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１．平成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 （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 1,340 104.9 118 163.4 115 153.0

17年９月中間期 654 (－) 45 (－) 45 (－)

18年３月期 2,031 199 196

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 △148 － △9,614 57 － －

17年９月中間期 24 (－) 1,694 60 1,556 00

18年３月期 91 6,270 36 5,894 00

（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（連結） 18年９月中間期 15,394株 17年９月中間期 14,314株 18年３月期 14,580株

③会計処理の方法の変更 無

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

(2）連結財政状態 （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 3,430 1,569 40.9 90,133 09

17年９月中間期 1,340 1,080 80.5 74,570 13

18年３月期 3,100 1,155 37.3 77,313 30

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 15,564.86株 17年９月中間期 14,484株 18年３月期 14,948株

(3）連結キャッシュ・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
中間期末(期末)残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 △89 △319 △3 648

17年９月中間期 △169 △284 2 187

18年３月期 △67 △676 1,157 1,051

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 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

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） １社 （除外） １社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 2,700 400 7

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　513円97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4ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社（ネクステック株式会社）及び子会社2社によって構成されており、製造業を営む顧客を専門にグ

ランドデザインからデータマネジメント、情報（IT）システム構築（開発・導入・運用）まで一貫した製造業特化型ソ

リューションサービス、教育コンテンツの構築・導入及びソフトウェアの開発・販売を主たる業務としております。

　当社グループの事業系統図は以下のとおりです。

 
顧   客 

販売代理店 

当  社 

㈱フォー・リンク・システムズ ネクステックシステムズ㈱ アライアンスパートナー 

ソフトウェア販売 

情報システム構築 グランドデザインサービス 

データマネジメントサービス 

情報システム構築 

ソフトウェア開発・販売 

その他 

教育コンテンツ販売 

ソフトウェア開発・販売 ソフトウェア研究開発 

情報システム構築 

ソフトウェア開発・販売 

教育コンテンツ販売 

ソフトウェア開発・販売 

ソフトウェア販売 
教育コンテンツ販売 

ソフトウェア開発・販売 

２．経営方針
(1) 会社の経営の基本方針

　当社グループは、製造業向けソリューションに軸足を置き、製造業の成長発展を促進するプロフェッショナル集団とし

て最良のブレインと目されるようになることを目指しております。そのためにも、より付加価値の高いソリューションの

研究開発を継続的におこない、実践を通じて実現することで、プロフェッショナルとして成長し続けてまいります。特に、

PLM(プロダクト・ライフサイクル・マネジメント)分野においてはリーディングカンパニーとしての地位を構築・維持し、

当社グループの成長が製造業の成長に繋がり、ひいては日本の発展に寄与するとの信念のもと、事業を推進していく所存

であります。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

　当社は株主への利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、今後の事業展開の拡大に備えた内部留保の充実に努

める目的から、利益配当は実施しておりません。今後は財務体質を強化しつつも、経営成績及び財政状態を勘案しながら、

利益成長に見合った配当を積極的に検討していく方針であります。

(3) 目標とする経営指標

　当社グループが目標とする経営指標は、「売上高総利益率」「１株当たり当期純利益」となっております。成長の源泉

となる付加価値の高い事業を継続的におこなうため、高い「売上高総利益率」を維持し、株主価値の向上のため、「１株

当たり当期純利益」の継続的成長を目指しております。

(4) 中長期的な会社の経営戦略

　現在、国内大手組立系製造業を顧客対象とし、PLM分野に重点を置いたソリューションの提供を行っております。中長期

的には、PLM分野でのリーディングカンパニーとしての地位を固めつつ、製造業を取り巻く様々なソリューション領域をカ

バーする企業グループを形成し、中堅・中小や海外の組立系製造業、そして組立系以外の大手製造業に顧客対象を拡大し

ていきたいと考えております。

そのためにも、顧客ニーズの高い製造業向けソリューションを開発する企業等の、シナジー効果が高い企業との業務・資

本提携に積極的に取り組んでいく方針であります。

(5) 会社の対処すべき課題

　今後の国内経済は、大手企業を中心に引き続き好調を維持していく見通しであります。当社グループの顧客対象である

大手製造業界も活況を呈しており、それを受けIT投資は引き続き拡大傾向にあります。
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　昨今の製造業は、「コスト競争力強化」「製品市場投入の迅速化」「設計と製造のコラボレーション強化」といった課

題に取り組む必要があります。それらの課題を解決するための手法として有力とされるPLMへの投資意欲は依然旺盛な状況

です。それに加え、「環境規制物質対応」や「日本版SOX法」などの法改正をきっかけとしたBOM（部品表）の整備の需要

も高まってきております。このような環境下で、当社グループの更なる成長を実現するため、以下の事項を課題として認

識し、対応してまいります。

①優秀な人材の確保と育成

　当社グループのプロフェッショナルサービスにとって重要な経営資源は優秀な人材であります。今後、優秀な人材の

採用を積極的に進めるため、採用体制を更に強化するとともに、教育制度の拡充によって従業員の能力向上を図ってま

いります。また、当社グループとのシナジー効果が見込まれる企業に対するＭ＆Ａ等を行うことで人材の確保も進めて

いきたいと考えております。

②内部管理体制の強化とコーポレート・ガバナンスの充実

　当社グループにおきましては、今後、より一層の事業拡大を見込んでおります。そのため今後当社グループの事業拡

大に応じた内部管理体制の強化を図るとともにコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

　今期におきましては、社内管理機能及び財務経理機能を強化するため、経営管理部をCAO OFFICEとCFO OFFICEへ分離

いたしました。今後も引き続き社内管理体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。

③プロジェクト品質の向上

　当社グループの受注案件数は、年々拡大傾向にあり、プロジェクト品質管理の必要性がこれまで以上に高まってきて

おります。今後、当社グループがこれまで蓄積したノウハウをテンプレート群として整備し、それに基づいた教育を行

うとともに、品質管理チェック体制を強化することにより、プロジェクトの品質の向上を図ってまいります。

④研究開発の強化

　高品質の製品開発、更なるコスト競争力強化、短納期対応等、市場のニーズが多様化している現在の環境下において、

PLMのニーズはますます高まっております。当社グループにおきましては、このような状況をビジネスチャンスと捉え、

研究開発を目的としたチームを編成し、これまで培ってきた製品情報管理を軸とするPLMのノウハウに基づいて、ソリュー

ションの開発を進めてまいります。

⑤知的財産権管理の強化

　当社グループの競争力の源泉となるソリューションモデルや技術等の知的財産権を保護し、競合他社との差別化を図

るため、知的財産権管理の強化を図ってまいります。

(6) 親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(7) その他、会社の経営上の重要な事項

　当社グループの関連当事者との取引に関する基本的な考え方としましては、当社グループの業務上の必要性に応じ、他

の取引先と同等の条件により取引を行います。

３．経営成績及び財政状態
１.経営成績

　当社の顧客対象である製造業においては、原材料等の価格の高騰が続く中、会社法改正による業界再編や環境規制物質

対応、中国等アジア系企業の対等などに備えるべく、グローバルな環境変化が起こっております。

　そのため「コスト競争力強化」「短納期化」「製造ラインの垂直統合」「日本版SOX法対応」「リコール問題」等、対応

すべき課題は益々広がりを見せております。いずれも製品の品質や使用実績などの部品情報を管理し、部品システムや部

品情報を経営に活かす手法である、PLMを導入することが非常に効果的であり、市場規模は拡大を続けております。

　このような状況の中で、当社グループの当中間期においては、引き続き製造業向けの製品情報管理パッケージソフトウェ

ア「SpeedPLMware.®(スピードピーエルエムウェア)」の開発に注力し、機能強化を図りました。特に、部品データ整理及

び管理ツールの開発・販売を主事業としているポータル㈱を、平成18年４月６日に完全子会社化し、続いて６月30日をもっ

て吸収合併しており、同社のデータ整備管理ツールを当社の「SpeedPLMware.®」に集約しております。また、海外展開と

しては、中国においてシステムにおけるオフショア開発を本格的に開始しております。

　既存案件の大型化等により受注が想定以上に進んだ結果、当社グループの当中間連結会計期間の業績は、売上高及び経

常利益につきましては、平成18年５月10日に発表した当初の予想を大幅に上回り、売上高1,340,433千円(前年同期比

104.9％増)、経常利益115,523千円(同153.0％増)となりました。中間純損益に関しては、ソフトウェア仮勘定評価損とし

て特別損失321,318千円を計上した結果、中間純損失は148,006千円(前年同期は中間純利益24,256千円)となりました。

①売上高

売上高は1,340,433千円(前年同期比104.9％増)となりました。これは主として、既存顧客を中心とした旺盛な需要に応え

－ 3 －



たことによるものです。また㈱フォー・リンク・システムズを平成17年12月に子会社化したことで、収益の規模が拡大い

たしました。

②売上原価、売上総利益

売上高の増加に応じ売上総利益は631,195千円(前年同期比98.4％増)となり、売上高総利益率は47.1％となりました。

③販売費及び一般管理費、営業利益

販売費及び一般管理費は、人員の増強、並びに㈱フォー・リンク・システムズの子会社化及びポータル㈱の子会社化とそ

の後の吸収合併による人件費の増加に加え、オフィスの拡張による賃借料の増加等により512,440千円(前年同期比87.7％

増)となり、売上高に対する割合は38.2%となりました。この結果、営業利益は118,754千円(同163.4％増)となっておりま

す。

④営業外損益、経常利益

ポータル㈱を吸収合併した事により発生した負ののれん償却等の営業外収益が6,814千円(前年同期比774.2％増)、借入金

利息等の営業外費用が10,046千円(同4,721.2％増)となり、この結果、経常利益は115,523千円(同153.0％増)となっており

ます。

⑤特別損益、税金等調整前当期純利益

喪失を見込んでいた債権を回収した事等による貸倒引当金戻入益の発生等により、特別利益が17,078千円(前年同期は－千

円)となりました。また、ソフトウェア仮勘定に計上していた開発中のアプリケーションソフトウェアにつき、完成時期が

延期された事等により評価損を計上し、特別損失が321,318千円(前年同期比12,363.9％増)発生した結果、税金等調整前中

間純損失188,716千円(前年同期は税金等調整前中間純利益43,087千円)となっております。

⑥法人税等、少数株主損失、当期純利益

税効果会計適用後の法人税等は△57,672千円(前年同期は18,830千円)となりました。また子会社分の少数株主利益が16,962

千円(前年同期は－千円)発生しました。この結果、中間純損失は148,006千円(前年同期は中間純利益24,256千円)となって

おります。

（次期の見通し）

　当社は昨日、「平成19年３月期中間期・通期業績予想の修正に関するお知らせ」を発表しており、平成19年３月期の連

結及び個別の業績の見通しを以下のとおりとしております。

　製造業における情報化戦略に関しては、引き続き積極的な投資が行われることが想定され、特に「ものづくり」におけ

る競争力強化に向けたPLMソリューションへの需要は引き続き拡大しております。下期においても、受注は非常に好調に推

移しておりますが、当社グループの売上は第4四半期に偏重する傾向があることから、業績動向は不確定であるため、現時

点では連結業績の売上高、個別業績の売上高・経常利益については当初予想を据え置きます。連結経常利益については、

①連結子会社のコスト削減が見込まれること、②吸収合併したポータル㈱に係るのれんの再評価を行い、償却負担が不要

となることにより、400百万円(前年同期比103.1％増)を見込んでおります。なお、連結当期純利益は7百万円(同91.3％

減)、個別当期純利益は24百万円(同79.5％減)となる見込みでありますが、これは昨日発表した特別損失(ソフトウェア仮

勘定評価損)の計上によるものであります。

　当社グループといたしましては、旺盛なPLMへの需要を取り込み成長を加速すべく、引き続き、人材の確保及び教育、

パッケージソフトウェア「SpeedPLMware.®」の開発、PLMをはじめとしたソリューションの強化を積極的に推進してまいり

ます。また、事業拡大に向けた戦略的アライアンスやM&Aについても積極的に行うこととしており、日本国内においては

データメンテナンスビジネス、海外においてはアジア4極(日本の他に中国、台湾、韓国)における手始めとして中国での

パッケージ販売とシステム開発に取り組んでまいります。 

平成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）

【連結】  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 2,700 400 7

【個別】  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 2,100 400 24

上記の予想は、現時点において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての仮定を前提としております。実際の業績等

は、今後の様々な要因により、上記予想数値と異なる可能性がございます。
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２.財政状態

　当中間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（以下「資金」という）は、業績の拡大に伴なう売上債

権の増加による支出、各種パッケージソフトウェア・ツール等の開発に注力した事による無形固定資産の取得による支出

等により、当中間連結会計期間末には648,333千円(前年同期比246.7％増)となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは89,245千円(前年同期比47.4％減)となりました。これは連結売上高の大幅

な増加を反映し、売上債権の増加による支出227,582千円(同61.4％増)があったものの、ソフトウェア仮勘定評価損321,318

千円(前年同期は－千円)の発生や、減価償却費81,279千円(前年同期比183.8％増)等の影響があったことによるものであり

ます。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは319,121千円(前年同期比12.2％増)となりました。これは、主にＰＬＭパッ

ケージソフトウェア「SpeedPLMWare.」等の開発に伴う無形固定資産の取得による支出245,257千円(同38.7％増)によるも

のであります。

(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キャッシュ・フローは3,039千円(前年同期は2,835千円の資金の獲得)となりました。これは、主

に短期借入金の純増220,310千円(前年同期は－千円)、長期借入金の返済222,955千円(前年同期は－千円)によるものであ

ります。

〈連結財務諸表ベース〉

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（％） － － 80.5 37.3 40.9

時価ベースの自己資本比率（％） － － 902.0 501.3 197.4

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － － － －

〈個別財務諸表ベース(参考)〉

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（％） － 81.0 80.7 42.6 45.3

時価ベースの自己資本比率(％） － 1,388.3 900.0 560.3 213.8

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － － － －

(注)１．各指標は、以下の計算式により算出しております。

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

２．当社は、平成17年９月期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

４．有利子負債は、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全ての負債を対象としております。

５．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」

及び「利息の支払額」を用いております。

６．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスの場合は記載しておりません。
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 ３.事業等のリスク

　以下において当社グループの事業展開上のリスク要因となりうる事項を記載しております。

また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断において重要であると考えられる事項に

ついては、積極的に開示しております。なお当社グループは、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回

避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載

事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えられます。

また、以下の記載は当社グループの事業又は本株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんので、

ご注意下さい。なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において、当社グループが判断した

ものであります。

①事業の環境について

　当社グループは製造業を営む顧客を専門にPLMに関するソリューションサービスを中心に提供する製造業特化型ソリュー

ションサービス企業であります。当社グループが提供する、PLMに重点を置いたソリューションはまだ若い理論体系であり、

日本国内ではようやく大手ベンダー各社の設立したPLM事業部ないし子会社がソリューションサービスを提供し始めた段階

であると認識しております。PLMについては、先行する米国においてはその成長が大いに期待されており、また世界市場で

も底堅い成長が予想されておりますが、今後順調な市場の拡大が見られない場合には当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。

　また、当社グループは常に顧客の課題解決に向けた手法を研究し、サービスの高付加価値化及び差別化を図っておりま

すが、PLMに代わり新しい課題解決手法が開発され、当社グループが提供するソリューションの優位性もしくは有用性が失

われた場合、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。

②事業の内容について

a. 最近の経営成績について

当社グループの最近５事業年度の経営の概況を参考までに掲げると以下のとおりであります。

〈連結財務諸表ベース〉

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

 売上高  （千円） － － － － 2,031,159

 経常利益  （千円） － － － － 196,941

 当期純利益  （千円） － － － － 91,421

 総資産額  （千円） － － － － 3,100,819

 純資産額  （千円） － － － － 1,155,679

〈個別財務諸表ベース(参考)〉

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

 売上高  （千円） 209,031 541,896 604,250 1,084,891 1,724,484

 経常利益  （千円） 21,994 110,229 77,324 239,957 197,586

 当期純利益  （千円） 13,534 60,823 39,117 144,093 118,848

 総資産額  （千円） 121,839 205,385 586,404 1,298,982 2,774,591

 純資産額  （千円） 23,162 84,789 513,103 1,052,797 1,183,105

(注）１．当社グループは、平成18年３月期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。

２．第１期の売上高には消費税等が含まれておりますが、第２期以降の売上高には含まれておりません。

３．第３期から第６期の財務諸表及び第６期の連結財務諸表に関しては、証券取引法第193条の２の規定に基づき三優監査法人の監査を受

けておりますが、第２期の財務諸表につきましては監査を受けておりません。

b. 業歴が浅いことについて

当社グループは業歴が浅いことから、過年度の経営成績だけでは今後の当社グループの業績を予測する材料として不十分

な面があると考えられます。特に、積極的なM&Aの実施により当社グループの経営環境は変化を続けており、今後の業績の

予測が難しい状況であります。今後業績予測から実勢が大きく乖離した場合、当社グループの経営方針及び事業計画等の

変更を余儀なくされる可能性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

c. 少数かつ大口取引先への依存について

当社グループでは、少数の取引先に対する売上が売上高の過半を占めております。より多くの顧客からの引合いに応じる

ため、人員の増強によって取引先数を増加させ、またサービスの一部を当社グループの開発・販売するパッケージソフト

－ 6 －



ウェア等に代替させる事により取引先あたりの人員数の減少と新たな市場の開拓を図る方針でありますが、現状では一取

引先との間で契約内容の追加変更や契約の解除が行われた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

d. 市場販売目的のソフトウェアについて

当社グループでは、PLMパッケージソフトウェア「SpeedPLMWare.」、３D-CAD教育ツール「toremas.com」等を開発・販売

しております。当該ソフトウェア等については、将来の受注販売見込みを合理的に見積もった上で計上しておりますが、

市場状況の急激な変化等により必ずしも将来の収益獲得に結びつかない可能性があります。

e. 契約締結について

当社グループは、業界の慣行から内示書等によってプロジェクトを開始し、その後正式な契約を締結する場合があります。

しかしながら、最終的に当初の内示書等から契約内容が変更された場合には、最適な人的資源の配分を行えない可能性が

あり、その結果、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。

f. プロジェクト管理について

当社グループは、顧客の満足度を左右し、当社グループのブランドイメージ及び信用力に大きな影響を与える「プロジェ

クト品質」を最重要の経営指標とし、「品質管理プログラム」を運用しております。これによりプロジェクトの品質を維

持し、かつ、適正な収益を確保する仕組みを構築しております。しかしながら偶発的なトラブルやその他予見不可能な事

態の発生等によるリスクを完全にゼロはできないことから、結果的に「品質管理プログラム」が機能せず、プロジェクト

の品質が低下し採算が悪化する可能性があります。

g. 売上計上時期について

当社グループの請負契約に係る売上計上基準には原則として検収基準を採用しております。従って顧客の都合や当社グルー

プの納期遅延等により、契約上予定されていた期間内に顧客による検収を受けることができなかった場合、売上計上時期

にずれが生じ、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。

h. 海外における事業展開について

当社グループは前事業年度、売上高全体に占める割合は低いものの初の海外売上を獲得いたしました。今後アジア地域を

中心に海外での事業展開を計画しており、将来順調にその規模が拡大してまいれば、現地での政治的・社会的混乱、税制

や規制等の制度の変更、為替相場の大幅な変動及びその他事情の変化等があった場合には、当社グループの業績等に影響

を及ぼす可能性があります。

③当社グループの事業体制について

a. 小規模組織であることについて

当社グループは平成18年９月30日現在、役員12名（監査役及び社外取締役含む）、従業員103名と未だ規模が小さく、内部

管理体制もこのような規模に応じたものになっております。当社グループでは事業拡大に応じて、適切な人員の増強、よ

り充実した社内システムの構築、内部管理体制の充実を図っておりますが、今後これらに対し適切かつ充分な組織的対応

ができなかった場合には、組織的効率が低下し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

b. 人材の確保と育成について

当社グループにおいてプロフェッショナルサービスに直接携わるスタッフは、コンサルティングファーム、メーカー及び

ＳＩ会社等出身のエキスパートによって構成され、当社グループの事業遂行上必要不可欠な経営資源であります。当社グ

ループは積極的かつ継続的な採用活動及び各種教育プログラムに基づく人材育成を行いスタッフの量的・質的拡充に努め

ておりますが、計画どおりに採用が行われなかった場合や想定どおりに人材を育成できなかった場合、当社グループの事

業拡大及び将来性に影響を与える可能性があります。

c. 特定の人物への依存度について

ネクステック㈱代表取締役社長山田太郎は、当社グループの経営の最高責任者であり、著作活動やセミナー・外部講演へ

の出演、早稲田大学大学院(客員助教授)・東京大学大学院(非常勤講師)における教員としての活動等を通じて当社グルー

プの知名度を高め、営業活動に多大な影響を与えてまいりました。現在、業務分掌や職務権限の委譲が進んだ事で山田太

郎への依存度は低下しつつありますが、今後何らかの理由により山田太郎が当社グループの業務を継続する事が困難になっ

た場合、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。

d. 情報管理について

当社グループの事業においては、顧客に関わるデータを取り扱うことがあり、その中には顧客の機密情報や個人情報が含

まれる場合があります。当社グループでは保有する顧客情報について厳格な管理を行っており、過去に顧客データの漏洩

が起きた事実は認識しておりません。また、これらに起因するクレームや損害賠償請求を受けた事実もありません。しか

しながら、今後顧客情報管理における何らかの問題が生じた場合、損害賠償責任の発生や当社グループに対する信頼の低

下等により、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。
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e. Ｍ＆Ａ等の投資について

当社グループは、持続的な成長を実現するために、シナジー効果の高い企業との資本提携やＭ＆Ａ等を積極的に行ってい

く方針であります。投資先については財政状態や経営成績、事業リスクなどを慎重に検討し、総合的な判断のもとに的確

な決定を行うよう努めておりますが、投資先の財政状態や経営成績の悪化等により有価証券に評価損が発生した場合、あ

るいは子会社化した会社の業績不振等が発生した場合には、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

f. システムトラブル等の不具合について

当社グループが提供するシステムにおいて、当社グループの責めに帰すべき事由による不具合（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顧客の当社グループに対する信頼を喪失することにより、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、当社グループは、社内のコンピュータシステムに関して、バックアップに

より災害対策を講じておりますが、地震や火災等の災害、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など、現段階では予測不可能な事由によりシステムトラブルが生じた場合、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。

g. 競合について

当社グループは、PLMに重点を置いた事業を展開しております。このPLMの実現においては、全社的な改革力、製造業に対

する深い知識、システム化のための技術力が問われるため、市場への新規参入は比較的難しいと考えられます。しかしな

がらPLMは製造業界において高い注目を集める課題解決手法であるため、近年国内外の大手企業による直接・間接の参入が

相次いでおり、競争の激化やそれに伴う価格競争が発生した場合、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。

h. 知的財産権について

当社グループは、現時点において、当社グループの事業活動に影響を及ぼすような特許権、商標権その他知的財産権が取

得されているという事実は確認しておりません。また、第三者から知的財産権に関する警告を受けたり、侵害訴訟等を提

起されたことはありません。しかしながら、将来、当社グループの事業活動に関連して第三者が知的財産権の侵害を主張

し、当社グループの事業が差し止められたり、侵害賠償等金銭的な負担を余儀なくされた場合、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。

i.配当政策について

当社は、株主への利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、今後の事業展開の拡大に備えた内部留保の充実に努

める目的から利益配当は実施しておりません。今後は、財務体質を強化しつつも、経営成績及び財政状態を勘案しながら、

利益成長に見合った配当を積極的に検討していく方針であります。

j. 新株予約権による株式希薄化について

当社は、役員及び従業員の会社業績の向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を導

入しております。具体的には、平成14年７月15日開催の臨時株主総会特別決議ならびに平成14年８月26日及び平成15年１

月26日開催の取締役会決議と、平成15年９月30日開催の臨時株主総会特別決議及び平成16年９月27日開催の取締役会決議

と、平成17年６月29日開催の定時株主総会ならびに平成17年６月30日、平成17年７月15日及び平成18年3月20日開催の取締

役会決議に基づき、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定によるストックオプション（新株予約権）を発行しておりま

す。これらのストックオプションが行使された場合、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。また、

当社株式の今後の株価動向によっては短期的な需給バランスの変動が発生し、株価形成が影響を受ける可能性があります。

また当社は、有能な人材を確保するにあたっては、ストックオプション等のインセンティブの付与は有効な手段の一つで

あると認識しております。これらのインセンティブプランの権利行使による株式発行及び将来における追加的な発行によ

り、更なる株式価値の希薄化が生じる可能性があります。平成18年９月30日現在、これらのストックオプションによる潜

在株式は2,169株であり、発行済株式総数15,564.86株の13.9%に相当しております。

－ 8 －



４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年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  187,012   650,683   1,053,726  

２．売掛金  503,597   1,075,957   824,147  

３．たな卸資産  92,000   65,588   19,982  

４．その他 ※2 44,639   210,602   91,997  

　　貸倒引当金  －   △16,110   △13,440  

流動資産合計   827,249 61.7  1,986,722 57.9  1,976,414 63.7

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※1  56,436  134,885  104,114

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア   183,413   270,976   267,795  

(2）ソフトウェア仮勘定   155,792   185,778   346,397  

(3）連結調整勘定   －   －   247,197  

(4）のれん   －   237,503   －  

(5）その他   3,642   16,337   3,582  

無形固定資産合計   342,848   710,597   864,973  

３．投資その他の資産           

(1）敷金保証金   108,312   －   －  

(2）繰延税金資産   －   409,524   1,921  

(3）その他   6,027   191,888   209,988  

　　貸倒引当金   －   △3,321   △56,592  

投資その他の資産合計   114,340   598,092   155,317  

固定資産合計   513,624 38.3  1,443,575 42.1  1,124,405 36.3

資産合計   1,340,874 100.0  3,430,298 100.0  3,100,819 100.0
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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  158,647   237,879   203,257  

２．短期借入金   －   800,000   500,000  

３．1年内返済予定
長期借入金

※3  －   224,092   272,192  

４．その他  102,153   140,645   228,767  

流動負債合計   260,800 19.5  1,402,617 40.9  1,204,217 38.8

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※3 －   415,746   590,601  

２．負ののれん  －   42,646   －  

固定負債合計   － －  458,392 13.4  590,601 19.1

負債合計   260,800 19.5  1,861,010 54.3  1,794,818 57.9

（少数株主持分）  

　　少数株主持分   － －  － －  150,321 4.8

（資本の部）  

Ⅰ　資本金   395,260 29.5  － －  399,480 12.9

Ⅱ　資本剰余金  443,360 33.0 － － 447,580 14.4

Ⅲ　利益剰余金  241,453 18.0 － － 308,619 10.0

資本合計   1,080,073 80.5  － －  1,155,679 37.3

負債、少数株主持分
及び資本合計

  1,340,874 100.0  － －  3,100,819 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 402,110 11.7 － －

２．資本剰余金  － － 844,316 24.7 － －

３．利益剰余金  － － 160,963 4.7 － －

４．自己株式  － － △5,385 △0.2 － －

株主資本合計  － － 1,402,003 40.9 － －

Ⅱ　少数株主持分  － － 167,283 4.8 － －

純資産合計  － － 1,569,287 45.7 － －

負債純資産合計  － － 3,430,298 100.0 － －
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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   654,116 100.0  1,340,433 100.0  2,031,159 100.0

Ⅱ　売上原価   335,944 51.4  709,238 52.9  1,124,593 55.4

売上総利益   318,172 48.6  631,195 47.1  906,566 44.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  273,078 41.7  512,440 38.2  707,479 34.8

営業利益   45,093 6.9  118,754 8.9  199,087 9.8

Ⅳ　営業外収益           

 １．印税収入  728   －   728   

 ２．負ののれん償却額  －   4,625   －   

 ３．その他  51 779 0.1 2,188 6,814 0.5 3,120 3,848 0.2

Ⅴ　営業外費用           

 １．支払利息  －   7,388   4,126   

 ２．新株発行費  184   －   807   

 ３. 支払手数料  －   1,780   －   

 ４．その他  23 208 0.0 877 10,046 0.8 1,060 5,995 0.3

経常利益   45,665 7.0  115,523 8.6  196,941 9.7

Ⅵ　特別利益           

 １．貸倒引当金戻入益  －   16,600   －   

 ２．その他  － －  477 17,078 1.3 － － －

Ⅶ　特別損失           

 １．固定資産除却損  －   －   251   

 ２．移転関連費  2,578   －   7,667   

 ３．受託業務解約損  －   －   32,864   

 ４．ソフトウェア
仮勘定評価損

 － 2,578 0.4 321,318 321,318 24.0 － 40,783 2.0

税金等調整前中間
(当期)純利益又は
純損失(△)

  43,087 6.6  △188,716 △14.1  156,157 7.7

法人税、住民税
及び事業税

 14,374   663   94,303   

法人税等調整額  4,455 18,830 2.9 △58,336 △57,672 △4.3 △23,145 71,158 3.5

少数株主利益又は
少数株主損失(△)

  － －  16,962 1.2  △6,422 0.3

中間(当期)純利益
又は純損失(△)

  24,256 3.7  △148,006 △11.0  91,421 4.5
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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）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高   441,850  441,850

Ⅱ　資本剰余金増加高      

増資による新株の発行  1,510 1,510 5,730 5,730

Ⅲ　資本剰余金中間期末
(期末)残高

  443,360  447,580

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高   217,197  217,197

Ⅱ　利益剰余金増加高      

中間(当期)純利益  24,256 24,256 91,421 91,421

Ⅲ　利益剰余金中間期末
(期末)残高

  241,453  308,619
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(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）

株主資本

少数株主持分 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
資本準備金 

その他
利益剰余金

 繰越
利益剰余金 

平成18年３月31日　残高(千円） 399,480 447,580 308,619 － 1,155,679 150,321 1,306,000

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行(千円） 2,630 2,630 － － 5,260 － 5,260

中間純損失(千円） － － △148,006 － △148,006 － △148,006

自己株式の取得(千円） － － － △5,385 △5,385 － △5,385

株式交換(千円) － 394,106 － － 394,106 － 394,106

連結子会社の合併による増加

(千円)
－ － 350 － 350 － 350

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)
－ － － － － 16,962 16,962

中間連結会計期間中の変動額合計

(千円)
2,630 396,736 △147,656 △5,385 246,324 16,962 263,286

平成18年９月30日　残高(千円) 402,110 844,316 160,963 △5,385 1,402,003 167,283 1,569,287
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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
又は純損失(△)

 43,087 △188,716 156,157

 のれん償却額  － 9,694 －

 負ののれん償却額  － △4,625 －

 減価償却費  28,641 81,279 84,667

 連結調整勘定償却額  － － 4,847

 受取利息及び受取配当金  △1 △37 △5

 支払利息  － 7,388 4,126

 移転関連費  2,578 － 1,520

 固定資産除却損  － － 251

 受託業務解約損  － － 32,864

 ソフトウェア仮勘定評価損  － 321,318 －

 売上債権の増加額  △141,028 △227,582 △337,596

 未収入金の増加額  △9,366 △20,981 △6,128

 たな卸資産の増減額（増加:△）  △72,418 △45,605 27,797

 前払金の増加額  － △9,660 △4,152

 仕入債務の増加額  59,785 43,741 87,155

 未払金の増加額  － 10,502 4,933

 預り金の増加額  43,515 － 11,865

 未払消費税等の増減額（減少:△）  △17,187 14,093 △14,379

 未収消費税等の増減額（増加:△）  － 18,906 △19,347

 その他  △9,063 △10,798 10,656

小計  △71,458 △1,083 45,233

 利息及び配当金の受取額  1 37 5

 利息の支払額  － △7,860 △4,700

 法人税等の支払額  △98,075 △80,338 △107,722

営業活動によるキャッシュ・フロー  △169,531 △89,245 △67,185

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

株式交換による子会社資金
の受入額

 － 5,462 －

 有形固定資産の取得による支出  △29,785 △44,540 △79,440

 無形固定資産の取得による支出  △176,768 △245,257 △420,691

 投資有価証券の取得による支出  － － △31,250

 連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による支出

 － － △72,810

 敷金保証金の支出  △72,404 △36,283 △76,289

 その他の投資による支出  △5,361 1,497 4,285

投資活動によるキャッシュ・フロー  △284,321 △319,121 △676,197
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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）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

 株式の発行による収入  2,835 4,990 10,652

 短期借入れによる収入  － 1,000,000 500,000

 短期借入金の返済による支出  － △779,690 △30,000

 長期借入れによる収入  － － 700,000

 長期借入金の返済による支出  － △222,955 △23,548

 自己株式の取得による支出  － △5,385 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,835 △3,039 1,157,104

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － 8,064 △74

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △451,017 △403,342 413,646

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  638,029 1,051,676 638,029

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高

※1 187,012 648,333 1,051,676

－ 15 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間連結会計期間

（自　平成17年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 連結子会社の数　１社

 連結子会社の名称　ネクステック

システムズ㈱

※ネクステックシステムズ㈱につい

ては、当中間連結会計期間において

新たに設立したことにより連結の範

囲に含めております。

連結子会社の数　２社

 連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

　㈱フォー・リンク・システムズ

※当中間連結会計期間中に株式交換

により完全子会社といたしました

ポータル㈱につきましては、平成18

年６月30日付で当社を存続会社とす

る吸収合併を行ったことにより連結

の範囲から除外しております。なお、

合併までの期間の損益及びキャッ

シュ・フローは中間連結損益計算書

及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書に含まれております。

連結子会社の数　２社

 連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

　㈱フォー・リンク・システムズ

※ネクステックシステムズ㈱につい

ては当連結会計年度において新たに

設立したことにより連結の範囲に含

めております。

※㈱フォー・リンク・システムズに

ついては平成17年12月16日に株式

を新規に取得して当連結会計年度よ

り連結子会社となっており、平成17

年12月31日をみなし取得日とし、平

成18年３月31日までの期間を連結財

務諸表に含めております。

２．持分法の適用に関する事項  非連結子会社及び関連会社がない

ため、該当事項はありません。

同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）に関する事項

 連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

すべての連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しております。

すべての連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しております。

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 　　　──────

 

 

 

 

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ 有価証券

(イ)その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ 有価証券

 (イ)その他有価証券

時価のないもの

　　　　　　　同左

 

ロ たな卸資産

 (1)商品

 総平均法による原価法を採用し

ております。

 (2)仕掛品

 個別法による原価法を採用して

おります。

 (3)貯蔵品

 最終仕入原価法を採用しており

ます。

ロ たな卸資産

 (1)商品

同左

 

 (2)仕掛品

同左

 

 (3)貯蔵品

同左 

ロ たな卸資産

 (1)商品

同左

 

 (2)仕掛品

同左

 

 (3)貯蔵品

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

 定率法によっております。

(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

 定額法によっております。

 なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込有効期

間(３年)における見込販売収益

に基づく償却額と販売可能な残

存有効期間に基づく均等配分額

を比較しいずれか大きい金額を

計上しております。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

基づく定額法によっております。

ロ 無形固定資産

 定額法によっております。

 なお、市場販売目的のソフト

ウェア及びコンテンツについて

は、見込有効期間(３年)におけ

る見込販売収益に基づく償却額

と販売可能な残存有効期間に基

づく均等配分額を比較しいずれ

か大きい金額を計上しておりま

す。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)に基づく定額法に

よっております。

ロ 無形固定資産

 定額法によっております。

 なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込有効期

間(３年)における見込販売収益

に基づく償却額と販売可能な残

存有効期間に基づく均等配分額

を比較しいずれか大きい金額を

計上しております。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

基づく定額法によっております。

ハ 長期前払費用

 均等償却によっております。

ハ 長期前払費用

 当社は均等償却によっておりま

す。

ハ 長期前払費用

同左 
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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）

(3） 　　　────── (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

回収可能性を勘案し、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

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法

同左 

(5）収益及び費用の計上基準

 収益及び費用の計上は、原則と

して検収基準によっております。

ただし、作業期間が６ヶ月超、

かつ、受注金額が５千万円以上

で、収益及び費用の見積りが可

能なプロジェクトについては、

進行基準を採用しております。

(5）収益及び費用の計上基準

 当社の収益及び費用の計上は、

原則として検収基準によってお

ります。ただし、作業期間が６ヶ

月超、かつ、受注金額が５千万

円以上で、収益及び費用の見積

りが可能なプロジェクトについ

ては、進行基準を採用しており

ます。

(5）収益及び費用の計上基準

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

 消費税等の会計処理

 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

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

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

 手許現金、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的な投資

であります。

同左 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）

 ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

「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)を当中間連結

会計期間から適用しております。これによる損

益に与える影響はありません。これまでの「資

本の部」の合計に相当する金額は1,402,003千

円であります。

なお、当中間連結会計期間における中間連結貸

借対照表の純資産の部については、中間連結財

務諸表規則の改正に伴い、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。

 ──────

 ────── （企業結合に係る会計基準）

当中間連結会計期間より、「企業結合に係る会

計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)

及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会

計基準第７号平成17年12月27日)並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平

成17年12月27日）を適用しております。

──────

  ────── （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)

当中間連結会計期間より、「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」(実務対応報告 第19

号 平成18年８月11日)を適用しております。こ

れに伴い、前中間連結会計期間において営業外

費用の内訳として表示しております「新株発行

費」については「株式交付費」(当中間連結会

計期間は269千円)とし、営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、営業外費用の

「その他」に含めて表示することにいたしまし

た。

 ──────
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表示方法の変更

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）

 ────── (中間連結貸借対照表)

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「敷金保証金」

(当中間連結会計期間末残高145,605千円)は、資産の総額の100分の５

以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示する

ことにいたしました。

２．前中間連結会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含めて

表示しておりました「繰延税金資産」は、当中間連結会計期間末にお

いて資産の総額の100分の５を超えることとなったため、区分掲記して

おります。なお、前中間連結会計期間末における「繰延税金資産」の

金額は983千円であります。

 ────── (中間連結損益計算書)

前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「印税収入」(当中間

連結会計期間は359千円)は、営業外収益の総額の100分の10以下となっ

たため、営業外収益の「その他」に含めて表示することにいたしまし

た。

 ────── (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「前払金の増減額」は、前

中間連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額

的重要性が増したため区分掲記しております。なお、前中間連結会計

期間の「その他」に含まれている「前払金の減少額」は418千円であり

ます。

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額」は、前

中間連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが、金額

的重要性が増したため区分掲記しております。なお、前中間連結会計

期間の「その他」に含まれている「未払金の減少額」は△2,266千円で

あります。

３．営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増減額」は、当

中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなったため「その

他」に含めております。なお、当中間連結会計期間の「その他」に含

まれている「預り金の減少額」は△96千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末

（平成17年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

（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

22,338千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

48,823千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

35,516千円

※２．　　　─────── ※２．ファクタリング方式により譲渡した売上

債権の未収額12,285千円が含まれておりま

す。

※２．　　　　───────

※３．　　　─────── ※３．　　　─────── ※３．日本政策投資銀行からの長期借入金

71,870千円(うち１年内返済予定長期借入金

22,220千円）については、下記に記載する

プログラム著作権等(1)について質権、教育

システム事業(2)に譲渡担保権が設定されて

おります。

(1)「toremas.com」に係るプログラム著作権及

び同プログラムの関連著作物に関する著作

権

(2)「toremas.com」名にて表示されるインター

ネット上のWebサイト（以下、「本件サイ

ト」という。）上で若しくは本件サイトを

利用し、又は本件サイトと同一の著作物等

を一部でも用いて本件サイト外で営まれて

いる一切の事業

　４．当社及び連結子会社１社は、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀行４行と当

座貸越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。　

当座貸越限度額の総額 1,200,000 千円

借入実行残高 － 千円

差引額 1,200,000 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４行と当座貸越契約を締結し

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。　

当座貸越限度額の総額 2,500,000 千円

借入実行残高 800,000 千円

差引額 1,700,000 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４行と当座貸越契約を締結し

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。　

当座貸越限度額の総額 2,500,000 千円

借入実行残高 500,000 千円

差引額 2,000,000 千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間

（自　平成17年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．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。

販売促進費 28,930千円

役員報酬 31,627千円

給与手当 69,566千円 

採用費 30,730千円 

賃借料 27,522千円

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 53,990千円

給与手当 154,797千円

賃借料 54,018千円

※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。

給与手当 184,661千円 

役員報酬 76,761千円 

業務委託費 82,195千円
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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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

発行済株式

普通株式（注１） 14,948.00 616.86 － 15,564.86

合計 14,948.00 616.86 － 15,564.86

自己株式

普通株式（注２） － 10.04 － 10.04

合計 － 10.04 － 10.04

(注)１．普通株式の発行済株式総数の増加616.86株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加284株、ポー

タル㈱との株式交換(ポータル㈱との普通株式１株に対して当社の普通株式0.013㈱を割当)による増加332.86株で

あります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。

２．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） 
当中間連結会

計期間末残高

（千円）
前連結会計

年度末

当中間連結

会計期間増加

当中間連結

会計期間減少

当中間連結

会計期間末

提出会社

(親会社)

ストック・オプションとして

の新株予約権(注１)
普通株式 2,471 － 302 2,169 －

連結子会社

(㈱フォー・リンク

・システムズ)

ストック・オプションとして

の新株予約権(注2,3)
普通株式 1,525 200 35 1,690  

合計 － 3,996 200 337 3,859  

(注)１．提出会社のストック・オプションとしての新株予約権の当中間連結会計期間減少302株は、新株予約権の行使によ

る減少284株、新株予約権の消却による減少18株であります。

２．㈱フォー・リンク・システムズのストック・オプションとしての新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株

予約権の付与によるものであります。

３．㈱フォー・リンク・システムズのストック・オプションとしての新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株

予約権の消却によるものであります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年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．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

※１．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

※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

 （平成17年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 187,012千円

現金及び現金同等物 187,012千円

 （平成18年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 650,683千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金
2,350千円 

現金及び現金同等物 648,333千円

 （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,053,726千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金
2,050千円 

現金及び現金同等物 1,051,676千円
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①　リース取引

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）

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 22,859 2,242 20,616

ソフトウェア 4,443 666 3,776

合計 27,302 2,909 24,393

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 41,184 7,021 34,163

車両 4,067 790 3,276

ソフトウェア 45,169 37,044 8,124

合計 90,421 44,856 45,565

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具及び備品 22,859 4,300 18,559

車両 4,072 113 3,959

ソフトウェア 4,443 1,110 3,332

合計 31,375 5,524 25,851

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

未経過リース料中間期末残高相当額

 (2）未経過リース料期末残高相当額

未経過リース料期末残高相当額

1年内 4,587千円

1年超 20,350千円

合計 24,938千円

1年内 11,815千円

1年超 34,847千円

合計 46,662千円

1年内 5,560千円

1年超 21,096千円

合計 26,657千円

 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 1,162千円

減価償却費相当額 1,262千円

支払利息相当額 291千円

支払リース料 8,499千円

減価償却費相当額 7,605千円

支払利息相当額 956千円

支払リース料 4,111千円

減価償却費相当額 3,832千円

支払利息相当額 876千円

 (4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

 (4）減価償却費相当額の算定方法

同左

 (4）減価償却費相当額の算定方法

同左

 (5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当

額との差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっております。

 (5）利息相当額の算定方法

同左

 (5）利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

(減損損失について)

同左 

②　有価証券関係

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

 当社グループは有価証券を全く保有しておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

 時価評価されていない主な有価証券の内容  

 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 32,750

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

 時価評価されていない主な有価証券の内容  

 連結貸借対照表計上額(千円)

 その他有価証券  

 非上場株式 31,250
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③　デリバティブ取引関係

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）、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）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において、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。

④　ストック・オプション等

 当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

 　該当事項はありません。

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 
㈱フォー・リンク・システムズ

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・システムズ

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社
子会社㈱フォー・リンク・システムズの

取締役 1名、同社従業員 4名

 株式の種類別のストック・オプショ

ンの付与数
普通株式　365株 普通株式　200株

 付与日 平成18年７月31日 平成18年７月31日

 権利確定条件
 付与日(平成18年７月31日)以降、権利確定日(平成20

年６月17日)まで継続して業務提携先であること。

 付与日(平成18年７月31日)以降、権利確定日(平成20

年６月17日)まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間 －  自平成18年7月31日　至平成20年6月17日

 権利行使期間  権利確定後８年以内  権利確定後８年以内

 権利行使価格（円） 120,000 120,000

 付与日における公正な評価単価

（円）
120,000 120,000
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⑤　企業結合会計

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）

 （パーチェス法適用関係）

１　企業結合の概要

被取得企業の名称　　　　　　ポータル㈱

被取得企業の事業の内容　　　製造業向けデータコンサルティング

企業結合を行った主な理由　　データクレンジング分野の強化のため

企業結合日　　　　　　　　　平成18年4月7日（株式交換）、平成18年6月30日（合併）

企業結合の法的形式　　　　　株式交換による完全子会社化及び当社との吸収合併

結合後企業の名称　　　　　　ネクステック㈱（存続会社）

取得した議決権比率　　　　　100％（株式交換時）

２　中間連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　自　平成18年4月1日　至　平成18年6月29日

３　取得企業の取得原価及びその内訳

　(1) 被取得企業の取得原価　395,606千円

　(2) 取得原価の内訳　株式取得費用　394,106千円

　　　　　　　　　　　株式取得に直接要した支出額（デューデリジェンス費用）1,500千円

４　交付株式の内訳

　(1) 交換比率　普通株式　ネクステック㈱　1：ポータル㈱　0.013

　(2) 算定方法　中央青山PwCコンサルティング㈱に株式交換比率の算定を依頼し、同社から提出された参考資料に基づき

ポータル㈱と協議の上、算定

　(3) 交付株式数及びその評価額　332.86株　394,106千円

５　発生した負ののれんの金額等

　(1) 負ののれんの金額　47,272千円

　(2) 発生原因　ポータル㈱の今後の事業展開によって期待される将来の収益力から、同社より引き継ぐ繰越欠損金から

生ずる税効果を控除したことにより発生

　(3) 償却方法及び償却期間　　負ののれんの償却については、5年間で均等償却いたします。

６　企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

　　(平成18年６月30日現在)

　　流動資産　　　　　102,033千円

　　固定資産　　　　　　1,718千円

　　資産計　　　　　　103,752千円

　　流動負債　　　　　102,215千円

　　負債計　　　　　　102,215千円

７　取得原価の配分

繰延税金資産等の項目において、中間連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的な情報等に基づき

暫定的な会計処理を行っているため、取得原価の配分は完了しておりません。
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において、当社グループは製造業特

化型ソリューションサービスベンダーとして、同一セグメントに属するグランドデザイン、データマネジメント、情報(IT)

システム構築(開発・導入・運用)等のプロフェッショナルサービスを行っており、当該事業以外に事業の種類がないため

該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

 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）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において、当社グループには本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

 前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 海外売上高がないため、該当事項はありません。

 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）

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。

 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）

 香港

Ⅰ　海外売上高（千円） 424,989

Ⅱ　連結売上高（千円） 2,031,159

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 20.9

（注）海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

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）

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 74,570円 13銭

１株当たり中間純利益金額 1,694円 60銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
1,556円 00銭

１株当たり純資産額 90,133円 09銭

１株当たり中間純損失金額 9,614円 57銭

 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益

については、潜在株式は存在するものの1株当

たり中間純損失であるため記載しておりませ

ん。

１株当たり純資産額 77,313円 30銭

１株当たり当期純利益金額 6,270円 36銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
5,894円 00銭

　（注）　１株当たり中間(当期)純利益金額又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(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株当たり中間(当期)純利益金額又は純損失金額

(△)
   

中間(当期)純利益又は純損失(△)(千円） 24,256 △148,006 91,421

普通株主に帰属しない金額(千円） －  －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間(当期)純利益又は純損失(△)

(千円)
24,256 △148,006 91,421

期中平均株式数（株） 14,314 15,394 14,580

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益調整額（千円） － － －

（うち支払利息(税額相当額控除後)） (－) (－) (－)

普通株式増加数(株) 1,275 378 931

（うち新株予約権） (1,275) (378) (931)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

平成17年６月29日定時株主総

会決議ストックオプション

(新株予約権の数1,266個)　

普通株式1,266株

平成17年６月29日定時株主総

会決議ストックオプション

(新株予約権の数1,881個)　

普通株式1,881株

平成17年６月29日定時株主総

会決議ストック・オプション

(新株予約権の数1,895個）普

通株式1,895株
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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）

（㈱フォー・リンク・システムズの株式の取

得）

当社は平成17年12月1日開催の取締役会決議に

基づき、㈱フォー・リンク・システムズを、株

式取得及び第三者割当増資の引受により子会社

といたしました。これにより、同社は当社の特

定子会社となりました。

(1) ㈱フォー・リンク・システムズの概要

①代表者　代表取締役社長 松本富美子

②本店所在地　福岡市中央区警固2-18-5

③事業内容　3次元CADの教育コンサルティン

グ、教育システム及びコンテンツの開発・

販売、組込みソフトウェアの受託開発、開

発環境及びOSの販売

④資本金(平成17年9月末現在)　93,820千円

(2) 株式取得及び第三者割当増資引受の概要

①株式取得

ア．株式取得日　平成17年12月16日

イ．取得する株式数、取得価額及び取得後の

持株比率

株式の数　950株

取得価額

114,000千円 (1株につき120千円)

②第三者割当増資引受

ア．株式取得日　平成17年12月16日

イ．取得する株式数、取得価額及び取得後の

持株比率

株式の数　2,500株

取得価額

300,000千円 (1株につき120千円)

(※)当社による株式取得及び第三者割当増資の

引受後の㈱フォー・リンク・システムズの資

本金は243,820千円となり、当社の同社に対

する所有割合は50.8％（議決権の数3,450

株）となります。

(3) 目的

国内大手自動車メーカー主要３社をエンド

ユーザーに持つ3D-CAD教育ツール及び組み込

みソフト開発ツールベンダーである㈱

フォー・リンク・システムズとの協業により、

当社の主力製品「SpeedPLMWare」等に係る新

たなサービス開発・提供の推進を図ってまい

ります。また将来的には製造業周辺の人材派

遣会社等への営業展開を図る方針であります。

──────── (ポータル㈱との株式交換)

当社は平成18年２月８日にポータル㈱を当社の

完全子会社とする株式交換契約を締結し、平成

18年４月６日に株式交換を行いました。

(1) 株式交換の目的

当社は大手製造業の顧客のニーズに幅広く対応

すべく、戦略的アライアンス及びＭ＆Ａの積極

的推進により、事業領域の拡大を進めておりま

す。ポータル㈱は、大手電気メーカー及び大手

機械メーカー数十社を主要顧客とし、同社の

サービス及び同社の持つ部品データ整備ツール

「BizContentsEngine(以下、BizConE)」は部

品データの維持、メンテナンス分野で競争力を

有しております。よって同社の子会社化により、

当社サービスのデータマネジメント分野におけ

る顧客の利便性向上と収益獲得機会の拡大が期

待されます。このような認識のもと、ポータル

㈱を当社の完全子会社とすることを決定いたし

ました。

(2) 株式交換の内容

①当社は、ポータル㈱と商法第352条の規定に

基づく株式交換を行い、交換方法については商

法第358条１項の規定に基づく「簡易株式交換

制度」を用いました。

②株式交換の日　平成18年４月６日

③株式の割当比率

ポータル㈱の普通株式１株に対して当社の普通

株式0.013株を割当交付いたしました。

④株式交換により交付する株式数

普通株式　332.86株

⑤株式交換交付金

株式交換交付金の支払いはありません。

(3) ポータル㈱の概要

①設立年月　平成11年11月24日

②本店所在地　東京都港区六本木二丁目２番６

号

③代表者　代表取締役社長　藤永 和也

④資本金　100,000千円

⑤事業内容　製造業向けデータコンサルティン

グ、データベース検索エンジン開発及び販売

⑥売上高及び当期純利益(平成17年３月期)

売上高　　　129,870千円

当期純利益 　15,816千円
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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）

（多額な資金の借入）

１．平成17年9月15日の取締役会決議において、

資金の長期借入れを決議しております。その

概要は以下のとおりであります。

①借入先：㈱三井住友銀行

②借入金額：200,000千円

③利率：年1.365％

④返済方法：平成18年1月４日を第1回目とし

て3ヶ月毎に10,000千円返済

⑤借入約定日：平成17年10月３日

⑥返済期限：平成22年10月３日

⑦資金使途：設備投資及び運転資金

２．平成17年11月25日の取締役会決議において、

資金の短期借入れを決議しております。その

借入先及びそれぞれの概要は以下のとおりで

あります。

(1)㈱りそな銀行

①借入金額：200,000千円

②利率：0.810％

③返済方法：一括返済

④借入約定日：平成17年12月12日

⑤返済期限：平成18年6月11日

⑥資金使途：運転資金

(2)㈱みずほ銀行

①借入金額：100,000千円

②利率：TIBOR＋0.75％

③返済方法：一括返済

④借入約定日：平成17年12月12日

⑤返済期限：平成18年6月11日

⑥資金使途：運転資金

(3)㈱UFJ銀行

①借入金額：100,000千円

②利率：0.810％

③返済方法：一括返済

④借入約定日：平成17年12月12日

⑤返済期限：平成18年6月11日

⑥資金使途：運転資金

(4)㈱三井住友銀行

①借入金額：100,000千円

②利率：0.810％

③返済方法：一括返済

④借入約定日：平成17年12月12日

⑤返済期限：平成18年6月11日

⑥資金使途：運転資金 

(ポータル㈱との合併契約の締結)

当社は平成18年５月22日開催の取締役会で、平

成18年６月30日付で当社の連結子会社である

ポータル㈱を吸収合併することを決議し、同日

付で合併契約を締結いたしました。

(1) 合併の目的

①サービス面

ポータル㈱の部品データ整備ツールBizConEを

活用することによって、データマネージメント

サービス（部品の標準化、モジュール化を中心

とした部品情報整備コンサルティング）を従来

の工数の1/2～1/3に効率化できることが同社の

子会社化における最大の利点でした。加えて吸

収合併後は、当社の製造業向け基幹システムソ

フトウエア「SpeedPLMware.（以下、SPw.）」

にBizConEの機能を取り入れてSPw.の製品力を

強化し、SPw.の範疇外の機能やサービスについ

ては当社の新たなサービスメニューとすること

で顧客に対しより広範なサービスを提供できま

す。

②セールス・マーケティング面

ポータル㈱の子会社化により、同社の製品を仕

入販売可能になったことで新たな売上の獲得を

見込んでおりましたが、今後は仕入・共同提案

などの中間プロセスが無くなり、かつ対顧客窓

口も一本化されることで販売結果が素早くダイ

レクトに売上となるなど営業効率が向上し、よ

り大きな利益を見込めます。

③財務面

財務面においても、同社の繰越欠損金1,073百

万円を吸収することで、営業キャッシュ・フ

ローを451百万円改善させる効果が見込めるこ

とから、同社と合併することを決定いたしまし

た。

(2) 合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併（簡易合併）方

式で、ポータル㈱は解散いたします。

(3) 合併により発行する株式の種類及び数、増

加すべき資本金

当社はポータル㈱の発行済株式全てを所有して

おりますので、合併による新株式の発行、資本

金の増加は行いません。

(4) 財産の引継ぎ

当社はポータル㈱の平成18年３月31日現在の財

産目録・貸借対照表その他同日現在の計算を基

礎とし、これに合併期日までの増減を加減した

資産、負債及び権利義務一切を合併期日におい

て承継いたしました。

(5) 合併交付金

合併交付金の支払いはありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

事業の種類別

セグメントの名称

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）

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

 プロフェッショナルサービス 485,356 100.0 931,283 100.0 1,018,577 100.0

合計 485,356 100.0 931,283 100.0 1,018,577 100.0

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

（２）受注状況

事業の種類別

セグメントの名称

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）

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

 プロフェッショナルサービス 763,300 100.0 1,386,648 100.0 2,018,643 100.0

合計 763,300 100.0 1,386,648 100.0 2,018,643 100.0

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

（３）販売実績

事業の種類別

セグメントの名称

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）

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

 プロフェッショナルサービス 654,116 100.0 1,340,433 100.0 2,031,159 100.0

合計 654,116 100.0 1,340,433 100.0 2,031,159 100.0

　（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及び前中間連結会計期間における、主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売

実績に対する割合は次の通りであります。

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）  

相手先 金額(千円) 割合(％)

矢崎総業㈱ 237,200 36.3

東芝テック㈱ 104,000 15.9

オムロン㈱ 84,500 12.9

 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）  

相手先 金額(千円) 割合(％)

矢崎総業㈱ 517,990 38.6

三菱電機㈱ 100,000 7.5

三菱重工業㈱ 92,592 6.9

（注）当社の事業区分である「プロフェッショナルサービス」は、グランドデザイン・サービスからデータマネジメント・

サービス及び情報(IT)システム構築までのサービスを総合的に提供する場合があることから、それぞれのサービス

について生産実績、受注実績及び販売実績を明確に区分する事が不可能となっております。
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