当中間会計期間は付与していないため、該当事項はありません。

（持分法損益等関係）

　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）

　　該当事項はありません。

　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）

　　該当事項はありません。

　前事業年度（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。

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 32,906.51円

１株当たり中間純損失 1,238.92円

１株当たり純資産額 14,600.74円

１株当たり中間純損失 825.93円

１株当たり純資産額 15,411.09円

１株当たり当期純損失 18,707.07円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失が計上されているため、記載し

ておりません。

同　　左 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、１株当たり当期

純損失が計上されているため、記載し

ておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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)

中間（当期）純損失（千円） 51,318 34,248 775,202

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円）
51,318 34,248 775,202

期中平均株式数（株） 41,422 41,467 41,439

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）純損失の算定

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1,837

株）。

新株予約権３種類（新

株予約権の数1,770

株）。

新株予約権３種類（新

株予約権の数1,800　　

株）。
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（重要な後発事象）

　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）

　　該当事項はありません。

　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）

　　該当事項はありません。

　前事業年度（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。

－ 25 －



５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当中間会計期間の生産実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類

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）

金額（千円) 構成比（％) 金額（千円） 構成比（％) 金額（千円） 構成比（％）

パッケージソフトウェア事業 85,253 80.0 78,740 52.2 162,732 67.7

受託開発事業 10,671 10.0 45,600 30.3 46,496 19.3

ネットワークソリューション事業 10,678 10.0 16,373 10.9 31,328 13.0

不動産媒介事業 － － 10,000 6.6 － －

合計 106,603 100.0 150,714 100.0 240,556 100.0

　（注）１．金額は販売価額によっております。

２．上記の金額には消費税等を含んでおりません。

(2）受注状況

事業の種類

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）

受注高（千円) 受注残高(千円) 受注高（千円） 受注残高(千円) 受注高（千円） 受注残高(千円)

パッケージソフトウェア事業 84,838 0 78,740 0 162,417 0

受託開発事業 14,784 5,900 10,198 500 80,610 35,902

ネットワークソリューション事業 11,368 689 13,771 0 33,948 2,620

不動産媒介事業 － － 10,000 0 － －

合計 110,991 6,589 112,710 500 276,977 38,522

　（注）　上記の金額には消費税等を含んでおりません。

(3）販売実績

事業の種類

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）

金額（千円) 構成比（％) 金額（千円） 構成比（％) 金額（千円） 構成比（％）

パッケージソフトウェア事業 85,253 80.0 78,740 52.2 162,732 67.7

受託開発事業 10,671 10.0 45,600 30.3 46,496 19.3

ネットワークソリューション事業 10,678 10.0 16,373 10.9 31,328 13.0

不動産媒介事業 － － 10,000 6.6 － －

合計 106,603 100.0 150,714 100.0 240,556 100.0

　（注）１．上記の金額には消費税等を含んでおりません。

２．当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

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）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社リコー 51,147 48.0 46,413 30.7

株式会社関電工 － － 28,439 18.8

株式会社大塚商会 15,402 14.4 17,148 11.3

　（注）　上記の金額には消費税等を含んでおりません。
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