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１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　：　無

②　最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　無

２．平成19年１月期第３四半期の業績概況（平成18年２月１日～平成18年10月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況 （注）百万円未満切り捨て

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年１月期第３四半期 7,202 79.0 517 △33.0 444 △42.3 96 △72.7

18年１月期第３四半期 4,024 85.6 772 105.0 770 99.3 352 59.9

（参考）18年１月期 5,954  863  858  465  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年１月期第３四半期 190 04 182 88

18年１月期第３四半期 3,600 45 3,432 96

（参考）18年１月期 4,735 28 4,539 96

（注）①持分法投資損益 18年10月第３四半期 0百万円 17年10月第３四半期 －百万円 18年１月期 △0百万円

②期中平均株式数 18年10月第３四半期 506,537株 17年10月第３四半期 97,957株 18年１月期 98,385株

③売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

(2）財政状態（連結）の変動状況

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年１月期第３四半期 7,662 3,746 40.5 6,111 10

18年１月期第３四半期 5,348 2,937 54.9 29,680 63

（参考）18年１月期 5,686 3,108 54.7 30,892 97

（注）期末発行済株式数 18年10月第３四半期 508,279株 17年10月第３四半期 98,976株 18年１月期 100,620株
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【連結キャッシュ・フローの状況】

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年１月期第３四半期 672 △1,662 1,275 1,808

18年１月期第３四半期 698 △1,704 454 1,985

（参考）18年１月期 849 △2,322 460 1,522

３．平成19年１月期の業績予想（平成18年２月１日～平成19年１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 10,000 530 20

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　39円35銭

（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社グループで判断したものであります。予想には

様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に

全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控え下さい。
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１．業績等の概要（平成18年２月１日～平成18年10月31日）

(1）全体概況

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰等の不安要素もあるものの堅調な内需の拡大や

輸出の拡大を背景に企業収益が改善し、雇用環境にも改善が見られました。他方、当社グループを取り巻く経営環境

は、大手企業を中心に積極的な設備投資や情報関連投資が増えつつあるものの、より投資対効果を重視する企業が増

えてきております。

　当社グループは、「ソフトウエア事業」、「通信事業」、「ネットワーク関連事業」、「コンサルティング事業」

及び「シンクライアント事業」の５つの事業を軸として事業活動を進めております。

　ソフトウエア事業においては、「新規顧客の開拓」、「クロスセル」及び「継続モデル」の三つの戦略のもと、企

業向けのソフトウエアの開発及び販売を行なっております。なお、ソフトウエア事業には、従来の「エージェント部

門」、「ナレッジ部門」、「CRM部門」及び「海外部門」が含まれます。

　上記の事業に関してグループ各社の早期にシナジーを発揮すべく、取り組んでまいります。

　当年９月４日には、子会社であるサイボウズ・メディアアンドテクノロー株式会社（旧社名ネットアンドセキュリ

ティ総研株式会社、以下CMT）を通じて、シンクライアントビジネスを手がけるネクスターム社の営業権を取得いたし

ました。

　シンクライアントはサイボウズグループが今後積極的に推進するASP事業との親和性が高く、グループ内の通信、

ネットワーク関連サービス、各種ネットサービスとも組み合わせることにより、情報サービスを提供するためのより

安全で安定したプラットフォームとして位置付けることができます。子会社CMTが持つセキュリティ分野に対するノウ

ハウを活かしてネクスターム社の事業を継承するとともに、シンクライアントとセットで提供可能なコンテンツ、サー

ビスのラインナップを拡充し、同社の主力事業として推進してゆきます。 

　サイボウズグループで開発を進めてきた「サイボウズ ブログ」を10月31日にリリースし、社内ブログ市場に本格参

入いたしました。「サイボウズ ブログ」は企業内での利用を目的としたブログ製品（当社の子会社、フィードパス株

式会社が販売する社内ブログシステム「blogengine」のエンジン部分のOEM提供品になります）であり、 「情報発信

の活性化」、「安全」、「低コスト」、「簡単」の四つをテーマとしております。日頃の業務連絡だけでなく、組織

や立場の枠を超え、経営者から現場の社員までが、日々感じている疑問や業務に関係するニュース、知恵などを気軽

に発信し、更に風通しの良い企業を目指していただけるように「サイボウズブログ」を提供してまいります。

　連結売上は、個別の売上が堅調だったことに加え、新規連結子会社の寄与があったことから、大幅に増加したもの

のグループとしての協業展開が遅れたこと等により、当初見込んだ水準の利益を確保できませんでした。そのため、

子会社全体としては、連結調整勘定の償却をカバーできず、当３四半期連結会計期間における当社グループ業績は、

売上高7,202,251千円（前年同期比79.0％増）、営業利益517,503千円（前年同期比33.0％減）、経常利益444,625千円

（前年同期比42.3％減）、四半期純利益96,264千円（前年同期比72.7％減）となり、前年同期比では増収であったも

のの減益となりました。
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(2）事業別概況

①ソフトウエア事業

（a）グループウエア部門

　「サイボウズ Office」シリーズは、バージョンアップがなかったことから、新規売上高が378,132千円（前

年同期比21.2％減）となりましたが、既存顧客からの継続サービスの売上が677,411千円（前年同期比15.7％

増）と順調に推移し、「サイボウズ Office」シリーズ全体の売上高は1,537,993千円（前年同期比1.6％増）

となりました。

　また、「サイボウズ ガルーン」は、「サイボウズ ガルーン２」のオプション製品の投入が当初予定より遅

れたことから、新規売上高が254,449千円（前年同期比3.7％減）となったものの、既存顧客からの追加での

ユーザーライセンスの購入や、継続サービスの売上が476,183千円（前年同期比46.2％増）と好調だったこと

により、「サイボウズ ガルーン」全体の売上高は、792,723千円（前年同期比26.3％増）となりました。これ

ら二製品の売上を含むグループウエア部門の売上高は2,363,384千円（前年同期比8.3％増）となりました。

(b）Webデータベース部門

　Web型データベースソフト「サイボウズ デヂエ」は、新規購入は73,283千円（前年同期比23.7％減）と伸び

悩んだものの、既存ユーザーからの継続及びプラン変更の販売が231,536千円（前年同期比56.9％増）と順調

に進み、売上高は305,429千円（前年同期比23.6％増）となりました。

(c）その他

　その他部門には、前年までのCRM部門、海外部門及び連結子会社のソフトウエア売上が含まれ、売上高合計

は504,330千円となりました。

②通信事業

　特定セグメント向け通信事業及びビリングソリューションが順調に伸びたことから、当第３四半期連結会計期間

の通信事業の売上高は2,377,485千円となりました。

③ネットワーク関連事業

　ネットワーク関連事業の売上は、クロス・ヘッド株式会社、ユミルリンク株式会社のネットワーク関連部門、沖

縄クロス・ヘッド株式会社の売上に相当しております。人材派遣事業並びにネットワークソリューション事業も順

調に推移し、当第３四半期連結会計期間の売上高は1,478,604千円となりました。

④コンサルティング事業

　コンサルティング事業の売上は、株式会社ブリングアップの売上に相当しております。経営支援売上が堅調だっ

たこともあり、当第３四半期連結会計期間の売上高は150,044千円となりました。

⑤シンクライアント事業

　シンクライアント事業の売上は、サイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社のシンクライアント部門の

売上に相当しております。当第３四半期連結会計期間の売上高は22,972千円となりました。

(3）連結キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金等価物（以下「資金」という）は、当３四半期連結

会計期間末には前連結会計年度末より286,038千円増加し、1,808,970千円となりました。

　当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、672,996千円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、1,662,343千円の支出となりました。内訳は子

会社の取得による支出が533,421千円、投資有価証券の取得による支出が381,465千円、固定資産の取得による支出が

658,864千円となったことなどによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は、1,275,631千円となりました。内訳は、短期借

入金による収入が1,132,000千円、ストックオプションとして付与した新株予約権が行使されたことにより、株式の発

行による収入が64,256千円となったこと、また配当金の支払が46,417千円発生したことなどによるものです。
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２．当期の見通し（平成18年２月１日～平成19年１月31日）

　今期個別業績に関しましては、売上は、期初予想を200百万円程度上回り、3,600百万円を見込んでおります。売上の

見込みを修正するのは、主力製品のひとつである「サイボウズ ガルーン ２」の新規売上が好調であったこと、および

そのサービスライセンス売上も引き続き堅調なことが主たる要因です。

　また、経常利益は、期初予想を40百万円上回る720百万円にとどまる見込みです。利益水準が、売上の増加と比較して

低水準であるのは、既存製品の脆弱性に対するセキュリティ対策を実施したことから、メンテナンスコストが増加した

こと、また今期中に発売予定であったMVNO等製品開発の長期化により、ソフトウエア開発にかかる研究開発費が増加し

たことが主因です。

　このように経常利益は期初計画を上回る見込みですが、本年３月30日に出資したレカム株式会社の株式の市場価格が、

第３四半期末時点において、簿価より50%程度下落しております。決算期末に市場価格が50％程度下落した場合は、減損

処理により、評価損が200百万円程度発生します。この減損を考慮し、当期純利益は期初予想を70百万円程度下回り、

300百万円となる見込みです。ただし、決算期末時点のレカム株式会社の株式の市場価格次第では、減損が発生しない可

能性もございます。

　また、配当性向は10％を維持する予定であり、修正はございません。

　一方、連結業績に関してですが、売上は、個別の売上が堅調だったことに加え、新規連結子会社の寄与があったこと

から、約400百万円増加し、10,000百万円となる見込みでございます。

しかしながら、グループとしての協業展開が遅れたこと等により、当初見込んだ水準の利益を達成することが厳しい見

込みです。そのため、子会社全体としては、連結調整勘定の償却約330百万円をカバーできず、当初予定していた利益を

達成することが難しくなり、経常利益は期初予想を320百万円下回り530百万円、当期純利益は340百万円下回り20百万円

となる見込みです。

　レカム株式会社の減損、およびセキュリティ対策費用などは、今期における一時的な費用となります。

（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社グループで判断したものであります。

予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、こ

の業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控え下さい。
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３．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年10月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,985,154 1,808,970 1,522,931

２．売掛金 1,270,513 1,688,105 1,449,777

３．その他 259,966 399,150 292,594

貸倒引当金 △143,610 △174,110 △162,644

流動資産合計 3,372,024 63.0 3,722,116 48.6 3,102,659 54.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 292,329 386,646 313,600

２．無形固定資産

(1）連結調整勘定 755,177 1,549,709 1,105,337

(2）営業権 － 389,375 －

(3）ソフトウエア 451,234 497,891 420,078

(4）その他 16,373 1,222,785 66,699 2,503,675 22,155 1,547,570

３．投資その他の資産 589,379

(1）投資有価証券 － 439,527 215,034

(2）敷金保証金 － 418,734 334,133

(3）その他 － 333,915 298,955

貸倒引当金 △128,182 461,196 △142,010 1,050,167 △125,593 722,529

固定資産合計 1,976,311 37.0 3,940,488 51.4 2,583,701 45.4

資産合計 5,348,336 100.0 7,662,605 100.0 5,686,360 100.0

 

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 242,157 375,664 341,452

２．短期借入金 9,000 1,150,000 32,500

３．一年以内返済予定長
期借入金

－ 308,898 391,837

４．未払法人税等 187,106 135,685 174,139

５．役員賞与引当金 6,037 4,333 8,541

６．賞与引当金 42,714 43,830 15,050

７．解約損失引当金 6,450 40,210 26,546

８．未払金 494,544 766,130 393,521

９．その他 423,715 318,566 224,623

流動負債合計 1,411,726 26.4 3,143,319 41.0 1,608,212 28.3
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前第３四半期連結会計期間末
（平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年10月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１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
（％）

Ⅱ　固定負債

１．社債 100,000 100,000 100,000

２．長期借入金 644,650 624,075 587,558

３．ポイントサービス引
当金

16,561 15,745 16,695

４．その他 38,837 33,385 37,611

固定負債合計 800,048 15.0 773,206 10.1 741,864 13.0

負債合計 2,211,774 41.4 3,916,525 51.1 2,350,076 41.3

（少数株主持分）

少数株主持分 198,866 3.7 － － 227,806 4.0

 

（資本の部）

Ⅰ　資本金 468,599 8.8 － － 497,340 8.8

Ⅱ　資本剰余金 831,577 15.5 － － 860,317 15.1

Ⅲ　利益剰余金 1,637,627 30.6 － － 1,750,818 30.8

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

△912 △0.0 － － 0 0.0

Ⅴ　為替換算調整勘定 804 0.0 － － － －

資本合計 2,937,696 54.9 － － 3,108,477 54.7

負債、少数株主持分及
び資本合計

5,348,336 100.0 － － 5,686,360 100.0

 

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 534,328 7.0 － －

２．資本剰余金 － － 897,300 11.7 － －

３．利益剰余金 － － 1,798,584 23.5 － －

株主資本合計 － － 3,230,213 42.2 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

－ － △124,066 △1.6 － －

評価換算差額等合計 － － △124,066 △1.6 － －

Ⅲ　新株予約権 － － 2,229 0.0 － －

Ⅳ　少数株主持分 － － 637,705 8.3 － －

純資産合計 － － 3,746,080 48.9 － －

負債純資産合計 － － 7,662,605 100.0 － －
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(2）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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 4,024,372 100.0 7,202,251 100.0 5,954,262 100.0

Ⅱ　売上原価 1,090,686 27.1 2,902,149 40.3 1,892,799 31.8

売上総利益 2,933,685 72.9 4,300,101 59.7 4,061,463 68.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 386,827 284,893 497,257

２．給与手当 443,914 823,773 651,566

３．業務委託費 324,859 525,991 489,197

４．貸倒引当金繰入額 61,186 129,323 100,836

５．役員賞与引当金繰入
額

－ 14,333 8,541

６．賞与引当金繰入額 － 40,715 15,050

７．連結調整勘定償却額 － 237,453 107,936

８．その他 944,322 2,161,110 53.7 1,726,114 3,782,598 52.5 1,327,256 3,197,641 53.7

営業利益 772,575 19.2 517,503 7.2 863,821 14.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 362 420 458

２．受取配当金 － 101 －

３．持分法による投資利
益

－ 206 －

４．為替差益 2,258 1,068 1,694

５．受取手数料 － 800 －

６．その他 6,604 9,225 0.2 6,139 8,736 0.1 9,186 11,340 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 8,739 19,100 13,819

２．持分法による投資損
失

－ － 735

３．新株発行費 1,134 － 1,278

４．株式交付費 － 9,713 －

５．販売権償却 － 15,000 －

６．開業費償却 － 13,561 －

７．貸倒損失 － 22,696 －

８．移転費用 427 － 427

９．その他 674 10,976 0.3 1,542 81,614 1.1 831 17,091 0.3

経常利益 770,824 19.2 444,625 6.2 858,069 14.4
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 6,476 12,614 8,976

２．持分変動利益 － 17,977 －

３．債務免除益 － 15,500 －

４．その他 － 6,476 0.2 7,856 53,949 0.8 － 8,976 0.2

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 ※２ 41,938 8,903 47,241

２．役員退職慰労金  77,370 60,000 77,370

３．その他 － 119,308 3.0 1,456 70,359 1.0 － 124,611 2.1

税金等調整前四半期
（当期）純利益

657,991 16.4 428,215 5.9 742,434 12.5

法人税、住民税及び
事業税

※１ 292,840 265,967 279,511

法人税等調整額 ※１ 25,700 318,540 7.9 49,630 315,598 4.4 △17,855 261,655 4.4

少数株主利益（△損
失）

△13,238 △0.3 16,352 0.2 14,897 0.3

四半期（当期）純利
益

352,689 8.8 96,264 1.3 465,880 7.8
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(3）四半期連結剰余金計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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 787,486 787,486

Ⅱ　資本剰余金増加額

１．新株予約権行使による新株の
発行

44,090 44,090 72,830 72,830

Ⅲ　資本剰余金四半期末（期末）残
高

831,577 860,317

 

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 1,311,245 1,311,245

Ⅱ　利益剰余金増加額

１．四半期（当期）純利益 352,689 352,689 465,880 465,880

Ⅲ　利益剰余金減少額

１．配当金 26,307 26,307 26,307 26,307

Ⅳ　利益剰余金四半期末（期末）残
高

1,637,627 1,750,818

 

(4）四半期連結株主資本等変動計算書（自平成18年２月１日　至平成18年10月31日）

株主資本 評価・換算差額等

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

平成18年１月31日　残高（千円） 497,340 860,317 1,750,818 3,108,477 0

当四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 36,987 36,982  73,970  

剰余金の配当   △48,499 △48,499  

当四半期純利益   96,264 96,264  

株主資本以外の項目の当四半期連結会

計期間中の変動額（純額）
    △124,066

当四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）
36,987 36,982 47,765 121,735 △124,066

平成18年10月31日 残高（千円） 534,328 897,300 1,798,584 3,230,213 △124,066

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成18年１月31日　残高（千円） 729 227,806 3,337,013

当四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行   73,970

剰余金の配当   △48,499

当四半期純利益   96,264

株主資本以外の項目の当四半期連結会

計期間中の変動額（純額）
1,500 409,898 287,331

当四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）
1,500 409,898 409,066

平成18年10月31日 残高（千円） 2,229 637,705 3,746,080
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(5）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31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２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

税金等調整前四半期（当期）
純利益

657,991 428,215 742,434

減価償却費 114,243 216,171 179,423

ソフトウエア償却費 109,373 203,616 174,666

連結調整勘定償却額 61,063 237,453 107,936

持分変動利益 － △17,977 －

債務免除益 － △15,500 －

固定資産除売却損 41,958 9,709 47,241

持分法による投資損益（△は
利益）

－ △206 735

新株発行費 － － 1,278

株式交付費 － 9,713 －

貸倒引当金の増加額（△は減
少額）

△9,914 25,846 △3,469

受取利息及び受取配当金 △362 △522 △479

支払利息 8,739 19,880 13,819

役員賞与引当金の増加額（△
は減少額）

△45 △4,207 2,458

賞与引当金の増加額（△は減
少額）

8,200 21,480 △19,464

解約損失引当金の増加額 2,995 13,664 23,091

ポイントサービス引当金の減
少額

△2,333 △950 △2,199

売上債権の減少額（△は増加
額）

△52,707 △54,683 △132,139

たな卸資産の減少額（△は増
加額）

△18,854 △69,828 △14,934

仕入債務の減少額 △69,385 △11,163 △28,044

未払消費税等の増加額（△は
減少額）

5,659 △32,822 15,397

未払金の増加額（△は減少額） 88,273 29,239 △10,971

その他 9,931 38,534 13,342

小計 954,827 1,045,662 1,110,123

利息の受取額 606 522 723

利息の支払額 △7,913 △20,165 △12,733

法人税等の支払額 △249,868 △353,022 △249,868

法人税等の受取額 1,051 － 1,051

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

698,703 672,996 849,296

－ 11 －



前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31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２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

有形固定資産の取得による支
出

△208,975 △302,119 △262,841

無形固定資産の取得による支
出

△300,781 △356,745 △359,611

無形固定資産の売却による収
入

5,793 － 5,793

投資有価証券の取得による支
出

△130,670 △381,465 △288,470

連結の範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による支出

※２ △995,331 △533,421 △1,318,353

連結の範囲の変更を伴う子会
社出資金の取得による支出

△1,328 － △1,328

関係会社株式の取得による支
出

△38,000 △30,000 △38,000

短期貸付けによる支出 △36,000 － △36,000

短期貸付金の回収による収入 47,046 23,011 44,643

保証金預入れによる支出 △45,792 △85,598 △71,077

その他 － 3,994 2,839

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△1,704,039 △1,662,343 △2,322,405

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

短期借入金の純増減額 △6,000 1,132,000 3,000

長期借入れによる収入 454,000 286,000 454,000

長期借入金の返済による支出 △91,780 △429,104 △150,942

株式の発行による収入 124,119 64,256 180,322

配当金の支払額 △25,769 △46,417 △25,858

少数株主への株式の発行によ
る収入

－ 268,897 －

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

454,569 1,275,631 460,521

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

△4,191 △245 △4,592

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△
は減少額）

△554,957 286,038 △1,017,180

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,051,552 1,522,931 2,051,552

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同
等物の増加額

488,560 － 488,560

Ⅷ　現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高

※１ 1,985,154 1,808,970 1,522,931
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　３社

［連結子会社の名称］

株式会社インフォニックス

クロス・ヘッド株式会社

サイボウズ・ラボ株式会社

　サイボウズ・ラボ株式会社は当第

３四半期連結会計期間に設立し、ま

たクロス・ヘッド株式会社は当第３

四半期連結会計期間に持分を取得し

たことから連結の範囲に含めており

ます。

　従来連結の範囲に含めていたサイ

ボウズファイナンス有限会社は平成

17年９月６日に株式会社インフォ

ニックス（存続会社）との合併によ

り消滅いたしました。

　またCybozu Corporationは10月

21日付で清算により消滅いたしまし

た。

連結子会社の数　10社

[連結子会社の名称］

株式会社インフォニックス

クロス・ヘッド株式会社

サイボウズ・ラボ株式会社

ユミルリンク株式会社

フィードパス株式会社

サイボウズ・メディアアンドテクノ

ロジー株式会社

（旧社名：ネットアンドセキュリ

ティ総研株式会社）

株式会社ブリングアップ

株式会社ジェイヤド

インテグラート・ビジネスシステム

株式会社

沖縄クロス・ヘッド株式会社

　フィードパス株式会社は平成18年

３月10日に株式を取得し、サイボウ

ズ・メディアアンドテクノロジー株

式会社は平成18年５月10日に株式を

取得し、株式会社ブリングアップは

平成18年５月31日に株式を取得し、

沖縄クロス・ヘッド株式会社は平成

18年６月21日に株式を取得し、株式

会社ジェイヤドは平成18年６月20日

に株式を取得し、インテグラート・

ビジネスシステム株式会社は平成18

年６月23日に株式を取得したことか

ら連結の範囲に含めております。

連結子会社の数　４社

[連結子会社の名称］

株式会社インフォニックス

クロス・ヘッド株式会社

サイボウズ・ラボ株式会社

ユミルリンク株式会社

　サイボウズファイナンス有限会社

及び株式会社インフォニックスは当

連結会計年度に持分を取得し、連結

の範囲に含めておりましたが、両社

は平成17年９月６日に株式会社イン

フォニックスを存続会社として合併

しております。

　サイボウズ・ラボ株式会社は平成

17年８月１日に設立し、クロス・

ヘッド株式会社は平成17年８月２日

に株式を追加取得し、ユミルリンク

株式会社は平成17年12月27日に株

式を取得したことから連結の範囲に

含めております。

　またCybozu Corporationは平成

17年10月21日付で清算により消滅い

たしました。

　ユミルリンク株式会社は当連結会

計年度に持分を取得し、連結子会社

化致しましたが、当連結会計年度に

おいては、貸借対照表のみ連結して

おります。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法非適用関連会社

インプローブ・ネットワークス株

式会社

　当第３四半期連結会計期間におい

て、インプローブ・ネットワークス

株式会社の株式を取得いたしました

が、連結純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）

等に及ぼす影響が軽微であり、全体

しても重要性がないため、持分法を

適用しておりません。

(1)持分法適用の関連会社数　１社

　cybozu.net株式会社

(1)持分法適用の関連会社数　１社

　cybozu.net株式会社

　cybozu.net株式会社は、当連結会

計年度に株式を取得したことから、

持分法適用関連会社となっておりま

す。

(2)持分法を適用していない関連会

社

　インプローブ・ネットワークス株

式会社

 　株式会社ジェイズファクトリー

　当第３四半期連結会計期間におい

て株式の取得をいたしました、株式

会社ジェイズファクトリー及び前連

結会計年度に株式を取得いたしまし

たインプローブ・ネットワーク株式

会社に関しましては、四半期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす影響

が軽微であり、全体としても重要性

がないため、持分法を適用しており

ません。

(2)持分法を適用していない関連会

社

　インプローブ・ネットワークス株

式会社

　当連結会計年度において、インプ

ローブ・ネットワークス株式会社の

株式を取得いたしましたが、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等に及ぼす

影響が軽微であり、全体としても重

要性がないため、持分法を適用して

おりません。
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

　連結子会社の四半期会計期間の末

日は、四半期連結決算日と一致して

おります。

　連結子会社のうち、株式会社イン

フォニックスの第３四半期決算日は

12月31日であり、またクロス・ヘッ

ド株式会社の第３四半期決算日は２

月28日であります。四半期連結財務

諸表の作成にあたっては、９月30日

に仮決算を行い、第３四半期連結決

算日との間に生じた必要な調整を

行っております。その他の連結子会

社の第３四半期決算日は第３四半期

連結決算日と一致しております。

　連結子会社のうち、株式会社イン

フォニックス、クロス・ヘッド株式

会社、フィードパス株式会社、株式

会社ジェイヤド及び沖縄クロス・

ヘッド株式会社の決算日は12月31日

であります。四半期連結財務諸表の

作成に当たっては、９月30日に仮決

算を行い、四半期連結決算日との間

に生じた必要な調整を行っておりま

す。

　ユミルリンク株式会社、サイボウ

ズ・メディアアンドテクノロジー株

式会社の決算日は９月30日でありま

す。四半期連結財務諸表の作成に当

たっては、同決算日現在の財務諸表

を使用しております。

　株式会社ブリングアップ、インテ

グラート・ビジネスシステム株式会

社の決算日は６月30日であります。

四半期連結財務諸表の作成に当たっ

ては、９月30日に仮決算を行い、四

半期連結決算日との間に生じた必要

な調整を行なっております。その他

の連結子会社の四半期決算日は四半

期連結決算日と一致しております。

　連結子会社のうち、株式会社イン

フォニックス、クロス・ヘッド株式

会社の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表作成にあたっては、同

決算日現在の財務諸表を使用してお

ります。

　ユミルリンク株式会社の決算日は

９月30日であります。連結財務諸表

の作成にあたっては、12月31日に仮

決算を行い、連結決算日との間に生

じた必要な調整を行っております。

　その他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

①有価証券

その他有価証券

時価のある有価証券

第３四半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）を採用

しております。

①有価証券

　その他有価証券

　時価のある有価証券

　第３四半期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）を採

用しております。 

①有価証券

　その他有価証券

　時価のある有価証券

　決算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）を採用して

おります。 

 　　時価のない有価証券

　　移動平均法による原価法を採

　用しております。

　　時価のない有価証券

同左

　　時価のない有価証券

同左

 ②たな卸資産

　商品

─────

②たな卸資産

　商品

　主として先入先出法による原価

法によっております。

②たな卸資産

　商品

─────

　仕掛品

─────

　仕掛品

　主として個別法による原価法に

よっております。

　仕掛品

　主として個別法による原価法に

よっております。

　貯蔵品

　主として先入先出法による原価

法によっております。

　貯蔵品

同左

　 貯蔵品

同左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

主として定率法によっております。

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

主として定額法によっております。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左

（イ）市場販売目的ソフトウエア

見込販売可能期間（12ヶ月）に

おける見込販売収益に基づく償却

額と見込販売可能期間に基づく定

額償却額のいずれか大きい額によ

り償却しております。

（イ）市場販売目的ソフトウエア

同左

（イ）市場販売目的ソフトウエア

同左

（ロ）自社利用ソフトウエア

社内における利用可能期間（５

年）に基づく均等償却によってお

ります。

（ロ）自社利用ソフトウエア

同左

（ロ）自社利用ソフトウエア

同左

 (3）重要な繰延資産の処理

方法

───── 　───── ①新株発行費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

───── ①株式交付費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

─────

───── ②開業費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

─────
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

 (4）重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金

　債権の貸倒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。

同左 同左

②ポイントサービス引当金 ②ポイントサービス引当金 ②ポイントサービス引当金

　子会社の通信事業について、将来

のポイント利用による費用負担に備

えるため、利用実績率に基づき将来

利用されると見込まれるポイントに

対する所要額を計上しております。

同左 同左

③解約損失引当金 ③解約損失引当金  ③解約損失引当金

　子会社の通信事業について、携帯

電話契約者の解約により仕入先であ

る電気通信事業者から請求される解

約手数料等の支払いに備えるため、

解約実績率に基づき支払見込額を計

上しております。

同左 同左

 ④役員賞与引当金  ④役員賞与引当金 ④役員賞与引当金

　当社役員に対する賞与の支払に備

えるため、支給見込額に基づき計上

しております。

　当社役員及び一部子会社役員に対

する賞与の支払に備えるため、支給

見込額に基づき計上しております。

　当社役員に対する賞与の支払に備

えるため、支給見込額に基づき計上

しております。

 ⑤賞与引当金  ⑤賞与引当金  ⑤賞与引当金

　子会社従業員に対する賞与の支払

に備えるため、支給見込額に基づき

計上しております。

同左 同左

 (5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は、四半期決

算日の直物為替相場により円貨に換

算し、為替差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社の資

産及び負債は第３四半期連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、為替差額は資本の部

における為替換算調整勘定に含めて

おります。

　外貨建金銭債権債務は、四半期決

算日の直物為替相場により円貨に換

算し、為替差額は損益として処理し

ております。

　外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、為替差額は損益として処理して

おります。

　なお、在外子会社の収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し

ております。

 (6）重要なリース取引の処

理方法

───── 　子会社の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

に準じた会計処理を行っております。

同左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

 (7）重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので、

特例処理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

　当第３四半期連結会計期間にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ手段とヘッ

ジ対象は以下のとおりでありま

す。

　ヘッジ手段・・・金利スワップ

　ヘッジ対象・・・借入金の利息

同左 　当連結会計年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。

　ヘッジ手段・・・金利スワップ

　ヘッジ対象・・・借入金の利息

③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針

　変動金利による借入金に対する金

利相場の変動リスクを回避すること

を目的としており、投機的な取引は

おこなっておりません。

同左 同左

④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処

理が認められている条件をすべて満

たしているため、その判定をもって

有効性の判定に代えております。

同左 同左

 (8）その他四半期連結財務

諸表(連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理 ①消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

同左 同左

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲

四半期連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金同

等物）は、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 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける現金及び現金同等物は、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。
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年１月31日）

───── （固定遺産の減損に係る会計基準）

　当第３四半期連結会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（企業会計審議会　平成

14年８月９日　固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指

針第６号）を適用しております。なお、これに

よる当第３四半期連結財務諸表への影響はあり

ません。

───── 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等）

　当第３四半期連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準第５号）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

会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計

基準適用指針第８号）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

3,106,146千円であります。

─────

───── （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)

　当第３四半期連結会計期間より、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計

基準委員会　平成18年８月11日　実務対応報告

第19号）を適用しております。

　なお、これによる当第３四半期連結財務諸表

への損益に与える影響はありません。

─────
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追加情報

前第３四半期連結会計期間

 （自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間

 （自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前連結会計年度

 （自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布さ

れ、平成16年４月１日以後に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、

当第３四半期連結会計期間から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16年２月13

日　企業会計基準委員会　実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上して

おります。

　この結果、販売費及び一般管理費が11,164千

円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益が、同額減少しております。

───── 　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布さ

れ、平成16年４月１日以後に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、

当事業年度から「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基

準委員会　実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が6,995千

円増加し、営業利益、経常利益及び税金調整前

当期純利益が同額減少しております。

─────　 　複数年分のライセンスを一括して販売する複

数年パックは、従来販売時に全ての契約期間に

対する契約金額全額を売上高に計上しておりま

したが、当第３四半期連結会計期間において金

額的重要性が増してきたことから、当第３四半

期連結会計期間より翌期以降の契約期間に相当

する入金分について前受金に計上することとい

たしました。

　この結果、従来の方法によった場合と比較し

て売上高総利益、営業利益、経常利益及び税引

前四半期純利益額が、122,512千円減少してお

ります。

─────　
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年10月31日）

前連結会計年度
（平成18年１月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

214,387千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

319,317千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、 

250,793千円であります。

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※１　当第３四半期連結会計期間にかかる法人

税、住民税及び事業税並びに法人税等調整

額は、当連結会計年度において予定してい

る利益処分による特別償却準備金の取崩し

を前提として、当第３四半期連結会計期間

に係る金額を計算しております。

※１　　　　　　　同左 ※１　　　　　 ─────

※２　固定資産除売却損の主な内訳 ※２　固定資産除売却損の主な内訳 ※２　固定資産除売却損の主な内訳

固定資産除却損 固定資産除却損 固定資産除却損

ソフトウエア 39,296千円

器具及び備品 665千円

建物付属設備 139千円

ソフトウエア     6,533千円

構築物 2,118千円

ソフトウエア   40,456千円

電話加入権 3,906千円

器具及び備品 900千円

建物付属設備    139千円

固定資産売却損 固定資産売却損 固定資産売却損

ソフトウエア 1,837千円 ───── ソフトウエア    1,837千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四

半期連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四

半期連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※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10月31日現在）

現金及び預金勘定 1,985,154千円

現金及び現金同等物 1,985,154千円

（平成18年10月31日現在）

現金及び預金勘定 1,808,970千円

現金及び現金同等物 1,808,970千円

（平成18年１月31日現在）

現金及び預金勘定 1,522,931千円

現金及び現金同等物  1,522,931千円

※２　株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

───── ※２　株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

①株式の取得により新たに株式会社イン

フォニックスを連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社

インフォニックスの取得価額と株式会社イ

ンフォニックス取得のための支出（純額）

との関係は次のとおりであります。

①株式の取得により新たに株式会社イン

フォニックスを連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社

インフォニックスの取得価額と株式会社イ

ンフォニックス取得のための支出（純額）

との関係は次のとおりであります。

流動資産   967,154千円

固定資産    454,590千円

連結調整勘定    367,699千円

流動負債 △626,978千円

固定負債 △362,518千円

少数株主持分 △52,431千円

株式会社インフォニック

スの取得価額
747,515千円

株式会社インフォニック

ス現金及び現金同等物 
△370,583千円

差引：株式会社インフォ

ニックス取得のための支

出

376,931千円

流動資産   967,154千円

固定資産    454,590千円

連結調整勘定    367,699千円

流動負債 △626,978千円

固定負債 △362,518千円

少数株主持分 △52,431千円

株式会社インフォニック

スの取得価額
747,515千円

株式会社インフォニック

ス現金及び現金同等物 
△370,583千円

差引：株式会社インフォ

ニックス取得のための支

出

376,931千円

②株式の取得により新たにクロス・ヘッド

株式会社を連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びにクロス・ヘッ

ド株式会社の取得価額とクロス・ヘッド株

式会社株式取得のための支出（純額）との

関係は次のとおりであります。

②株式の取得により新たにクロス・ヘッド

株式会社を連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びにクロス・ヘッ

ド株式会社の取得価額とクロス・ヘッド株

式会社株式取得のための支出（純額）との

関係は次のとおりであります。

流動資産  714,943千円

固定資産 130,179千円

連結調整勘定 486,029千円

流動負債 △285,852千円

固定負債 △127,658千円

少数株主持分 △198,541千円

クロス・ヘッド株式会社

株式の取得価額
719,100千円

クロス・ヘッド株式会社

現金及び現金同等物 
△478,560千円

差引：クロス・ヘッド株

式会社取得のための支出
240,540千円

流動資産  714,943千円

固定資産 130,179千円

連結調整勘定 486,029千円

流動負債 △285,852千円

固定負債 △127,658千円

少数株主持分 △198,541千円

クロス・ヘッド株式会社

株式の取得価額
719,100千円

クロス・ヘッド株式会社

現金及び現金同等物 
△478,560千円

差引：クロス・ヘッド株

式会社取得のための支出
240,540千円
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

③株式の取得により新たにユミルリンク株

式会社を連結したことに伴う連結開始時の

資産及び負債の内訳並びにユミルリンク株

式会社の取得価額とユミルリンク株式会社

株式取得のための支出（純額）との関係は

次のとおりであります。

流動資産  198,160千円

固定資産    35,681千円

連結調整勘定    397,031千円

流動負債 △248,278千円

固定負債 △8,073千円

ユミルリンク株式会社の

取得価額
374,521千円

ユミルリンク株式会社現

金及び現金同等物 
△51,500千円

差引：ユミルリンク株式

会社取得のための支出
323,021千円

（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

該当事項はありません。 １．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

累計額及び期末残高相当額

器具及

び備品

(千円)

ソフト

ウェア

(千円)

合計

(千円)

取得価額 41,242 6,528 47,770

減価償却

累計額
6,998 1,088 8,086

期末残高 34,244 5,440 39,684

 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

 

  (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 10,155千円

１年超 29,528千円

合計 39,684千円

 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 5,271千円

減価償却費相当額 5,271千円

　(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。

２．オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

１．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

累計額及び期末残高相当額

器具及

び備品

(千円)

ソフト

ウェア

(千円)

合計

(千円)

取得価額 3,331 6,528 9,859

減価償却

累計額
2,706 108 2,815

期末残高 624 6,419 7,043

 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

 

  (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,930千円

１年超 5,113千円

合計 7,043千円

 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 317千円

減価償却費相当額 317千円

　(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。

２．オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。
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（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成17年10月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 29,970 28,431 △1,594

２．時価評価されていない有価証券の内容

内容 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 8,000

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年10月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 422,024 224,256 △197,768

２．時価評価されていない主な投資有価証券の内容

 内容 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

（1）関連会社株式

 関連会社株式 57,471

（2）その他

 非上場株式 157,800

前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
株券 29,970 29,970 0

合計 29,970 29,970 0

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

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 157,800

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間

 （自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間

 （自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前連結会計年度

 （自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

　デリバティブ取引については、ヘッジ会計が

適用されておりますので開示の対象から除いて

おります。

　金利スワップ取引を行っておりますが、金利

スワップの特例処理を採用しているため注記の

対象から除いております。

　金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッ

ジ会計を適用しておりますので注記の対象から

除いております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成17年10月31日）

ソフトウエア

事業

（千円）

通信事業

（千円）

ネットワーク

関連事業

（千円）

計（千円）
消去又は全社

（千円）
連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 2,547,409 1,221,137 255,824 4,024,372 － 4,024,372

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
22,008 1,622 8,447 32,077 (32,077) －

計 2,569,417 1,222,760 264,272 4,056,450 (32,077) 4,024,372

営業費用 1,829,934 1,189,790 264,514 3,284,239 (32,442) 3,251,797

営業利益 739,482 32,969 △242 772,210 364 772,575

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分の属する主要な製品・サービス

事業区分 主要製品・サービス

ソフトウエア事業 グループウエア、データベースソフト等

通信事業 通信サービス、ビリングソリューション

ネットワーク関連事業 ネットワークソリューション、運用、監視

３．ソフトウエア事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれ

も90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、当第３四半期連結会計期間より株式会社イン

フォニックス及びクロス・ヘッド株式会社が連結子会社に加わったことに伴い、新たに通信事業及びネットワーク関連事業を行う

こととなったため、「ソフトウエア事業」、「通信事業」及び「ネットワーク関連事業」の三区分による「事業の種類別セグメン

ト情報」を記載することといたしました。
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当第３四半期連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年10月31日）

ソフトウエ

ア事業

（千円）

通信事業

（千円）

ネットワー

ク関連事業

（千円）

コンサル

ティング事

業

（千円） 

シンクライ

アント事業

（千円） 

計（千円）
消去又は全社

（千円）
連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対

する売上高
3,173,144 2,377,485 1,478,604 150,044 22,972 7,202,251 － 7,202,251

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

6,335 12,628 103,129 － － 122,093 (122,093) －

計 3,179,479 2,390,113 1,581,734 150,044 22,972 7,324,344 (122,093) 7,202,251

営業費用 2,647,544 2,330,590 1,642,409 145,019 42,186 6,807,751 (123,003) 6,684,748

営業利益 531,935 59,522 △60,675 5,024 △19,214 516,593 910 517,503

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分の属する主要な製品・サービス

事業区分 主要製品・サービス

ソフトウエア事業 グループウエア、データベースソフト等

通信事業 通信サービス、ビリングソリューション

ネットワーク関連事業 ネットワークソリューション、運用、監視、システムインテグレーション

コンサルティング事業 ソリューションコンサルティング 

シンクライアント事業 シンクライアントビジネス

３．当第３四半期連結会計期間より経営コンサルティングを主な事業とする、株式会社ブリングアップが連結子会社に加わったこと、

子会社であるサイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社を通じて、シンクライアントビジネスを手がける株式会社ネクス

タームの営業権を取得したことに伴い、「コンサルティング事業」及び「シンクライアント事業」を新たに追加し、「ソフトウエ

ア事業」、「通信事業」、「ネットワーク関連事業」、「コンサルティング事業」及び「シンクライアント事業」の５区分による

「事業の種類別セグメント情報」を記載することといたしました。
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前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

ソフトウエア

事業

（千円）

通信事業

（千円）

ネットワーク

関連事業

（千円）

計（千円）
消去又は全社

（千円）
連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,329,965 1,985,624 638,672 5,954,262 － 5,954,262

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
22,544 12,117 19,411 54,073 (54,073) －

計 3,352,510 1,997,741 658,084 6,008,336 (54,073) 5,954,262

営業費用 2,498,693 1,961,531 681,001 5,141,226 (50,784) 5,090,441

営業利益 853,817 36,210 △22,917 867,110 (3,289) 863,821

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分の属する主要な製品・サービス

事業区分 主要製品・サービス

ソフトウエア事業 グループウエア、データベースソフト等

通信事業 通信サービス、ビリングソリューション

ネットワーク関連事業 ネットワークソリューション、運用、監視、システムインテグレーション

３．ソフトウエア事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれ

も90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、当連結会計年度より株式会社インフォニック

ス及びクロス・ヘッド株式会社、サイボウズ・ラボ株式会社及びユミルリンク株式会社が連結子会社に加わったことに伴い、新た

に通信事業及びネットワーク関連事業を行うこととなったため、「ソフトウエア事業」、「通信事業」及び「ネットワーク関連事

業」の三区分による「事業の種類別セグメント情報」を記載することといたしました。

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年10月31日）

前連結会計年度　　　　　（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略して

おります。

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年２月１日　至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年10月31日）

前連結会計年度　　　　　（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間

 （自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間

 （自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前連結会計年度

 （自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

１株当たり純資産額 29,680円63銭

１株当たり四半期純利益 3,600円45銭

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益
3,432円96銭

１株当たり純資産額 6,111円10銭

１株当たり四半期純利益 190円04銭

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益
182円88銭

１株当たり純資産額 30,892円97銭

１株当たり当期純利益 4,735円28銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
4,539円96銭

　当社は、平成16年12月17日付で株式１株につ

き３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

定した場合の前第３四半期連結会計期間におけ

る１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりと

なります。

　当社は、平成18年２月１日付で株式１株につ

き５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

定した場合の前第３四半期連結会計期間におけ

る１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりと

なります。

─────

１株当たり純資産額 25,211円82銭

１株当たり当期純利益 2,279円98銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
2,181円22銭

１株当たり純資産額 5,936円13銭

１株当たり当期純利益   720円09銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
686円59銭

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

ります。

前第３四半期連結会計期間

 （自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間

 （自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前連結会計年度

 （自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額

四半期（当期）純利益（千円） 352,689 96,264 465,880

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（千円）
352,689 96,264 465,880

期中平均株式数（株） 97,957 506,537 98,385

 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 4,779 19,845 4,232

（うち新株予約権） (4,779) (19,845) (4,232)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間

 （自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間

 （自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前事業年度

 （自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

平成17年12月13日開催の取締役会において、

次のとおり株式分割を決議いたしました。

───── １．平成17年12月13日開催の取締役会におい

て、次のとおり株式分割を決議し、平成18

年２月１日に実施いたしました。

１．平成18年２月１日付をもって普通株式１

株を５株に分割する。

（1）平成18年２月１日付をもって普通株式１

株を５株に分割する。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　平成18年１月31日最終の発行

済株式総数に４を乗じた株式

数とする。

①　分割により増加する株式数

普通株式　平成18年１月31日最終の発

行済株式総数に４を乗じた株

式数とする。

(2）分割方法

平成18年１月31日現在の株主名簿及び実質

株主名簿に記載された株主の所有株式数を１

株につき、５株の割合を持って分割する。

②　分割方法

平成18年１月31日現在の株主名簿及び実質

株主名簿に記載された株主の所有株式数を１

株につき、５株の割合を持って分割する。

２．配当起算日　平成18年２月１日 （2）配当起算日　平成18年２月１日

なお、前期首及び当期首に当該株式分割が

行われたと仮定した場合における１株当たり

情報は以下のとおりとなります。

①　１株当たり純資産額

前第３四半期 5,042円36銭

当第３四半期 5,936円13銭

前期 5,227円96銭

②　１株当たり四半期（当期）純利益

前第３四半期 456円00銭

当第３四半期 720円09銭

前期 640円52銭

③　潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益

前第３四半期 436円24銭

当第３四半期 686円59銭

前期 610円10銭

当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定

した場合の前事業年度における１株当たりの

情報及び当期首に行なわれたと仮定した場合

の当事業年度における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

前連結事業年度 当連結事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

5,277円96銭 6,178円59銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

640円52銭 947円06銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

610円10銭 907円99銭 

───── ───── ２．ブログエンジン株式会社の連結子会社化

について

平成18年２月14日開催の取締役会において、

企業向けブログやRSSポータル分野での事業

展開を加速すべくウェブログ技術開発を主業

とするブログエンジン株式会社（資本金

25,000千円）の株式取得を決議し、平成18年

３月10日に第三者割当を引受け、連結子会社

化いたしました。

　なお、ブログエンジン株式会社は、平成18

年４月３日にフィードパス株式会社に社名変

更しております。

（株式取得）

取得株式数

　　　　 議決権付普通株式　 500株

（発行済株式総数1,000株）　

取得価額　　　　　　　 50,000千円

取得後の所有割合　　　　　 50.0％
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４．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

グループウエア部門 173,412 72,461 158,171

WebDB部門 14,733 11,834 14,733

その他 － 269,741 19,479

ソフトウエア事業合計 188,146 354,037 192,384

通信事業 － － －

ネットワーク関連事業 － 972,667 398,486

コンサルティング事業 － 48,919 －

シンクライアント事業 － － －

総合計 188,146 1,375,623 590,870

　（注）１．金額は、製造原価とソフトウエアのうち自社開発分（資産計上分）の合計により算出しております。

２．金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当第３四半期連結会計期間より記載方法を変更し、前連結会計年度まで「エージェント部門」、「ナレッジ部門」、「CRM部門」、

「海外部門」及び「ビジネスポータル部門」と記載しておりましたが、「グループウエア部門」、「WebDB部門」及び「その他」と

記載することといたしました。また、当第３四半期連結会計期間において株式会社ブリングアップが連結子会社となったことから、

新たにコンサルティング事業を区分掲記しております。

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

エージェント部門 154,189 81,749 158,171

ナレッジ部門 14,733 11,834 14,733

CRM部門 19,223 － 19,479

海外部門 － － －

ビジネスソフト分野合計 188,146 93,583 192,384

ビジネスポータル分野合計 － － －

ソフトウエア事業

（連結子会社）
－ 260,453 －

ソフトウエア事業合計 188,146 354,037 192,384

通信事業 － － －

ネットワーク関連事業 － 972,667 398,486

コンサルティング事業 － 48,919 －

シンクライアント事業 － － －

総合計 188,146 1,375,623 590,870

(2）受注状況

　当社グループは受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。
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(3）販売状況

前第３四半期連結会計期間

 （自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間

 （自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前連結会計年度

 （自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

グループウエア部門 2,181,721 54.2 2,363,384 32.8 2,845,591 47.8

WebDB部門 247,147 6.1 305,429 4.3 338,021 5.7

その他 118,538 3.0 504,330 7.0 146,353 2.5

ソフトウエア事業合計 2,547,407 63.3 3,173,144 44.1 3,329,965 55.9

通信事業 1,221,137 30.3 2,377,485 33.0 1,985,624 33.3

ネットワーク関連事業 255,824 6.4 1,478,604 20.5 638,672 10.7

コンサルティング事業 － － 150,044 2.1 － －

シンクライアント事業 － － 22,972 0.3 － －

総合計 4,024,372 100.0 7,202,251 100.0 5,954,262 100.0

　（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第３四半期連結会計期間より記載方法を変更し、前連結会計年度まで「エージェント部門」、「ナレッジ部門」、「CRM部門」、

「海外部門」及び「ビジネスポータル分野合計」と記載しておりましたが、「グループウエア部門」、「WebDB部門」及び「その

他」と記載することといたしました。また、当第３四半期連結会計期間においてブリングアップ株式会社が連結子会社となったこ

と、子会社であるサイボウズ・メディアアンドテクノロジー株式会社を通じて、シンクライアントビジネスを手がける株式会社ネ

クスタームの営業権を取得したことから、新たに「コンサルティング事業」及び「シンクライアント事業」を区分掲記しておりま

す。

前第３四半期連結会計期間

 （自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間

 （自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前連結会計年度

 （自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

エージェント部門 2,181,723 54.2 2,330,298 32.4 2,796,501 47.0

ナレッジ部門 247,147 6.1 305,429 4.2 338,021 5.7

CRM部門 99,821 2.5 79,182 1.1 121,532 2.0

海外部門 18,716 0.5 13,418 0.2 24,820 0.4

ビジネスソフト分野合計 2,547,407 63.3 2,728,328 37.9 3,280,876 55.1

ビジネスポータル分野合計 － － 33,086 0.5 49,089 0.8

ソフトウエア事業

 （連結子会社）
－ － 411,729 5.7 － －

ソフトウエア事業合計 2,547,407 63.3 3,173,144 44.1 3,329,965 55.9

通信事業 1,221,137 30.3 2,377,485 33.0 1,985,624 33.4

ネットワーク関連事業 255,824 6.4 1,478,604 20.5 638,672 10.7

コンサルティング事業 － － 150,044 2.1 － －

シンクライアント事業 － － 22,972 0.3 － －

合計 4,024,372 100.0 7,202,251 100.0 5,954,262 100.0
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(財)財務会計基準機構会員  

平成19年１月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成18年12月12日

上場会社名　サイボウズ株式会社 （コード番号：4776　東証第一部）

（ＵＲＬ　http://cybozu.co.jp/）  

代表者　　役職名　代表取締役社長　　　氏名　西端　慶久  

問合せ先　役職名　取締役副社長　　　　氏名　細谷　賢由 （ＴＥＬ：03－5805－9035）

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　：　無

②　最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

２．平成19年１月期第３四半期の業績概況（平成18年２月１日～平成18年10月31日）

(1）経営成績（単体）の進捗状況 （注）百万円未満切り捨て

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年１月期第３四半期 2,767 9.0 622 △16.4 619 △17.3 330 △16.7

18年１月期第３四半期 2,538 18.0 744 93.0 748 148.2 396 126.9

（参考）18年１月期 3,320  831  835  485  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年１月期第３四半期 652 60 628 00

18年１月期第３四半期 4,050 02 3,861 62

（参考）18年１月期 4,930 64 4,727 26

（注）①期中平均株式数 18年10月第３四半期 506,537株 17年10月第３四半期 97,957株 18年１月期 98,385株

②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

③平成18年２月１日付で株式１株につき５株の分割を行なっております。

(2）財政状態（単体）の変動状況

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年１月期第３四半期 4,797 3,392 70.7 6,675 02

18年１月期第３四半期 3,581 3,013 84.1 30,443 74

（参考）18年１月期 3,725 3,159 84.8 31,404 95

（注）期末発行済株式数 18年10月第３四半期 508,279株 17年10月第３四半期 98,976株 18年１月期 100,620株

３．平成19年１月期の業績予想（平成18年２月１日～平成19年１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 3,600 720 300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 590円23銭
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 ４．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１月期 － 482 482

19年１月期（実績） － － －

19年１月期（予想） － 59 59

（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社で判断したものであります。予想には様々な不

確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に

依拠して投資等の判断を行うことは差し控え下さい。
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１．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末
（平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,281,592 242,925 845,868

２．売掛金 511,800 591,014 524,288

３．たな卸資産 9,166 20,223 14,455

４．繰延税金資産 49,621 26,862 36,290

５．その他 70,417 71,063 67,919

貸倒引当金 △2,437 △8,139 △2,462

流動資産合計 1,920,160 53.6 943,950 19.7 1,486,359 39.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 148,694 147,959 160,039

２．無形固定資産 193,969 180,697 165,882

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 28,431 366,249 187,770

(2）関係会社株式 ※２ 1,081,100 2,869,191 1,515,621

(3）繰延税金資産 71,709 144,093 71,683

(4）敷金保証金 134,673 142,354 134,673

(5）その他 3,756 4,180 3,428

貸倒引当金 △608 △934 △295

投資その他の資産合
計

1,319,062 3,525,135 1,912,882

固定資産合計 1,661,726 46.4 3,853,792 80.3 2,238,804 60.1

資産合計 3,581,887 100.0 4,797,742 100.0 3,725,163 100.0

 

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 11,395 9,086 8,024

２．短期借入金 － 900,000 －

３．未払金 300,247 243,185 278,650

４．未払費用 34,967 35,556 57,411

５．未払法人税等 184,670 125,486 169,051

６．役員賞与引当金 6,037 4,333 8,541

７．その他 ※３ 31,343 87,321 43,490

流動負債合計 568,661 15.9 1,404,969 29.3 565,170  

負債合計 568,661 15.9 1,404,969 29.3 565,170 15.2
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前第３四半期会計期間末
（平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 468,599 13.1 － － 497,340 13.3

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 831,577 － 860,317

資本剰余金合計 831,577 23.2 － － 860,317 23.1

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金

(1）特別償却準備金 5,222 － 5,222

２．四半期（当期）未処
分利益

1,708,739 － 1,797,111

利益剰余金合計 1,713,962 47.8 － － 1,802,334 48.4

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

△912 △0.0 － － 0 0.0

資本合計 3,013,225 84.1 － － 3,159,993 84.8

負債資本合計 3,581,887 100.0 － － 3,725,163 100.0

 

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 534,328 11.1 － －

２．資本剰余金

(1) 資本準備金 － 897,300 －

資本剰余金合計 － － 897,300 18.7 － －

３．利益剰余金

(1）その他利益剰余金

特別償却準備金 － 3,149 －

繰越利益剰余金 － 2,081,252 －

利益剰余金合計 － － 2,084,402 43.5 － －

株主資本合計 － － 3,516,031 73.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

－ － △123,258 △2.6 － －

評価・換算差額等合計 － － △123,258 △2.6 － －

純資産合計 － － 3,392,772 70.7 － －

負債純資産合計 － － 4,797,742 100.0 － －
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(2）四半期損益計算書

前第３四半期会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 2,538,360 100.0 2,767,808 100.0 3,320,917 100.0

Ⅱ　売上原価 ※５ 170,842 6.7 130,439 4.7 215,149 6.5

売上総利益 2,367,518 93.3 2,637,369 95.3 3,105,767 93.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５ 1,622,950 63.9 2,015,003 72.8 2,274,362 68.5

営業利益 744,568 29.4 622,366 22.5 831,404 25.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 5,040 0.1 8,561 0.3 5,223 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 661 0.0 11,742 0.4 961 0.0

経常利益 748,947 29.5 619,184 22.4 835,667 25.2

Ⅵ　特別利益

貸倒引当金戻入益 6,476 6,476 0.2 － － － 6,476 6,476 0.2

Ⅶ　特別損失

固定資産除売却損 ※３ 41,054 41,054 1.6 6,533 6,533 0.2 41,290 41,290 1.3

税引前四半期（当
期）純利益

714,369 28.1 612,651 22.1 800,853 24.1

法人税、住民税及び
事業税

※４ 291,940 260,504 277,321

法人税等調整額 ※４ 25,700 317,640 12.5 21,580 282,084 10.2 38,430 315,752 9.5

四半期（当期）純利
益

396,728 15.6 330,566 11.9 485,100 14.6

前期繰越利益 1,312,010 － 1,312,010

四半期（当期）未処
分利益

1,708,739 － 1,797,111
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(3）四半期株主資本等変動計算書（自　平成18年２月１日　至　平成18年10月31日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金

利益剰余金 

株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

平成18年１月31日　残高（千円） 497,340 860,317 5,222 1,797,111 3,159,993 0 3,159,993

当四半期会計期間中の変動額

新株の発行 36,987 36,982   73,970  73,970

特別償却準備金の取崩   △2,073 2,073 －  －

剰余金の配当    △48,499 △48,499  △48,499

当四半期純利益    330,566 330,566  330,566

株主資本以外の項目の当四半期会計

期間中の変動額（純額）
     △123,258 △123,258

当四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
36,987 36,982 △2,073 284,140 356,037 △123,258 232,779

平成18年10月31日　残高（千円） 534,328 897,300 3,149 2,081,252 3,516,031 △123,258 3,392,772
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採用し

ております。

(1）子会社及び関連会社株式

同左 

(1）子会社及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　第３四半期決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用してお

ります。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　第３四半期決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用して

おります。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価評価法（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）を採用しており

ます。

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。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）貯蔵品

　先入先出法による原価法を採用し

ております。

(1）貯蔵品

同左

(1）貯蔵品

同左

 ───── (2）商品

　先入先出法による原価法を採用し

ております。

───── 

３．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、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物　　　　　　　８～15年

工具器具及び備品　５～６年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　①市場販売目的ソフトウエア

　見込販売可能期間（12ヶ月）に

おける見込販売収益に基づく償却

額と見込販売可能期間に基づく定

額償却額のいずれか大きい額によ

り償却しております。

(2）無形固定資産

同左

　①市場販売目的ソフトウエア

同左

(2）無形固定資産

同左 

　①市場販売目的ソフトウエア

同左 

　②自社利用ソフトウエア

　社内における利用可能期間（５

年）に基づく均等償却によってお

ります。

　②自社利用ソフトウエア

同左

　②自社利用ソフトウエア

同左 

４．繰延資産の処理方法 ───── ───── (1）株式発行費

　支出時に全額費用として処理して

おります。 

───── (2）株式交付費

　支出時に全額費用として処理して

おります。

─────

５．外貨建資産又は負債の本

邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は第３四半期

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、期末日の

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。

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）役員賞与引当金

　役員に対する賞与の支払に備え

るため、支給見込額に基づき計上

しております。

(2）役員賞与引当金

同左

(2）役員賞与引当金

同左
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

７．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期会計期間末
（平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年１月31日）

───── （固定遺産の減損に係る会計基準）

　当第３四半期会計期間から「固定資産の減損

に係る会計基準」（企業会計審議会　平成14年

８月９日　固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書）及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。なお、これによる

当第３四半期財務諸表への影響はありません。

───── 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等）

　当第３四半期会計期間より、「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

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基

準第５号）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

基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準

適用指針第８号）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

3,392,772千円であります。

─────

───── （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)

　当第３四半期会計期間より、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準

委員会　平成18年８月11日　実務対応報告第19

号）を適用しております。

　なお、これによる当第３四半期財務諸表への

損益に与える影響はありません。

─────
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追加情報

前第３四半期会計期間

 （自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間

 （自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前事業年度

 （自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布さ

れ、平成16年４月１日以後に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、

当第３四半期会計期間から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（平成16年２月13日　

企業会計基準委員会　実務対応報告第12号）に

従い法人事業税の付加価値割及び資本割につい

ては、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。

　この結果、販売費及び一般管理費が7,995千

円増加し、営業利益、経常利益及び税金調整前

前四半期純利益が、同額減少しております。

───── 　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布さ

れ、平成16年４月１日以後に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、

当事業年度から「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基

準委員会　実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が6,995千

円増加し、営業利益、経常利益及び税金調整前

当期純利益が同額減少しております。

───── 　複数年分のライセンスを一括して販売する複

数年パックは、従来販売時に全ての契約期間に

対する契約金額全額を売上高に計上しておりま

したが、当第３四半期会計期間において金額的

重要性が増してきたことから、当第３四半期会

計期間より翌期以降の契約期間に相当する入金

分について前受金に計上することといたしまし

た。

　この結果、従来の方法によった場合と比較し

て売上高総利益、営業利益、経常利益及び税引

前四半期純利益額が、122,512千円減少してお

ります。

─────
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年１月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

100,458千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

150,504千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

111,894千円であります。

※２　関係会社株式のうち20,000千円は、設立

中の関係会社cybozu.net株式会社に係る株

式払込金であります。

※２　　　　　 ───── ※２　　　　　 ─────

※３　消費税等の取扱い

　仮受消費税と仮払消費税等は、相殺の上、

金銭的重要性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。

※３　消費税等の取扱い

同左

※３　消費税等の取扱い

同左

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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

受取利息 269千円

為替差益 2,237千円

受取利息    89千円

為替差益      276千円

受取手数料 6,500千円

受取利息 269千円

為替差益     1,674千円

受取手数料      664千円

※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

新株発行費 364千円 支払利息 2,825千円

株式交付費 8,916千円

新株発行費       508千円

※３　固定資産除売却損の主な内訳 ※３　固定資産除売却損の主な内訳 ※３　固定資産除売却損の主な内訳

除却損 除却損 除却損

ソフトウエア 39,216千円 ソフトウエア     6,533千円 ソフトウエア   39,216千円

器具及び備品 235千円 

売却損 売却損 売却損

ソフトウエア 1,837千円 ───── ソフトウエア     1,837千円

※４　当第３四半期会計期間にかかる法人税、

住民税及び事業税並びに法人税等調整額は、

当会計年度において予定している利益処分

による特別償却準備金の取崩しを前提とし

て、当第３四半期会計期間に係る金額を計

算しております。

※４　　　　　　　同左 ※４　　　　　 ─────

※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 26,040千円

無形固定資産 71,597千円

有形固定資産   38,609千円

無形固定資産   105,645千円

有形固定資産   39,844千円

無形固定資産   113,367千円

（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

該当事項はありません。 同左 同左

（有価証券関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。
　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるも

のはありません。

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるも

のはありません。
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（デリバティブ取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

────── 該当事項はありません。 同左

（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間

 （自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間

 （自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前事業年度

 （自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

１株当たり純資産額 30,443円74銭

１株当たり四半期純利益 4,050円02銭

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益
3,861円62銭

１株当たり純資産額 6,675円02銭

１株当たり四半期純利益     652円60銭

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益
    628円00銭

１株当たり純資産額   31,404円95銭

１株当たり当期純利益     4,930円64銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
    4,727円26銭

　当社は、平成16年12月17日付で株式１株につ

き３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

定した場合の前第３四半期会計期間における１

株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。

　当社は、平成18年２月１日付で株式１株につ

き５株の株式分割を行なっております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前第３四半期会計期間における１

株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなり

ます。

－

１株当たり純資産額 25,501円77銭

１株当たり当期純利益 1,807円52銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
1,729円23銭

１株当たり純資産額 6,088円75銭

１株当たり当期純利益   810円00銭

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
772円32銭

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

ります。

前第３四半期会計期間

 （自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期会計期間

 （自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前事業年度

 （自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額

四半期（当期）純利益（千円） 396,728 330,566 485,100

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益

（千円）
396,728 330,566 485,100

期中平均株式数（株） 97,957 506,537 98,385

 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 4,779 19,845 4,232

（うち新株予約権） (4,779) (19,845) (4,232)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間

 （自　平成17年２月１日

至　平成17年10月31日）

当第３四半期連結会計期間

 （自　平成18年２月１日

至　平成18年10月31日）

前連結会計年度

 （自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

平成17年12月13日開催の取締役会において、

次のとおり株式分割を決議いたしました。

───── １．平成17年12月13日開催の取締役会におい

て、次のとおり株式分割を決議し、平成18

年２月１日に実施いたしました。

１．平成18年２月１日付をもって普通株式１

株を５株に分割する。

（1）平成18年２月１日付をもって普通株式１

株を５株に分割する。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　平成18年１月31日最終の発行

済株式総数に４を乗じた株式

数とする。

①　分割により増加する株式数

　普通株式　平成18年１月31日最終の

発行済株式総数に４を乗

じた株式数とする。

(2）分割方法

平成18年１月31日現在の株主名簿及び実質

株主名簿に記載された株主の所有株式数を１

株につき、５株の割合を持って分割する。

②　分割方法

 　平成18年１月31日現在の株主名簿及び

実質株主名簿に記載された株主の所有株

式数を１株につき、５株の割合を持って

分割する。

２．配当起算日　平成18年２月１日 （2）配当起算日　平成18年２月１日

なお、前期首及び当期首に当該株式分割が

行われたと仮定した場合における１株当たり

情報は以下のとおりとなります。

①　１株当たり純資産額

前第３四半期 5,100円35銭

当第３四半期 6,088円75銭

前期 5,284円41銭

②　１株当たり四半期（当期）純利益

前第３四半期 361円50銭

当第３四半期 810円00銭

前期 545円56銭

③　潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益

前第３四半期 345円85銭

当第３四半期 772円32銭

前期 519円65銭

　当該株式分割が前期首に行なわれたと仮

定した場合の前事業年度における１株当た

りの情報及び当期首に行なわれたと仮定し

た場合の当事業年度における１株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

5,284円41銭 6,280円99銭 

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 

545円56銭 986円13銭 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

519円65銭 945円45銭 

───── ───── ２．ブログエンジン株式会社の連結子会社化

について

平成18年２月14日開催の取締役会において、

企業向けブログやRSSポータル分野での事業

展開を加速すべくウェブログ技術開発を主業

とするブログエンジン株式会社（資本金

25,000千円）の株式取得を決議し、平成18年

３月10日に第三者割当を引受け、連結子会社

化いたしました。

なお、ブログエンジン株式会社は、平成18

年４月３日にフィードパス株式会社に社名変

更しております。

（株式取得）

取得株式数

　　　　 議決権付普通株式  　500株

（発行済株式総数1,000株）

取得価額　　　　　　　50,000千円

取得後の所有割合　　　　　50.0％
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