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平成18年12月４日 

 

各 位 

 

会 社 名 株式会社システムインテグレータ

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 梅 田 弘 之

（コード番号：3826  東証マザーズ）

問 合 せ 先 専務取締役管理部長 碓 井 満

（ TEL. 048-707-7063 ）

 

 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

当社は、本日、平成18年12月４日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

 

 

 

以 上 
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平成19年２月期  中間決算短信(非連結) 
平成18年12月４日 

上 場 会 社 名 株 式 会 社 システムインテグレータ 上場取引所 東証マザーズ 
コ ー ド 番 号 3826  本社所在都道府県 埼玉県 
(URL http://www.sint.co.jp./)   
代 表 者 役職名 代表取締役 氏 名 梅田 弘之  
問 合 せ 先 責 任 者 役職名 専務取締役 氏 名 碓井 満 ＴＥＬ (048)707－7061 
決算取締役会開催日 平成18年10月13日  
配 当 支 払 開 始 日 ― 単元株制度採用の有無 無 
 
１. 平成18年８月中間期の業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日） 
平成18年８月中間期より中間財務諸表を作成しているため、当中間会計期間の増減率及び前中間会計期間の数値、
増減率は記載しておりません。 
 (１) 経営成績 （百万円未満切捨）
 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 501 (―) 57 (―) 56 (―)
17年８月中間期 ― (―) ― (―) ― (―)
18年２月期 1,051 136 135 
 

 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８月中間期 34 (―) 3,414 83 ― ― 
17年８月中間期 ― (―) ― ― ― ― 
18年２月期 73 72,884 92 ― ―
(注)①持分法投資損益 18年８月中間期  ―百万円 17年８月中間期  ―百万円 18年２月期  ―百万円 

②期中平均株式数 18年８月中間期  10,167株 17年８月中間期    ―株 18年２月期   1,013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 

 (２) 財政状態 （百万円未満切捨）
 

 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８月中間期 745 387 51.9 37,777 15
17年８月中間期 ― ― ― ― ―
18年２月期 554 343 61.9 338,796 52
(注)①期末発行済株式数 18年８月中間期  10,250株 17年８月中間期   ―株 18年２月期   1,013株 

②期末自己株式数  18年８月中間期    ―株 17年８月中間期   ―株 18年２月期    ―株 
 (３) キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）
 

 
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８月中間期 64 △32 9 200 
17年８月中間期 ― ― ― ― 
18年２月期 10 △33 ― 159 
 
２． 平成19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 

 売上高 経常利益 当期純利益
 百万円 百万円 百万円

通期 1,377 207 121 
(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 9,528円78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２月期 ― ― ―
19年２月期 (実績) ― ― ―
19年２月期 (予想) ― 2,000 2,000
 
 
※ 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。実際の実績等は、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。 
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１．企業集団の状況 

該当事項はありません。 

 

２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社の掲げる経営方針は、「風通しの良い相互尊重の精神あふれる職場環境をみんなで作る。その

働きやすい雰囲気の中で創造力・技術力を常に高め、品質の高いソリューションをお客様に提供し続

ける。」というものです。“風通しの良い、相互尊重の精神”という部分を先頭に掲げている点に、

当社なりの考え方があります。もちろん企業は“顧客満足度の向上”というものが最重要課題となる

のですが、それを実現するためには“働き易い職場環境”というものが不可欠と考えています。 

ITは想像力や技術力を必要とする仕事ですが、良い発想・アイデアが生まれるためには良い環境が

必要です。そして、その環境は与えられるものではなく、みんなで造りだして行くものだということ

を経営方針にしています。 

 

(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して認識しておりますが、これまでは全員が社内株

主であったこともあり、配当よりも安定的な財務体質確立を優先して内部留保としてきました。 

今後は、事業拡大に向けた内部留保も考慮したうえで、業績連動型の配当を実施する方針とし、配

当性向を年間20％程度を目処に株主への利益還元を行ってまいりたいと考えております。 

 

(3) 目標とする経営指標 

当社は、売上高成長率及び売上高経常利益率を重要な経営指標と位置付けております。売上高の拡

大は、当社の成長過程において重要課題と認識しております。また、自社パッケージソフトウェアの

ラインナップの充実およびプロジェクト管理の充実による売上高経常利益率の向上を目指してまいり

ます。 

 

(4) 中長期的な会社の経営戦略 

当社のパッケージソフトウェアビジネスの戦略は「Catch and Grow」であります。特定のパッケー

ジに依存するのではなく、時代のニーズをいち早く捉え（Catch）、新製品を次々と企画・開発してい

きます。そして、市場の拡大が見込めると判断したパッケージソフトウェアにリソースを集中し、バ

ージョンアップ及びラインナップ強化を行います。そして、その分野におけるデファクトスタンダー

ド製品に育てます（Grow）。この戦略の利点は、事業のリスク分散を図ると同時に、複数の幹を太く

してトータル収益を拡大できる点にあります。 

 

(5) 会社の対処すべき課題 

① EC業界における「Web Shopping」のブランド構築 

ECサイト構築パッケージソフトウェア「SI Web Shopping」は、製品ラインナップも増えて順調に

売上も伸びております。また、多くの企業と協業できており、サイトの構築事例も着実に伸びてお

ります。今後も製品機能の充実と販売パートナーとの協業の活性化をより一層強化し、ECパッケー

ジソフトウェア分野におけるシェアの拡大が最重要課題となります。 

 

② パッケージソフトウェアの海外展開 

国産パッケージベンダ13社からなるMIJSコンソーシアムを設立しました。これは国内のトップク

ラスのパッケージを持つベンダ数社が協力し、日本のソフトウェアを海外にアピールするとともに

連携を図ってゆくというものです。この新しい枠組みを利用して、中国市場への展開や「SI Object 
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Browser 英語版」の米国や欧州への展開、また「SI Web Shopping」や「SI 作って教材」など他の

製品の海外進出を実行してゆく計画です。 

 

③ 「SI 作って教材」のマーケティング 

「SI 作って教材」は、Webベースの教材を簡単に作成できるソフトウェアです。教育産業だけで

なく法人向け社内教育などの市場があります。この製品を「SI Web Shopping」に続くパッケージソ

フトウェア事業の柱とするため、これまでの販売チャネルを活用しながら機能の充実を図る予定で

す。 

 

④ 新製品の開発体制の強化 

現在、上記製品に続く新製品を随時企画しています。平成18年４月にリリースした「英単ダウ

ト」に続いて平成18年度下期には「SI Object Browser Test」や「SI Object Browser AP」、「SI 

Object Browser PM」もリリースする予定です。このように特定分野に依存せずに、市場の広がる分

野にパッケージを投入するのが当社の特徴ですが、それは各分野でライバル製品と厳しい競争に打

ち勝たなければならないことを意味しています。 

中途半端なスタンスで参入するのは避けなければなりません。新分野にビジネス展開するからに

は、相応のリソースを投入し、開発およびマーケティング体制を強化する必要があります。「SI 

Web Shopping」「SI Object Browser」「SI 作って教材」など既存パッケージの機能強化・保守を

行いながら新しい製品を出し続けるために、開発体制を強化する必要があります。 

 

⑤ 営業サポート体制の強化 

当社の営業戦略は、製品力を武器にした間接販売とネットを有効利用した直接販売をバランスす

るものです。現在、多くの企業に当社製品のパートナーになっていただいております。しかし、製

品ラインナップの拡大やパートナーの急増に当社の体制が追従しきれず、協業パートナーに対する

サポートが不十分になる可能性があります。そのため早急に当社の営業サポート体制を強化する必

要があります。 

 

⑥ 人材の採用と育成 

事業展開を行う上で、人材の採用と育成は重要な課題となります。当社の基本理念である「社員

全員が一流の技術者」というコンセプトを維持しつつ、新卒採用と中途採用両方で優秀な人材を確

保する必要があります。また、採用以上に大切なのは人材の育成です。現時点では社内教育制度に

より、比較的十分な育成が行えていると考えておりますが、社員が増えてもこれまでと同等以上の

充実した社内教育が行えるように人材の育成制度を整える必要があります。 

 

⑦ 管理部門の体制強化 

当社は間接コストの削減に努めてきました。今後もその基本方針に変更はないのですが、営業活

動が活発化することにより、業務処理量も急増します。このため管理部門を強化して、効率的な会

社経営を行えるようにする必要があると認識して、管理部門の体制強化を図っています。 

 

⑧ 新規参入について 

当社の主力製品である「SI Web Shopping」シリーズは、順調に販売実績を拡大してきております。

しかし、当社のソフトウェアプログラムに関わるアイデア・発想自体は著作権や特許等の制度によ

って保護されているものではなく、独占的な技術といえるものではないため、今後、同業他社や第

三者が当社製品と類似の製品を開発、販売する可能性が皆無とは言えません。 

当社が注力するアプリケーションソフトウェア分野は特許の取得が難しい分野です。しかし、特

許の取得が難しいとしても、最新の技術を次々と投入することにより常に優位性を保つ努力を行っ
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ていく必要があります。 

 

(6) 親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有しておりませんので、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 

当中間期におけるわが国経済は、企業収益の拡大などを背景に、個人消費も回復傾向にあり、引き

続き景気拡大を継続しております。 

当社を取り巻く事業環境においては、積極的な情報化投資が増加傾向にあり、企業間の受注獲得競

争が激しくなってきております。 

このような状況のもと、当社ではERP関連の受託開発案件の受注に向け、提案活動および導入コンサ

ルティングに注力し、大規模案件の受注獲得につなげております。また、人材採用も積極的に行って

おり、開発人員の増員が実現できております。 

その結果、当中間期の業績は、売上高501百万円、営業利益57百万円、経常利益56百万円、中間純利

益34百万円となりました。 

パッケージソフトウェア事業では、ERPパッケージ「GRANDIT」のビジネスが大幅に増加しておりま

す。また、「SI Web Shopping」および「SI Object Browser」も順調に推移しており、売上高は426百

万円となりました。 

システムインテグレーション事業では、人的リソースをパッケージソフトウェア事業に優先して充

てており、売上高は34百万円となりました。 

コンサルティング事業では、「GRANDIT」および「SI Web Shopping」に関連する導入支援のコンサ

ルテーションが堅調に推移し、売上高は40百万円となりました。 

 

(2) 財政状態 

当中間期末における現金及び現金同等物は200百万円と前事業年度末に比べ41百万円増加しました。

当中間期における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は64百万円となりました。これは主に税引前中間純利益55百万円、

減価償却費30百万円、売掛債権の減少額141百万円等の資金増加要因が、仕入債務の減少額30百万円

等の資金減少要因を上回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） 

投資活動により使用した資金は32百万円となりました。これは無形固定資産の取得20百万円、敷

金保証金の預入6百万円、有形固定資産の取得5百万円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） 

財務活動により得られた資金は9百万円となりました。これは株式の発行による収入によるもので

あります。 

 

(3) 通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、収益の柱となるパッケージソフトウェア事業で受注が順調に推移し

ており、今後も引き続き好調に推移することが見込まれております。また、人材採用の面でも本社お

よび大阪支社の両方で技術者の採用を積極的に行っており、生産能力の向上に努めております。以上

により平成19年２月期の業績見通しは、売上高1,377百万円、経常利益207百万円、当期純利益121百万

円としております。 
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(4) 事業等のリスク 

以下に、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、投資家の投資判断上、重要と考

えられる事項については、情報公開の観点から積極的に開示しております。なお、当社はこれらのリ

スク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、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。 

 

① 競合について 

当社が開発するパッケージソフトウェアは、市場として高い成長が見込まれる分野を前提にして

おります。そのため、どの分野においても競争は激しく各々競合が発生します。当社も様々なマー

ケティングや企業との協業を推進して他社との差別化を図るよう努力をしておりますが、限られた

リソースを各分野に分散しなければなりません。そのため、マーケティング力で勝る企業やより高

い技術、画期的なコンセプトを持った製品が出現した場合、当社の業績は影響を受ける可能性があ

ります。 

 

② 新技術への対応 

IT業界は技術革新が早く、新技術、新サービスが常に生み出されております。当社は、競争力の

ある製品を提供しつづけるために最新技術を適時採用しております。この実践のため、当社は高度

な技術を有したエンジニアを継続的に採用するとともに、技術教育に重きを置いて新卒および中途

採用者を短期間で育て上げるようにしております。また、既存社員に対する教育の充実を図り、エ

ンジニア全員がタイムリーに新技術のスキルを身につけられるようにしています。 

しかしながら、当該エンジニアを今後十分に確保できない場合、また新技術をタイムリーに製品

開発に取り入れることに失敗した場合などには、当社の提供する製品は陳腐化し、競合他社に対す

る競争力の低下や機会損失が発生しかねません。かかる事態が生じた場合、当社の業績は影響を受

ける可能性があります。 

 

③ トラブルについて 

ECサイト上での企業と消費者間、又は企業間の取引においては、違法な取引やセキュリティ問題

などのトラブルが発生する危険性が存在します。このようなトラブルが、当社のECサイト構築パッ

ケージソフトである「SI Web Shopping」によって構築されたサイト上で行われる、又は発生する可

能性もあります。かかる事態が生じた場合、問題行為を行った当事者だけではなく、当該サイトを

構築・運用するためのソフトウェアを提供したとして、当社が損害賠償請求も含めて責任を追及さ

れ、又は問題の解決を迫られることもありえます。かかる事態が生じた場合、その解決にかかる費

用が発生し、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

④ 製品の重大な不具合(バグ)による信用の低下について 

プログラムの不都合であるバグを無くすことは重要な課題ですが、ハードウェアや基本ソフトな

どの環境との相性もあり、皆無にするのは難しいと一般的に言われています。当社は、このような

バグを発生させないよう、開発の最終段階で念入りなテストを行い、品質を確保するようにしてい

ます。製品の信頼性を高めることが、長期的なユーザーの獲得につながるものと考えております。 

しかし、念入りなテストを行ったとしても、予期し得ない重大なバグを内在したまま販売する可

能性がなくなるわけではありません。製品を販売した後に重大なバグが発生した場合、当社の製品

の信用が低下して業績に影響を受ける可能性があります。 
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⑤ 新製品開発について 

当社のパッケージソフトウェア戦略は、単一の製品に依存するのではなく、次々と新製品を企

画・開発する方針であります。しかしながら、新しい分野に投入した製品が十分な収益を上げるま

でにはある程度の期間がかかります。場合によっては、市場の見誤りや競合製品との競争の激化な

どにより、販売が低迷する可能性があります。かかる事態が生じた場合、当社はそれまでに開発に

要した投資を回収できず、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

⑥ 知的所有権について 

パッケージソフトウェア事業では、開発した製品が他社の特許又は知的所有権を侵害する可能性

が無いとは言えません。特許を含む知的所有権侵害により第三者から製品の販売中止などの提訴を

され敗訴した場合、製品の販売中止や回収を命じられることもありえます。また、当社製品を販売

開始後、当社製品が他社の知的所有権に抵触することが発覚した場合、当社はロイヤリティの支払

が必要な使用権許諾を得なければなりません。かかる事態が生じた場合、当社の業績は影響を受け

る可能性があります。 

 

⑦ 開発体制について 

パッケージソフトウェア事業は、常に新技術を取り入れながら企画・開発されております。この

ため、社内のエンジニアは、高度な技術力が要求され、次々と新しい技術を習得し続ける必要があ

ります。当社は、新規採用によるエンジニアの拡充、及び資格取得制度やチューター制度、社内勉

強会などによる社員教育に力を入れてきました。しかし、技術の移り変わりが激しく社員の育成が

間に合わない場合、又はこれら開発者の社外流出がおこった場合は、開発作業に重大な影響を及ぼ

し、将来的に競争力のある製品をタイミング良くリリースできなくなる可能性があります。かかる

事態が生じた場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

⑧ 小規模組織であることについて 

当社は、これまで少数精鋭主義を掲げ、エンジニアの質を求める方針を貫いてまいりました。こ

のため平成18年９月30日現在、役員7名（含む監査役3名）及び従業員50名と組織が小さく、役員及

び社員一人一人が各担当業務に関して担う役割の重要度が高くなっています。また、当社は管理部

門の人員を極力削減して間接経費削減を行ってきました。その分、一人当りの業務負担は大きくな

っています。当社は今後、これまでより積極的に人材の増強を行い、管理部門の体制強化を図る予

定です。しかし、このような人材の拡充が十分でなかった場合、又は既存の人材が社外に流出した

場合、当社の業績は影響を受ける可能性があります。 

 

⑨ 収益体質の維持について 

当社は堅実な経営こそが企業の成長につながると考え、創業以来11年間無借金経営、黒字経営を

続けております。平成18年2月期決算では「SI Web Shopping」と「SI Object Browser」の販売本数

の増加、および「GRANDIT」事業の本格化により、売上高が前年対比で56.3%増と増えておりますが、

その増収の中でも売上高経常利益率は約12.9%と高水準を維持しています。これらの成長過程におい

ても、管理部門の人員を極力抑制し、間接コストの低減に努めてまいりました。 

しかしながら、今後社内管理体制を強化するため、これまで以上に間接経費が増加することが予

想されます。開発した製品が想定どおりの売上増加に結びつかなかった場合は、現在の収益体質を

維持するのが困難になる可能性があります。 
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⑩ 売上構成比率の変化について 

当社はパッケージソフトウェア事業、システムインテグレーション事業の２つの事業を中心に行

っています。パッケージソフトウェア事業は高収益が見込まれる利点、システムインテグレーショ

ン事業は安定した収益が見込まれる利点があります。当社は、今後もこの２つの事業を適度なバラ

ンスで展開し、市場景気の変動に柔軟に対応できる事業体制を維持して行く予定です。今後もこの

２事業を継続して推し進める限り、それぞれの事業において次のようなリスクがあります。 

パッケージソフトウェア事業は、開発した製品が好調に推移すれば高収益が見込まれる半面、低

調に終われば開発費用、広告宣伝費を回収できない恐れがあり、損失の発生する可能性があります。 

システムインテグレーション事業は、固定的に発生する人件費が収益を圧迫する可能性、プロジ

ェクトが予想より遅れ、予定していた利益が確保できない可能性があります。 

 

⑪ 調達資金の使途について 

今回計画している公募増資で調達した資金は、当面は新製品開発費用に充当します。また、営業

員や技術者の採用と育成及び研究開発費用、広告宣伝費に充当する方針であります。 

現時点の資金計画は上記のとおりでありますが、IT業界は変化の速度が速く、競合各社も協業や

合併を行っている状況であるため、当社の事業投資が上記以外の目的に使用される可能性がありま

す。 

 

⑫ ストックオプションについて 

当社は、経営参画意識の向上と業績に対する意識や士気を高めることを目的として、旧商法第280

条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を役員へ付与しております。平成18年９月30日現

在、同ストックオプションによる潜在株式は800株であり、発行済株式総数10,250株の7.8％に相当

しております。 

当ストックオプションが権利行使された場合には、新株式が発行され株式価値の希薄化が生じる

可能性があります。 

 

⑬ 訴訟ないし法的権利行使の可能性について 

インターネットを利用した事業は比較的新しい分野であり、これらに関する法的紛争、判例等も

まだ限定的であります。現在のところそのような事実はありませんが、当社の製品やソフトウェア

プログラムあるいはインターネット全般に関する技術等について、第三者より権利の侵害請求に関

する訴訟を提訴される可能性があります。かかる事態に陥った場合、当社は当然に、法的手段によ

り防衛･解決に努力いたしますが、敗訴等となった場合には当社の事業に重大な影響を及ぼす可能性

があります。 

また、ハッカーやコンピュータウィルスなどによるシステム障害が生じた場合、当社製品の利用

者に一定の損害を与えることから損害賠償等が提起される可能性もあります。このような事態に対

応するため、法的防御の観点より、当社製品の使用許諾書に免責事項を入れておりますが、上記と

同様に敗訴等となった場合には当社の事実に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
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４.中間財務諸表 

(１) 中間貸借対照表 

 

  
当中間会計期間末 
(平成18年８月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

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  200,515 159,294 

２ 売掛金  137,302 283,229 

３ たな卸資産  94,323 22,217 

４ その他  31,967 26,741 

貸倒引当金  △42 △510 

流動資産合計  464,065 62.2  490,973 88.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１ 10,413 6,322 

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  236,528 31,481 

(2) その他  170 170 

無形固定資産合計  236,699 31,651 

３ 投資その他の資産   

 (1) その他  38,518 25,419 

   貸倒引当金  △4,042 ― 

投資その他の資産合計  34,476 25,419 

固定資産合計  281,588 37.8  63,393 11.4

資産合計  745,654 100.0  554,366 100.0
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当中間会計期間末 
(平成18年８月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

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  51,205 81,723 

２ 未払金  130,095 5,610 

３ 未払法人税等  23,277 55,997 

４ 賞与引当金  33,204 26,159 

５ 受注損失引当金  2,070 9,366 

６ その他  26,887 31,745 

流動負債合計  266,740 35.8  210,602 38.0

Ⅱ 固定負債   

１ 長期未払金  91,698 ― 

２ その他  ― 563 

固定負債合計  91,698 12.3  563 0.1

負債合計  358,438 48.1  211,165 38.1

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  22,431 3.0  ― ―

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  12,431 ― 

資本剰余金合計  12,431 1.6  ― ―

３ 利益剰余金   

(1) その他利益剰余金   

別途積立金  26,000 ― 

繰越利益剰余金  325,116 ― 

利益剰余金合計  351,116 47.1  ― ―

株主資本合計  385,978 51.7  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  1,237 0.2  ― ―

評価・換算差額等合計  1,237 0.2  ― ―

純資産合計  387,215 51.9  ― ―

負債純資産合計  745,654 100.0  ― ―
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当中間会計期間末 
(平成18年８月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  ― ―  17,721 3.2

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  ― 7,721 

資本剰余金合計  ― ―  7,721 1.4

Ⅲ 利益剰余金   

１ 任意積立金  ― 26,000 

２ 当期未処分利益  ― 290,399 

利益剰余金合計  ― ―  316,399 57.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金  ― ―  1,359 0.2

資本合計  ― ―  343,200 61.9

負債資本合計  ― ―  554,366 100.0

   

 



12 

(２) 中間損益計算書 

 

  
当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
 至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  501,819 100.0  1,051,077 100.0

Ⅱ 売上原価  301,825 60.1  687,494 65.4

売上総利益  199,993 39.9  363,582 34.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  142,824 28.5  227,376 21.6

営業利益  57,169 11.4  136,206 13.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 70 0.0  93 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 462 0.1  790 0.1

   経常利益  56,777 11.3  135,509 12.9

Ⅵ 特別利益  ― ―  88 0.0

Ⅶ 特別損失  1,123 0.2  324 0.0

税引前中間(当期)純利益  55,653 11.1  135,273 12.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 23,277 70,919 

法人税等調整額  △2,341 20,936 4.2 △9,478 61,440 5.9

中間(当期)純利益  34,716 6.9  73,832 7.0

前期繰越利益  ―  216,566

当期未処分利益  ―  290,399
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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３月１日 至 平成18年８月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資 本

準備金

資 本

剰余金

合 計
別 途

積立金

繰 越 

利 益 

剰余金 

利 益

剰余金

合 計

株主資

本合計

平成18年２月28日残高(千円) 17,721 7,721 7,721 26,000 290,399 316,399 341,841

中間会計期間中の変動額  

新株の発行 4,710 4,710 4,710 ― ― ― 9,420

中間純利益 ― ― ― ― 34,716 34,716 34,716

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額(純額) 
― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計(千円) 4,710 4,710 4,710 ― 34,716 34,716 44,136

平成18年８月31日残高(千円) 22,431 12,431 12,431 26,000 325,116 351,116 385,978

 

評価・換算差額等 

 その他有価証

券評価差額金

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年２月28日残高(千円) 1,359 1,359 343,200 

中間会計期間中の変動額  

新株の発行 ― ― 9,420 

中間純利益 ― ― 34,716 

株主資本以外の項目の中間会計期間中の

変動額(純額) 
△122 △122 △122 

中間会計期間中の変動額合計(千円) △122 △122 44,014 

平成18年８月31日残高(千円) 1,237 1,237 387,215 
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(４) 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  

 
当中間会計期間 

 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税引前中間(当期)純利益  55,653 135,273

２ 減価償却費  30,983 20,352

３ 賞与引当金の増加額  7,045 2,581

４ 貸倒引当金の増減額(△：減少)  3,574 △88

５ 受注損失引当金の増減額(△：減少)  △7,296 9,366

６ 受取利息及び受取配当金  △13 △8

７ 固定資産除却損  ― 324

８ 投資有価証券評価損  1,123 ―

９ 売上債権の増減額(△：増加)  141,884 △201,390

10 たな卸資産の増減額(△：増加)  △72,105 5,965

11 未収消費税等の増加額  △7,474 ―

12 仕入債務の増減額(△：減少)  △30,518 54,918

13 未払消費税等の減少額  △8,543 1,537

14 前受金の増減額(△：減少)  2,129 △139

15 その他  4,000 △1,559

小計  120,443 27,133

16 利息及び配当金の受取額  12 7

17 法人税等の支払額  △55,997 △17,036

営業活動によるキャッシュ・フロー  64,458 10,105

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得による支出  △5,175 △7,482

２ 無形固定資産の取得による支出  △20,982 △18,021

３ 敷金保証金の預入による支出  △6,499 △10,000

４ 敷金保証金の返還による収入  ― 1,803

投資活動によるキャッシュ・フロー  △32,657 △33,701

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 株式の発行による収入  9,420 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,420 ―

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△：減少)  41,220 △23,595

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  159,294 182,890

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  200,515 159,294
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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 

中間会計期間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） 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

(2) たな卸資産 

① 仕掛品 

個別法による原価法 

② 貯蔵品 

最終仕入原価法 

 

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 

期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 

同左 

 

(2) たな卸資産 

① 仕掛品 

同左 

② 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 

但し、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       ８年～50年 

工具器具及び備品 ４年～15年 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

 定額法 

なお、市場販売目的のソフトウェアについて

は、見込販売有効期間（３年）、自社利用のソフ

トウェアについては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計処理の変更） 

従来、建物の減価償却方法は定率法を採用し

ておりましたが、平成17年３月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）については、定

額法を採用することとしました。 

これは、平成10年度の法人税法の改正に伴う

ものであり、当該改正以降当事業年度において

初めて建物を取得したものであります。 

この変更に伴う影響額は軽微であります。 

 

(2) 無形固定資産 

同左 
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当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

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検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

 

(2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支払いに備える

ため、支給見込額に基づき計上しております。 

 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

(3) 受注損失引当金 

 請負契約に係る開発案件のうち、中間会計期間

末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失

額を合理的に見積もることが可能なものについて

は、将来の損失に備えるため、中間会計期間末以

降に発生が見込まれる損失額を計上しておりま

す。 

 

(3) 受注損失引当金 

 請負契約に係る開発案件のうち、期末時点で将

来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的

に見積もることが可能なものについては、将来の

損失に備えるため、翌期以降に発生が見込まれる

損失額を計上しております。 

 

４ 中間キャッシュ・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。 

 

４ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

 

 

５ その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項 

 

消費税及び地方消費税の会計処理 

税抜方式によっております。 

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 

 

消費税及び地方消費税の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 
 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は387,215千円

であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、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。 

― 

 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
 

当中間会計期間末 
(平成18年８月31日) 

前事業年度末 
(平成18年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,009千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,924千円

２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動

資産のその他に含めて表示しております。 

― 

 

(中間損益計算書関係) 

 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息及び配当金   13千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息及び配当金   ８千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

株式交付費        32千円 

上場関連費用      430千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

売上割引        790千円 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産      1,085千円 

無形固定資産     29,897千円 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産      1,549千円 

無形固定資産     18,802千円 
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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３月１日 至 平成18年８月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数 

 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 1,013 9,237 ― 10,250

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加9,237株は、第三者割当による新株の発行による増加12株、１株

を10株とする株式分割による増加9,225株であります。 

 

２ 新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 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 

当中間会計

期間末残高 

(千円) 

平成17年８月 

新株予約権 
普通株式 80 720 ― 800 ―

(注)１ 新株予約権の当中間会計期間の増加は、１株を10株とする株式分割によるものです。 

   ２ 新株予約権の行使期間は平成19年９月１日から平成27年８月31日までです。 

 
 
(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 200,515千円

現金及び現金同等物 200,515千円
 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 159,294千円

現金及び現金同等物 159,294千円
 

 

(リース取引関係) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

リース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。 

同左 
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(有価証券関係) 

当中間会計期間末(平成18年８月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
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 147 488 341

② その他 3,342 5,123 1,780

計 3,489 5,611 2,121

 

２ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 8,473

(注)表中の「中間貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価格であります。なお、当中間会計期間に

おいて非上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損を1,123千円計上しております。 

なお、減損処理にあたっては、中間会計期間末における実質価額が取得原価に比べ50％以上下落し

た場合には全て減損処理を行っております。 

 

前事業年度末(平成18年２月28日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 147 684 537

② その他 3,342 5,137 1,794

計 3,489 5,821 2,331

 

２ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 9,597

 

(デリバティブ取引関係) 

 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

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。 

同左 
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(ストック・オプション等関係) 

当中間会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 

該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 同左 

 

(１株当たり情報) 

 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額       37,777.15円 

１株当たり中間純利益       3,414.83円 

１株当たり純資産額       338,796.52円 

１株当たり当期純利益       72,884.92円 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、新

株予約権(ストックオプション)の未行使残高がありま

すが、当社株式は非上場であり、期中平均株価の算出

が困難なため記載しておりません。 

 

当社は、平成18年８月31日付けで株式１株につき10株

の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の１株当たり情報については、それぞれ以下のと

おりとなります。 

 

前事業年度 

１株当たり純資産額     33,879.65円 

１株当たり当期純利益     7,288.49円 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権(ストックオプション)の未行使

残高がありますが、当社株式は非上場であり、

期中平均株価の算出が困難なため記載しており

ません。 
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新

株予約権(ストックオプション)の未行使残高がありま

すが、当社株式は非上場であり、期中平均株価の算出

が困難なため記載しておりません。 
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(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 

項目 
当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

中間(当期)純利益(千円) 34,716 73,832

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 34,716 73,832

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 10,167 1,013

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれなか

った潜在株式の概要 

新株予約権 80個 

 

新株予約権 80個 

 

(重要な後発事象) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

― （重要な資産の譲受） 

当社の主要製品である「SI Object Browser」シリー

ズについて、従来は著作権者である中村真輝氏に入金額

の半額をロイヤルティとして支払っておりましたが、今

後ラインナップを充実させ総合的な開発プロセス支援ツ

ール群に成長させることを目的として、同氏と平成18年

６月１日にソフトウェア著作権譲渡契約を締結し、同日

全ての著作権を譲り受けました。 

なお、当該譲受金額は244,529千円であり、平成18年

６月から平成20年５月までの24ヶ月で均等額を分割で支

払うこととしております。 

 

― （重要な募集株式の発行） 

平成18年７月３日開催の臨時株主総会において、下記

の要領による募集株式発行(新株発行)を決議しておりま

す。 

募集株式の数     普通株式  12株 

募集株式の払込金額  １株につき785,000円 

増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

増加資本金     １株につき392,500円 

増加資本準備金   払込金額から上記増加資本金

を除く金額 

割当先        システムインテグレータ従業

員持株会 

払込期日       平成18年７月７日 
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当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

― 

 

（重要な株式分割） 

平成18年８月14日開催の取締役会決議に基づき、次の

ように株式分割による新株式を発行しております。 

１．平成18年８月31日付をもって普通株式１株につき10

株に分割します。 

（１）分割により増加する株式数 

普通株式 9,225株 

（２）分割方法 

平成18年８月31日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき10株の割合をもっ

て分割します。 

２．配当起算日 

平成18年３月１日 

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

期における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

26,508.35円

１株当たり当期純利益 

4,829.84円

 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益について

は、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 

33,879.65円

１株当たり当期純利益 

7,288.49円

 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益について

は、新株予約権（ストッ

クオプション）の未行使

残高がありますが、当社

株式は非上場であり、期

中平均株価の算出が困難

なため記載しておりませ

ん。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

当中間会計期間および前事業年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりでありま

す。 
 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 事業部門 

生産高(千円) 生産高(千円) 

パッケージソフトウェア事業 282,195 431,270 

パッケージソフトウェアの販売、保守 21,178 36,653 
 

パッケージソフトウェアのカスタマイズ 261,016 394,617 

システムインテグレーション事業 23,431 65,850 

コンサルティング事業 30,939 37,450 

合計 336,566 534,570 

(注) １ 金額は、当期総制作費用であります。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当中間会計期間および前事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりでありま

す。 
 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 事業部門 

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 519,932 425,576 570,699 147,100 

 パッケージソフトウェアのカスタマイズ 519,932 425,576 570,699 147,100 

システムインテグレーション事業 39,078 19,552 103,231 13,750 

コンサルティング事業 59,328 23,200 52,712 4,939 

合計 618,339 468,328 726,643 165,790 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ パッケージソフトウェアの販売、保守については、受注金額のほとんどが同月に販売金額となり受注残

高が発生しないため、記載を省略しております。 
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(3) 販売実績 

当中間会計期間および前事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりでありま

す。 
 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 事業部門 

販売高(千円) 販売高(千円) 

パッケージソフトウェア事業 426,892 901,825 

 パッケージソフトウェアの販売、保守 185,513 369,634

 パッケージソフトウェアのカスタマイズ 241,379 532,191

システムインテグレーション事業 34,160 100,478 

コンサルティング事業 40,765 48,772 

合計 501,819 1,051,077 

(注) １ 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 

 
当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 
  至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
  至 平成18年２月28日） 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

インフォコム(株)  56,340 11.2 138,742 13.2 

オリンパスシステムズ(株) 54,277 10.8 135,665 12.9 

ソフトバンクＢＢ(株) 51,221 10.2 103,410 9.8 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
 


