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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 1,131 24.9 4 △75.0 △11 －

17年 9月中間期 906 5.7 18 260.8 15 111.8

18年 3月期 2,222 168 154

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 △51 － △4,330 42  －

17年 9月中間期 12 72.4 1,263 87  －

18年 3月期 151 14,986 32 － －
（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 11,798株 17年 9月中間期 10,088株 18年 3月期 10,088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）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 1,812 1,071 59.1 89,760 86

17年 9月中間期 1,113 478 42.9 47,406 79

18年 3月期 1,731 615 35.5 61,016 14
（注）①期末発行済株式数 18年 9月中間期 11,940株 17年 9月中間期 10,088株 18年 3月期 10,088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 △403 △77 373 98

17年 9月中間期 △59 △6 33 225

18年 3月期 △181 △98 226 205

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 3,000 121 53

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　4,438円86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 3月期 － － －

19年 3月期（実績） － － －

19年 3月期（予想） － － －

 

その他の内訳　別紙参照

※　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9ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
    

  当社は、個人から法人まで、顧客のＩＴ化に対する様々なニーズに応えるべく、「パッケージソフト事業」と「ソ

リューション事業」の２つの事業を展開しております。

  「パッケージソフト事業」では、ログ解析ソフトウェアやセキュリティソフトウェア等インターネットでビジネスを

行う企業向けのソフトウェアを中心に幅広いラインアップをパッケージ化して提供しております。

  「ソリューション事業」は、組込ソフトウェア及びハードウェア開発を行う「組込系システムソリューション」と、

法人顧客向けにシステム開発、システム運用保守及びコンサルティング等を行う「ビジネス系システムソリューション」

の２つのサービスを行っております。

  事業の概要は以下の通りであります。

 

（１）パッケージソフト事業

　国内外の先進的なソフトウェア開発企業と提携し、魅力あるソフトウェアを企画、開発、ローカライズし、パッケー

ジ化して販売、また、導入サービスも行っております。主な商品群は次のとおりです。

 

     ①サーバー製品

　ログ解析ソフトウェア『SiteTracker』、ブログ・SNS・CMS統合パッケージ『EBICE』、ネットワーク検疫・遮断ア

プライアンス『iBricks』、proxy/firewallソフトウェア『WinGate』等を主に法人顧客に販売しております。

②リテール製品

　翻訳ソフトウェア『翻訳ピカイチ』、プログラミングツール『REALbasic』、動画キャプチャリングソフトウェア

『CAMTASIA STUDIO』等を法人顧客並びに個人顧客に販売しております。

 

（２）ソリューション事業

　ソリューション事業は「組込系システムソリューション」と「ビジネス系システムソリューション」の２つの事業サー

ビスで構成しております。 

①組込系システムソリューション

　株式会社アスキー時代からの長年にわたる開発実績から得たノウハウを生かし、電子機器類に内蔵される組込シス

テムの企画立案、アプリケーション開発、ハードウェアの製造を行っております。

  主な開発実績としては、モバイル型クレジットカード決済端末、携帯学習コンピュータ、Windows CEベースの多機

能リモートコントローラ、その他各種コントローラ等の開発があります。

②ビジネス系システムソリューション

  ビジネス系システムソリューションでは「システムインテグレーション（SI）サービス」「業務アプリケーション

開発」、「ECサイト構築」等の事業を行っております。 
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［事業系統図］

　　主要２事業の系統図は、次のとおりであります（太枠内は当社の業務範囲）。

（１）パッケージソフト事業 

 

海外のオリジナル（英語版） 

ソフトウェア開発元 

国内のオリジナル 

ソフトウェア開発元 

ソフトウェア 
ライセンス供与 

 

製品企画・日本語版開発、 
マニュアル・CD-ROM・パッケージ 

などの制作 

企業、官公庁、学校、個人 

 
製品のテクニカル 

サポート 

 
製品のマーケティング、 

製品の販売 

当社パッケージソフト事業 

ソフトウェア 
ライセンス供与 

ロイヤリティ 
支払い 

ロイヤリティ 
支払い 

当社営業 
 

ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ 
より直販 

一次販売代理店 

二次販売会社、販売店 

卸し販売 

卸し販売 

印刷、製造会社 

印刷・製造 
委託 納品 

 

 

 

当社 

オリジナル

製品の開発 
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（２）ソリューション事業 

 

開発委託 

当社ソリューション事業 

＜ビジネス系システムソリューション＞ 

・システムインテグレーションサービス 

(システムコンサル・設計・製造) 

・業務アプリケーション開発 

・ＥＣサイト構築 

＜組込系システムソリューション＞ 

・企画提案 

・ソフトウェア開発 

・ハードウェア量産 

(プロジェクト統括・システム設計・製造) 

 

＜顧客企業＞ 

・通信教育企業 

・アミューズメントサービス企業 

・通信キャリア 

・インターネットコンテンツ企業  他 

＜顧客企業＞ 

・ＩＴ企業 

・製造メーカー 

・医療機関 

・金融機関 他 

＜ 仕 入 先 ＞ 

・コンピューター、周辺機器 

メーカー 

・機器、ソフトウェア販売会 

  社 ＜海外外注先＞ 

・韓国（大手カード決済端末メーカー） 

・中国（各種メーカー、工場） 

・台湾（各種メーカー）  他 

＜国内外注先＞ 

・成型品設計製造及び製品製造工場 

・デザイン及びハードウェア設計会社 

・各種ソフトウェア会社  他 

商品の仕入 

＜ 外 注 先 ＞ 

・システム開発会社 

納入 製造・開発委託 納入 

業務受託 

２．経営方針
 

（１）会社の経営の基本方針

　当社が掲げる「お客様の期待を上回る製品やサービスを提供することにより、感動を与える集団でありたい。」という

経営理念の下、株主並びにそのほか全てのステークホルダーの負託に応えたいと考えております。

　今後とも、優れた技術コンセプトと信頼されるサービスの提供により、新たな価値を見出しながら、事業拡大と企業価

値の向上を目指すとともに、情報社会における新たな社会基盤の確立に貢献してまいります。

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、継続的な成長性の確保と強固な財務基盤の確立のための内部留保の充実並びに株主への利益還元が重要な経営

課題であると考えております。この二つをバランスよく実現してゆくために、業績を勘案しながら配当を検討してゆく考

えであります。

（３）投資単位の引下げ

　当社は、株式市場での流動性を高め、より多くの投資家の参加を促すことが、資本政策上の重要課題であると考えてお
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ります。

　株式投資単位の引下げにつきましては、適正な株価形成のための流動性を確保するため株式所有者分布等の株主構成に

注意を払うとともに、新たな投資家層の拡大及び市場の要請等を的確に見極め、費用対効果を勘案しながら適宜見直しを

行ってまいる考えであります。

 

（４）目標とする経営指標

　当社は、事業体質、財務基盤とも発展途上にあるという認識の下、足下の営業利益額、経常利益額及びそれぞれの利益

成長率を最も重要な経営指標として、継続的な企業価値の向上を目指しております。

 

（５）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、パッケージソフト事業並びにソリューション事業を二本柱として、事業を行ってまいりました。パッケージソ

フト事業では、ｅ－ビジネスとセキュリティ分野を、ソリューション事業では組込系開発及びECサイト構築を重点分野と

してまいりました。今後もこれらの分野へ継続して注力するとともに、ＩＴ技術の急速な進展と市場・顧客要望の変化の

本質を的確に捉え、更に踏み込んだ先進的なビジネスモデルの構築と、幅広い情報システムに求められる要望に対する独

自のパッケージ製品の開発とソリューションサービスの提供により、皆様のご期待に応えてゆく考えであります。

 

（６）会社の対処すべき課題

　当社は、経営の基本方針にも掲げましたとおり、お客様の期待を上回る製品やサービスを提供することを大命題に、競

合他社の一歩先を行く製品、サービスにより他社との差別化を図り、競争力を強化し、より合理的な原価管理の徹底によ

る価格競争力の確保に取り組むべく以下の課題を掲げて取り組んでまいる考えであります。

   ①パッケージソフト事業

  パッケージソフト事業におきましては、内外のソフトウェアメーカーの開発したソフトウェアのリパブリッシングビ

ジネスと利益率の高い自社開発ソフトウェアの販売を、バランスよく組み合わせることにより、リスクを最小化し、同

時に利益の最大化を目指してまいります。リパブリッシングビジネスにおきましては、市場性の高いユニークなソフト

ウェアの発掘が最重要課題であり、当社の情報収集力を駆使して新規製品の開拓を積極的に進めてまいります。また、

自社開発ソフトウェアにおきましては、市場ニーズを先取りした、先進的で、且つ、オリジナリティの高いソフトウェ

ア開発に経営資源を投入していく方針であります。リパブリッシング及び自社開発共に、ｅ－ビジネス分野を中心に品

揃えを行ってまいります。

②ソリューション事業

  ソリューション事業におきましては、会社の収益基盤を支える事業と位置づけ、組込系ソフト及びハードウェア開発

の増加、既存顧客からのリピートオーダーの増加を主眼として展開していきたいと考えております。ソリューション事

業においてもパッケージソフト事業同様にｅ－ビジネス分野を中心に経営資源の集中的投下を行ってまいります。組込

及びハードウェア開発の分野では、クレジットカード決済モバイル端末である『ASCAM-100』の積極展開を、ビジネス

系開発の分野では「ECサイト」構築案件の増加を進めていく方針であります。  

 

（７）親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

 

（８）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等）

　該当事項はありません。

 

 

３．経営成績及び財政状態
 

（１）経営成績

　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）におけるわが国経済は、米国経済の減速、原材料価格の

高止まり、あるいは不安定な為替動向により企業収益への影響が懸念されましたが、堅調な個人消費と旺盛な民間設備

投資により、緩やかな回復基調で推移いたしました。

　当社の属するＩＴ関連業界におきましては、企業におけるIT需要は引き続き拡大傾向にありましたが、求められるサー

ビス内容の多様化、品質、価格、納期に対する要請がより高まる中で、同業各社との競争の激化もあり、総じて製品・

サービス価格は下落傾向で推移いたしました。

　このような状況の下、当社は、パッケージソフト事業並びにソリューション事業のいずれにおきましても企業向けビ

ジネスに特に注力し、サービス内容の高度化・迅速化を図りながら事業を拡大してまいりました。
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　その結果、当中間会計期間の売上高は1,131百万円（前年同期比24.9%増）となりましたが、一部特定案件における仕

掛品の評価につき、顧客の計画変更による先行手配費用36百万円を厳格に処理するため原価計上したことが影響し、経

常損益は11百万円の損失計上となり、また、一部特定案件の仕様変更等による納期遅れに伴う遅延損害金30百万円を特

別損失に計上したこともあり、誠に遺憾ながら最終の当中間純損益は、中間純損失51百万円を計上することとなりまし

た。

　当中間会計期間における事業別の業績は次のとおりであります。

 

＜パッケージソフト事業＞

パッケージソフト事業におきましては、企業向け「サーバー製品」へのシフトを全社的に強化し、当社の主力商品であ

る『SiteTracker』と自社開発商品『EBICE』への重点的営業活動を行いましたが、「リテール製品」が市場縮小により

伸び悩み、その結果、売上高は283百万円（前年同期比6.4%減）となりました。

 

＜ソリューション事業＞

ソリューション事業におきましては、受注案件の大型化と新規顧客の開拓を重点的目標といたしました。また、パッケー

ジソフト事業における自社開発商品『EBICE』のカスタマイズや導入などの周辺サービスの受注が大きく売上に寄与いた

しました。

この結果、売上高は848百万円（前年同期比40.7%増）と大幅な増収を達成することができました。

 

（２）財政状態

　当期における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ107百万円減少し、98百万円となりました。

当期における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下の通りであります。

 

（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資金は403百万円となりました。これは主に、税引前中間純損失が49百万発生したこと、棚卸

資産の増加153百万円、その他の負債の減少121百万円等の要因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資金は77百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出77百万円等の要

因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）

　財務活動の結果得られた資金は373百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入492百万円があった一方、

借入金の返済による支出118百万円等の要因によるものであります。

 

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

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（％） 40.2 40.5 42.9 35.5 59.1

時価ベースの自己資本比率（％） － － － － 206.7

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － － －

 （注）1．上記指標の算出方法は、以下のとおりであります。

　　　　　a) 自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　　b) 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　　　 (平成18年 3月期末以前時点において、当社は非上場でありましたので記載しておりません。)

　　　　　c) 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　d) 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．各指標は、いずれも財務数値により計算しております。

　　　 3．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は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。

　　　 4．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、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。

　　　 5．前々会計年度、前会計年度及び当会計年度においては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債
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　　　　　務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。

 

（３）事業等のリスク

  以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項及びその他投資家の判断に

重要な影響を及ぼすと考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当

社は、これらリスク発生の可能性を認識した上で、その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、

当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があ

ると考えております。なお、以下の記載事項は、提出日現在において当社が判断したものであり、当社株式の投資に関

連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留意ください。

   ①事業環境について

１）パッケージソフト事業におきましては、企業のIT投資が回復基調にあり、また、平成17年4月に施行された個人

情報保護法により、企業や個人でのセキュリティ意識が高まり、セキュリティ関連市場等の成長が見込まれておりま

す。

　このような環境下、他社との競合は一層激しくなることも想定され、その場合には、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。

２）ソリューション事業におきましても、日本経済の回復に伴い、企業のIT投資が回復基調にあり、また、業界再編

や企業・事業連携等に伴い、そのニーズは高まっております。

　このような環境下、他社との競合は一層激しくなることも想定され、その場合には、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。

②業績変動要因について

１）他社との競合について

　パッケージソフト事業におきましては、最先端製品や企業向けのサーバー製品等を取り扱うことにより、競合他社

との差別化と付加価値の確保に努めております。しかしながら、当社が先行する分野への大手企業の参入等により、

当社の競争力が低下する可能性があります。また、景気の低迷等によって企業のIT投資が抑制されるような環境下に

おいては、他社との価格競争の激化により売上高及び利益が減少する可能性があります。

　ソリューション事業におきましては、システム開発を業とする殆どの会社が競合相手となります。また、当社が新

たに開発業務を請け負うに際しては、相見積りとなるのが基本形であります。当社の提案が受注につながらないケー

スが多発した場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

２）ライセンス契約について

　パッケージソフト事業におきましては、国内外の開発元からライセンス供与を受け、国内販売総代理店として、

『SiteTracker』をはじめ約20種のパッケージソフトを販売しております。しかし、当社が予定しておりますライセ

ンス等の新規契約、更新が不調に終わった場合等には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

３）受託開発案件の納期変更について

　受託開発案件については、プロジェクト管理を徹底しております。しかしながら、当社の想定を超える納期変更に

よる遅延が発生した場合、プロジェクト収支が悪化、又は赤字となり当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。

４）外注体制について

　当社におきましては、パッケージソフト事業におけるパッケージの製造、ソリューション事業におけるシステム開

発の一部業務、組込系ビジネスにおける製品の製造等、外部の協力会社に外注を行っております。何らかの事情で、

外注体制に支障をきたした場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

５）業績の季節変動について

　当社の平成17年３月期及び平成18年３月期における四半期毎の業績は以下のとおりであります。 

 　　　

●平成17年３月期

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通　期

 売上高(百万円) 351 507 469 702 2,028

 同　割合（％） 17.3 25.0 23.1 34.6 100.0

 営業利益(百万円) △13 18 5 113 123

 同　割合（％） △10.2 14.5 4.3 91.5 100.0
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●平成18年３月期 

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通　期

 売上高(百万円) 342 564 496 820 2,222

  同　割合（％） 15.4 25.4 22.3 36.9 100.0

 営業利益(百万円) △31 50 5 144 168

 同　割合（％） △18.8 30.2 3.1 85.5 100.0

 

 ソリューション事業におきましては、主として顧客企業の情報関連及び設備投資予算の影響を受けやすく、3月決算

の企業も多いことから、当社の売上高は、第４四半期（３月）に集中する傾向があります。従って、当社の四半期も

しくは半期の業績は、必ずしも通期の業績に連動するものではなく、それらの四半期又は半期の業績だけをもって、

当社の通期の業績を予想することは困難となっております。

 

③商標権について

　当社は、株式会社アスキーと「ＡＳＣＩＩアスキー」ブランド及びロゴについての商標権許諾契約書を締結してお

ります（契約期間：平成14年4月15日～平成19年4月14日まで）。

当社は、現状このブランド及びロゴを社名・商品名等で広範に使用しており、契約期間満了後に更新ができない場合

には、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

④株式会社メディアリーヴスとの関係について

　株式会社メディアリーヴスは、平成18年9月末日現在、当社株式の16.3％を保有している主要株主であります。同

社は、当社の主要取引先であります株式会社アスキー及び株式会社エンターブレイン両社の親会社であり、株式会社

角川グループホールディングスの子会社でもあります。

１）株式会社アスキーについて

　株式会社アスキーは、当社が元々株式会社アスキーのネットメディア事業部を母体として独立した経緯もあり、平

成18年9月期において、同社への売上高の割合は5.3％となっております。

　今後、取引先を増加させる等によるリスク分散を図り、同社への売上高の割合は低下する見込ですが、同社との取

引関係の変動により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

２）株式会社エンターブレインについて

　株式会社エンターブレインは、元々、株式会社アスキーの連結子会社でしたが、株式会社メディアリーヴスが純粋

持株会社として設立され、株式会社アスキーと兄弟会社となった経緯があります。平成18年9月期において、同社へ

の売上高の割合は6.1％となっております。

　今後、取引先を増加させる等によるリスク分散を図り、同社への売上高の割合は低下する見込ですが、同社との取

引関係の変動により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤小規模組織であることについて

　当社は、平成18年9月末日現在、従業員102名の小規模組織であり、内部管理体制も規模に応じたものになっており

ます。

  今後も事業拡大や業務内容の多様化に対応するべく、人員増強及び内部管理体制の充実を図っていく方針でありま

すが、人材等の拡充が予定通り進まなかった場合、社外に流出した場合には、業務運営に支障をきたし、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。

⑥特定の人物への依存について

　当社の代表取締役社長である田北幸治は、当社の経営方針及び経営戦略全般の決定、主要取引先へのトップセール

ス、経営管理及び利益計画の推進等、会社運営の各方面の業務に大きく関与しております。

  現在、当社では、経営組織内の権限委譲や人員拡充を推進し、経営組織の強化に努め、田北幸治個人の能力に過度

に依存しない体制を構築しつつありますが、仮に田北幸治が、何らかの理由で当社の経営に携わることが困難となっ

た場合、当社の事業に大きな影響を及ぼす可能性があります。

⑦情報管理について

　高度情報化社会の進展に伴い、個人情報の保護は極めて重要な問題となっており、平成17年４月１日に個人情報保

護法が施行されました。

  当社は、開発業務受託先の内部情報や顧客データを取り扱う事業環境にありますので、顧客の安全性・信頼性に重

点を置いた政策をとり、ISO9001に準拠した品質重視の開発・運用の推進等、情報セキュリティ対策の情報管理には
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万全を期した体制を構築しております。また、当社の取り扱う個人情報につきましても、個人情報保護法の対象とな

り、当社ホームページに社長宣言文・当社の体制を掲載する等その取り扱いには細心の注意を払っております。

  しかしながら、今後、様々な要因により、個人情報の漏洩に類する事態が発生した場合には、損害賠償や信用失墜

により、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

⑧企業の買収・合併について

　当社は、平成16年10月、人材の確保及び事業拠点の確保を目的として、インターネットテクノロジ株式会社を吸収

合併いたしました。

　今後も、同様の目的で、企業の買収・合併等を行う場合が考えられます。当社は、買収を行う際には、対象企業の

財務内容や契約関係等について詳細なデューデリジェンスを行うことによって、極力リスクを回避するように努めて

おりますが、買収後の偶発債務の発生や未認識債務が判明する可能性も否定できず、当社の業績に影響を与える可能

性があります。

（４）通期の見通し

  今後の見通しといたしましては、堅調な企業業績の拡大とそれに伴う設備投資の増大により、景気回復基調の継続が

期待されます一方、米国経済の動向など懸念材料も多く経営環境は予断を許さない状況が続くものと予想されます。当

業界におきましても企業の設備の増大に期待が寄せられますものの、受注環境には不透明さも残り、企業間競争は更に

激化することが予想されます。

　このような状況の中、当社が継続的な成長を達成するために、パッケージソフト事業、ソリューション事業共にｅ－

ビジネス分野に注力していく予定であります。パッケージソフト事業においては、リパブリッシャーとして国内外の先

進的なソフトウェアで市場をリードしていくと共に、自社オリジナル製品の開発、販売にも注力してまいります。特に、

本年発売を開始した企業向けブログ・SNS・CMS統合パッケージ『EBICE』の積極展開を進めてまいります。ソリューショ

ン事業では、リピートオーダーの獲得と、保守・運用案件を増やすことにより、安定収入基盤を確保しつつ、大型案件

の獲得を目指してまいります。ビジネス系システムソリューションの分野では、ECサイト構築案件の増加と、前述の

『EBICE』のカスタマイズ案件の獲得を進めてまいります。組込系システムソリューションの分野では、上期に引き続き、

モバイル型クレジットカード決済端末『ASCAM-100』の販売に注力してまいります。

  以上により、通期の見通しといたしましては、売上高は3,000百万円、経常利益は121百万円、当期純利益は53百万円

を見込んでおります。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

  
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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   225,873   98,130  △127,742  205,666  

２．受取手形   －   144,910  144,910  3,459  

３．売掛金 ※２  418,061   642,825  224,763  797,022  

４．棚卸資産   339,041   584,040  244,998  438,580  

５．その他   14,253   97,713  83,459  15,342  

貸倒引当金   △2,092   △1,705  387  △1,813  

流動資産合計   995,137 89.4  1,565,914 86.4 570,777  1,458,257 84.2

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産 ※１           

１．建物  8,112   8,112    8,112   

　　減価償却累
計額 

 6,545 1,566  6,830 1,281  284 6,705 1,406  

２．器具及び備
品

 36,473   33,197    36,739   

　　減価償却累
計額 

 25,978 10,494  25,973 7,223  △3,271 28,791 7,947  

有形固定資産
合計

  12,061 1.1  8,505 0.5 △3,556  9,354 0.5

(2）無形固定資産            

１．ソフトウェ
ア

  17,319   159,843  142,523  179,762  

２．電話加入権   665   665  －  665  

無形固定資産
合計

  17,985 1.6  160,508 8.9 142,523  180,428 10.4

(3）投資その他の
資産

           

１．投資有価証
券

  16,044   6,465  △9,579  11,899  

２．敷金・保証
金

  71,537   71,448  △88  71,464  

３．その他   763   150  △613  446  

貸倒引当金   △3   －  3  －  

投資その他の
資産合計

  88,342 7.9  78,063 4.3 △10,278  83,809 4.8

固定資産合計   118,388 10.6  247,077 13.6 128,688  273,592 15.8

資産合計   1,113,526 100.0  1,812,992 100.0 699,465  1,731,850 100.0
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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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   129,835   174,142  44,306  224,428  

２．短期借入金 ※２  230,000   350,000  120,000  440,000  

３．１年以内返済
予定長期借入
金

  48,324   63,324  15,000  60,547  

４．未払金   58,552   15,315  △43,237  108,304  

５．未払費用   31,141   48,586  17,445  35,351  

６．その他   15,196   28,188  12,992  154,335  

流動負債合計   513,049 46.1  679,557 37.5 166,507  1,022,967 59.1

Ⅱ　固定負債            

長期借入金   122,237   61,690  △60,547  93,352  

固定負債合計   122,237 11.0  61,690 3.4 △60,547  93,352 5.4

負債合計   635,286 57.1  741,247 40.9 105,960  1,116,319 64.5

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   304,200 27.3  － － △304,200  304,200 17.6

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  39,973   －    39,974   

資本剰余金合計   39,973 3.6  － － △39,974  39,973 2.3

Ⅲ　利益剰余金            

中間（当期）
未処分利益

 135,232   －    273,664   

利益剰余金合計   135,232 12.1  － － △135,232  273,664 15.8

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  △1,166 △0.1  － － 1,167  △2,307 △0.1

資本合計   478,239 42.9  － － △478,240  615,530 35.5

負債資本合計   1,113,526 100.0  － － △1,113,526  1,731,850 100.0

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

　１　資本金   － －  506,450 27.9 506,450  － －

　２　資本剰余金   － －  342,723 18.9 342,723  － －

　３　利益剰余金   － －  222,570 12.3 222,570  － －

純資産合計   － －  1,071,744 59.1 1,071,744  － －

負債及び純資産合計   － －  1,812,992 100.0 1,812,992  － －
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(2）中間損益計算書

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

  
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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   906,186 100.0  1,131,956 100.0 225,770  2,222,144 100.0

Ⅱ　売上原価   607,989 67.1  790,480 69.8 182,491  1,483,613 66.8

売上総利益   298,196 32.9  341,475 30.2 43,279  738,531 33.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   279,254 30.8  336,736 29.7 57,481  570,383 25.7

営業利益   18,941 2.1  4,739 0.4 △14,202  168,148 7.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  198 0.0  179 0.0 △18  557 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  3,445 0.4  16,296 1.4 12,851  14,375 0.6

経常利益   15,694 1.7  △11,378 △1.0 △27,073  154,330 6.9

Ⅵ　特別利益 ※３  536 0.1  108 0.0 △427  818 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  2,995 0.3  38,055 3.4 35,060  2,995 0.1

税引前中間（当期）
純利益

  13,235 1.5  △49,325 △4.4 △62,560  152,153 6.8

法人税、住民税
及び事業税

  485 0.1  1,768 0.2 1,282  971 0.0

中間（当期）純利益
又は中間純損失（△）

  12,749 1.4  △51,093 △4.5 △63,843  151,182 6.8

前期繰越利益   122,482   -    122,482  

中間（当期）未処分利
益

  135,232   -    273,664  
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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）

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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 利益準備金

 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）
304,200 39,973 － 273,664 273,664 617,838 △2,307 615,530

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 202,250 302,750 － － － 505,000 － 505,000

中間純利益（千円） － － － △51,093 △51,093 △51,093 － △51,093

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － － 2,307 2,307

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
202,250 302,750 － △51,093 △51,093 453,906 2,307 456,214

平成18年 9月30日　残高

（千円）
506,450 342,723 － 222,570 222,570 1,071,744 － 1,071,744
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

  
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）

対前中間期
比

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）
増減

（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）純利益  13,235 △49,325 △62,561 152,153

減価償却費  4,313 21,603 17,290 13,665

貸倒引当金の増減額（減少△）  △536 △108 428 △818

受取利息及び受取配当金  △151 △16 135 △302

支払利息  3,038 3,117 79 7,051

新株発行費  － 12,909 12,909 －

為替差損  － △115 △115 －

有形固定資産除却損  － 313 313 －

違約金損失  － 30,000 30,000 －

投資有価証券評価損  － 7,741 7,741 －

売上債権の増減額（増加△）  121,339 12,746 △108,594 △261,080

たな卸資産の増減額（増加△）  △119,326 △153,774 △34,447 △218,865

仕入債務の増減額（減少△）  △77,177 △50,286 26,891 17,415

その他の資産の増減額（増加△）  5,222 △82,010 △87,232 6,882

その他の負債の増減額（減少△）  △3,840 △121,838 △117,998 110,806

小計  △53,883 △369,043 △315,160 △173,091

利息及び配当金の受取額  151 16 △135 302

利息の支払額  △3,269 △3,689 △420 △6,575

違約金の支払額  - △30,000 △30,000 －

法人税等の支払額  △2,541 △868 1,674 △2,200

営業活動によるキャッシュ・フロー  △59,543 △403,584 △344,041 △181,565
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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）

対前中間期
比

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）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

投資有価証券の売却による収入  2,995 － △2,995 3,004

貸付金の回収による収入  279 287 8 562

有形固定資産の取得による支出  △2,915 △399 2,516 △3,181

無形固定資産の取得による支出  △7,420 △77,175 △69,755 －

その他の投資による支出  － － － △99,647

その他の投資による収入  207 130 △78 886

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,853 △77,156 △70,302 △98,376

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増減額（減少△）  △40,000 △90,000 △50,000 170,000

長期借入れによる収入  90,000 － △90,000 90,000

長期借入金の返済による支出  △16,662 △28,885 △12,223 △33,324

株式の発行による収入  － 492,090 492,090 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  33,338 373,205 339,867 226,676

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少△）  △33,058 △107,535 △74,476 △53,265

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  258,932 205,666 △53,266 258,932

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

 225,873 98,130 △127,743 205,666
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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

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

 

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

商品、製品、原材料

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品、製品、原材料

同左

(2）たな卸資産

商品、製品、原材料

同左

 

 

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

 

 

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

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　　　　　　10～15年

器具及び備品　　２～５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

　定額法を採用しております。

　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．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

　　同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。

 

４．引当金の計上基準

 

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

貸倒引当金

　　同左

貸倒引当金

　　同左

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

　　同左 　　同左
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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）

６．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、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

　　同左  　　同左

７．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

　消費税及び地方消費税につきま

しては税抜方式にて処理しており

ます。

　なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺し、流動負債のその

他」に含めて表示しておりま

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）

　当中間会計期間から「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年 8月 9日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 ────────

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当会計期間から「固定資産の減損に係る会

計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会　

平成14年 8月 9日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用

しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

 

 ────────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、純資産の部の合計と同額であります。

　なお、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、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

 

 ────────
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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

32,524千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

32,804千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

35,497千円

※２　担保資産

───────

※２　担保資産

　(1) 担保に提供している資産 

売掛債権 151,652千円

計 151,652千円

　 (2) 上記に対応する債務

短期借入金 100,000千円

計 100,000千円

※２　担保資産

　(1) 担保に提供している資産 

売掛債権 158,826千円

計 158,826千円

　 (2) 上記に対応する債務

短期借入金 100,000千円

計 100,000千円

　３　コミットメントライン（借入金限度額）

契約

　運転資金の機動的な調達を行うため、

取引銀行１行と貸出コミットメント契

約を締結しております。

　当中間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

　３　コミットメントライン（借入金限度額）

契約

　運転資金の機動的な調達を行うため、

取引銀行　１行と貸出コミットメント

契約を締結しております。

　当中間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

　３　コミットメントライン（借入金限度額）

契約

　運転資金の機動的な調達を行うため、

取引銀行　行と貸出コミットメント契

約を締結しております。

　当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

貸出コミットメントの

総額
100,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 100,000千円

貸出コミットメントの

総額
100,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 －千円

貸出コミットメントの

総額
100,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 －千円
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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　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取配当金 150千円 受取配当金 －千円 受取配当金 300千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 3,038千円 支払利息 3,117千円 支払利息 7,051千円

※３　特別利益 ※３　特別利益 ※３　特別利益

貸倒引当金戻入益 536千円 貸倒引当金戻入益 1,814千円 貸倒引当金戻入益 2,632千円

※４　特別損失 ※４　特別損失 ※４　特別損失

投資有価証券評価損 2,995千円 投資有価証券評価損 7,741千円

違約金損失 30,000千円

投資有価証券評価損 2,995千円

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 2,526千円

無形固定資産 1,787千円

有形固定資産 1,684千円

無形固定資産 19,919千円

有形固定資産 5,498千円

無形固定資産 8,166千円
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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）

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）

発行済株式

普通株式 10,088 1,852 － 11,940

合計 10,088 1,852 － 11,940

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）1.普通株式の増加株式数の内訳

　　　　　公募増資による増加　　　　　　　　　　　1,500株

 　　　 　新株予約権の権利行使による増加　　　　　　352株

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） 
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

提出会社 平成15年ストックオプション

としての新株予約権（注）1
普通株式 432 － 352 80 －

平成17年ストックオプション

としての新株予約権（注）2
普通株式 467 － 38 429 －

合計 － 899 －  509 －

（注）1.平成15年新株予約権の減少は、権利行使によるものです。

 　　 2.平成17年新株予約権の減少は、権利失効によるものです。

 　　　 平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
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（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）

１．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

（平成17年 9月30日現在）

１．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

（平成18年 9月30日現在）

１．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18年 3月31日現在）

現金及び預金勘定 225,873千円

現金及び現金同等物 225,873 

現金及び預金勘定 98,130千円

現金及び現金同等物 98,130 

現金及び預金勘定 205,666千円

現金及び現金同等物 205,666 
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①　リース取引

 　半期報告書の開示をＥＤＩＮＥＴにより行うため、記載を省略しております。
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年 9月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前中間会計期間末（平成17年 9月30日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 15,407 14,240 △1,167

合計 15,407 14,240 △1,167

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
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 1,805

当中間会計期間末（平成18年 9月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

当中間会計期間末（平成18年 9月30日）

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 12,402 5,989 6,412

合計 12,402 5,989 6,412

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
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 475
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前事業年度末（平成18年３月31日）

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）

(1）株式 12,402 10,094 2,307

合計 12,402 10,094 2,307

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
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 1,805
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③　デリバティブ取引

　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）及び前事業年度（自平成17年 4月 1日　至平成18年 3月31日）におきまして、当社は、デリバティ

ブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　持分法損益等

　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）及び前事業年度（自平成17年 4月 1日　至平成18年 3月31日）におきまして、当社には子会社及び

関連会社がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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 47,406円79銭

１株当たり中間純利

益金額
1,263円87銭

１株当たり純資産額 89,760円86銭

１株当たり中間純損

失金額（△）
△4,330円42銭

１株当たり純資産額 61,016円13銭

１株当たり当期純利

益金額
14,986円32銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、ストックオ

プションに係る新株予約権の残高はあ

りますが、当社株式は非上場であり、

かつ店頭登録もしていないため、期中

平均株価が把握できないので記載して

おりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、ストックオ

プションに係る新株予約権の残高はあ

りますが、中間純損失が計上されてい

るため、記載しておりません。

 　なお、潜在株式調整後１株当たり

純利益金額については、ストックオプ

ションに係る新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であり、か

つ店頭登録もしていないため、期中平

均株価が把握できないので記載してお

りません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間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）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
12,750 △51,093 151,182

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

中間純損失（△）（千円）
12,750 △51,093 151,182

期中平均株式数（株） 10,088 11,798 10,088

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

新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の

数899株）

新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の

数509株）

 新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の

数899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）

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）

　平成17年3月18日開催の株主総会決

議に基づき、平成18年 2月 3日に新株

予約権101個を発行いたしました。

─────── 　平成18年 3月 1日及び平成18年 3月

15日開催の取締役会において、下記の

とおり新株式の発行を決議し、平成18

年 4月 5日に払込が完了いたしました。

　この結果、平成18年 4月 5日付で資

本金は495,450千円、発行済株式総数

は11,588株となっております。

  ①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディ

ング方式による募

集)

②　発行する株式

の種類及び数

：普通株式　　　

1,500株

③　発行価格 ：１株につき　

350,000円

一般募集はこの価格にて行いまし

た。

④　引受価額 ：１株につき　

322,000円

この価額は当社が引受人より１株

当たりの新株式払込金として受

取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差

額の総額は、引受人の手取金とな

ります。

⑤　発行価額 ：１株につき　　

255,000円

(資本組入額　 

127,500円)

⑥　発行価額の総

額

：　 382,500千円

⑦　払込金額の総

額

：　 483,000千円

⑧　資本組入額の

総額

：　 191,250千円

⑨　払込期日 ：平成18年 4月 5日

⑩　配当起算日 ：平成18年 4月 1日

⑪　資金の使途 借入金返済及び設備

投資
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５．生産、受注及び販売の状況
 （１）生産実績

当社はサービス提供が主業務であるという事業の性格上、生産実績の記載になじまないため、記載しておりません。

 

（２）受注状況

当中間会計期間の受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

 

事業部門別の名称

       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）

 パッケージソフト事業 303,028 - 283,522 - 747,774 -

 ソリューション事業 771,000 585,817 684,314 354,940 1,575,454 519,059

合計 1,074,028 585,817 967,836 354,940 2,323,228 519,059

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．パッケージソフト事業においては、受注即出荷を行っているため、受注残高はありません。

 （３）販売実績

当中間会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

 

事業部門別の名称

       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
（％）

 パッケージソフト事業 303,028 33.4 283,522 25.0 747,774 33.7

 ソリューション事業 603,157 66.6 848,434 75.0 1,474,369 66.3

合計 906,186 100.0 1,131,956 100.0 2,222,144 100.0

  （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

－ 30 －


