
平成１８年１２月２０日 
 
各      位 

 
会 社 名  ソースネクスト株式会社 
代表者名 代表取締役社長 松田 憲幸 
（コード番号 4344    東証マザーズ） 
問合せ先      取締役 青山 文彦 

（TEL．03－5786－7203） 
 

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２０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３月期 中間決算短信(非連結)  
平成18年12月20日 

上 場 会 社 名 ソースネクスト株式会社  上場取引所 東証マザーズ 
コ ー ド 番 号 4344  本社所在都道府県 東京都 

 (URL http://www.sourcenext.co.jp)    
代 表 者 代表取締役社長 松田 憲幸 
問合 せ先責 任者 取締役アドミニストレーショングループマネージャー 青山 文彦 

   TEL (03)5786 －7203   
決算取締役会開催日 平成18年11月８日  配 当 支 払 開 始 日 － 
単元株制度採用の有無 無    
 
1. 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 4,907 

 
－ 263 － 210 － 

 17年９月中間期 － － － － － － 
18年３月期 10,359  458  347  
 

 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 206 － 3,653 88 － － 
 17年９月中間期 － － － － － － 
18年３月期 351  6,229 88 － － 
 
 (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 56,448株 17年９月中間期     －株 18年３月期 56,448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
ますが、中間財務諸表は平成18年９月中間期より作成しておりますので、平成18年９月中間期の対前年中間
期増減率は表示しておりません。 

    ⑤ 平成17年度９月中間期については、中間財務諸表を作成しておりませんので記載を行っておりません。 
 
 (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 7,185 854 11.9 15,137 58 
 17年９月中間期 － － － － － 
18年３月期 6,105 662 10.9 11,741 36 
 
 (注) ① 期末発行済株式数    18年９月中間期56,448株 17年９月中間期  －株 18年３月期 56,448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 

 
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 
銭   18年９月中間期 △292 △488 1,218 864 

 17年９月中間期 － － － － 
18年３月期 322 △591 420 427 
 
2. 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 11,385 530 526     
 
 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）8,560円08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) － － 

－ 

※なお、上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は
今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合があります。 
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１ 企業集団の状況 

当社は、親会社、子会社及び関連会社を有しておりませんので、事業の内容について記載いたします。 

当社の事業は、主として個人向けパソコンソフトウェアの開発・販売及びその他のサービス事業から構成されて

おります。 

開発方法については、自社内開発、外注による開発、他社著作のライセンスを受けての製品化の3形態を製品内容

に合わせて選択しております。販売チャネルとしては、店頭とＥＣ（インターネットショップ）の２つを軸にして

おり、組織構成もチャネルを中心として編成しております。販売戦略に関しまして、当社は平成15年2月より、「コ

モディティ化戦略」を推進しております。コモディティ化戦略とは、当社の既存顧客の再購入率を増進し、同時に

従来のパソコンソフトの購買層ではなかった消費者にも製品を訴求することで、パソコンソフト市場そのものを広

げていく、一連のマーケティング施策であると定義しております。 

また、店頭・ＥＣにおいて当社の製品を購入した顧客に対し、当社ではオンラインでのユーザー登録およびメー

ルニュース購読を促すことで、顧客の会員化を図っております。平成18年9月30日時点で当社のメールニュース購読

者数は139万人となりました。これらの会員に対して、自社製品および他社ハードウェア商材の販売、有料会員制度

（ソースネクスト・ゴールドメンバーシップ）などの施策を行い、ＥＣでの販売の安定化につなげております。 

平成18年9月30日現在の製品数は、499タイトル（アップグレード版等を含む）となりました。具体的には次のよ

うな製品分野、製品シリーズおよび製品から構成されております。 

製品分野 主な製品シリーズおよび製品名 

セキュリティ ◆「ウイルスセキュリティ」 

ホームページ関連 ◆「IBM ホームページ・ビルダー」 

携帯電話関連 ◆「携快電話」シリーズ 

ＰＤＦ作成 ◆「いきなりPDF」シリーズ： 

 「いきなりPDF」「いきなりPDF to Data」「いきなりPDF EDIT!」 等 

教育 ◆「ディズニー教育ソフト」シリーズ 

 「プーさんのはじめてのABC」「ミッキーのみんなの幼稚園」 等 

◆英語学習ソフト 

 「いきなりハイスコア」シリーズ、「いきなり英会話」シリーズ 等 

ゲーム ◆ コーエー製品「信長の野望 嵐世紀」「三國志VII」 等 

◆ カプコン製品「鬼武者3PC」「逆転裁判」 等 

◆ コナミ製品「ときめきメモリアルONLINE」 

◆ その他 「A列車で行こうIV」「モノポリー2」等 

実用 「ゼンリンデータコムデジタル全国地図」「本格翻訳」「本格読取」等 

ビジネス・ホーム 「スタースイート」「超五感プレゼン」「Paintgraphic」「宛名職人」等 

ユーティリティ(主に

パソコンの機能や操

作性・快適性を向上

させるソフト) 

◆システムメンテナンス 

 「Acronis True Image Personal」「Acronis Partition Expert Personal」等 

◆その他 

 「Turbolinux Personal」「Dragon Naturally Speaking」「スグレモ」等 
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特打 ◆特打シリーズ 

「特打」「特打ヒーローズ 名探偵コナン」等 

◆特打式シリーズ 

 「特打式パソコン入門/Excel編」「Excel実践編」「Word編」 

「メール・インターネット編」等 

驚速 ◆「驚速」シリーズ： 

 「驚速パソコン」「驚速メモリ」「驚速ハードディスク」等 

マルチメディア ◆「サイバーリンク」シリーズ 

 「PowerDVD Personal」「PowerDirector Personal」等 

 

 

事業の系統図は、次のとおりであります。 
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２ 経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、ソースネクストという社名に「次の常識をつくる」という意味を込め、パソコン向けソフトウェアを企

画・開発・販売する会社として平成8年に設立されました。 

世界中の人々に「喜び」と「感動」を広げることにより世界一エキサイティングな企業になることを企業理念と

しております。そのために「みんなわくわく、パソコンソフト」をスローガンに掲げ、暮らしや仕事に役立つパソ

コンソフトを誰でも、どこでも手軽に買えるようにするコモディティ（日常生活用品）化を推進し、パソコンソフ

ト市場の新たな創出を目指しております。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、今後の事業拡大に備えた内部留保の充

実及び、繰越欠損金の早期解消に努める観点から、現状では配当を実施しておりません。 

今後は、財務体質を強化する一方、経営成績および財政状況を勘案しながら、配当による株主への利益還元を検

討していく方針であります。 

なお、会社法施行に伴い、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることが可能となったことから、株主への機動

的な配当を実施できるように当社定款を変更しております。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

株式市場での流動性向上、投資家層の拡大は当社にとって資本政策上の重要な課題であり、投資単位の引下げに

関しましては、株式市場活性化のための有効な施策の一つであると認識しております。 

したがいまして、当社株式の株価や出来高の推移、株主数、投資単価引下げに伴う費用及び効果等を勘案し、必

要な措置を検討していく方針であります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、パソコンソフト業界のマーケットリーダーとして、付加価値の高い製品を提供していくことによりパソ

コンソフト市場の更なる拡大を牽引していく所存です。 

したがいまして、当該方針において当社が重視する経営指標は、①売上高、②売上高経常利益率であります。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

現在当社は、市場規模が大きく今後の成長が見込まれるセキュリティ市場に注力し、「ウイルスセキュリティ」

の認知度・信頼性の向上によるシェアの拡大を目指しております。また、開発の形態（自社内開発、開発委託、

OEM）につきましては、自社著作製品（自社内開発、開発委託）の割合を増やすことにより利益率の向上を目指す方

針であります。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

当社の属するパソコンソフト業界においては、ブロードバンド環境の一般家庭への普及、個人情報保護などセキ

ュリティ意識の高まり、パソコンの低価格・高性能化、デジタル家電の普及、携帯電話の高性能化などの要因によ

り、今後より一層の事業拡大が予想されます。これに伴い、競争の激化の可能性もあります。このような環境下、

当社は新たな市場を創造するため、平成15年２月より実施しているコモディティ化戦略を一層推し進めてまいりま
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した。また、平成18年７月に年間更新料が不要な、従来にはないビジネスモデルである「ウイルスセキュリティ

ZERO」を発売し、セキュリティ市場におけるシェアを拡大しております。この「ウイルスセキュリティZERO」を中

軸製品として、全方位的に製品や対象ユーザーを拡大すべく以下の課題に対処してまいります。 

 

① 販売チャネルの拡大と店舗内展開の拡大 

当社は平成15年以来販売チャネルの拡大を推し進めており、これまでの家電量販店から、書店、コンビニエンス

ストア、大型スーパー、ホームセンター、文具店、カメラ専門店、大学生協などに新規に製品を展開して参りまし

た。今後は展開済の各店舗内での展開規模の拡大を行なうことにより、より一層のお客様との接触機会の増加を図

ります。このために、狭い場所でも設置可能な什器の開発・導入などを行なっております。 

 

② 新製品の企画・開発 

平成18年９月末時点で当社の製品タイトル数は499タイトルと拡大しておりますが、幅広い顧客のニーズに対応す

るためにはより一層の充実が必要と考えております。具体的には、パソコンの機能を拡張するいわゆるユーティリ

ティソフトやセキュリティ対策ソフトだけでなく、「音楽を楽しむ」、「写真をデジタル編集する」、「英語を習

得する」などパソコンを個々人の多様な目的を達成するための道具として活用するソフトの充実に注力してまいり

ます。具体的にはiPod活用ソフト、ネットワークゲーム、おサイフケータイ対応携帯電話活用ソフトなど、最新の

トレンドを取り込んだ製品ラインアップを拡充してまいります。そのため、今後も幅広い企業と新製品の企画・開

発分野で業務提携を行なってまいります。 

 

③ ユーザー層の拡大 

ユーザー層の更なる拡大のために、法人需要の掘り起こしとターゲットユーザーの拡大を進めていく方針であり

ます。法人市場においては、コンシューマ市場での知名度、1,980円を中心とする価格帯の豊富な製品ラインアップ

を活かし、「パソコンソフトは文具」をスローガンとして、企業の日常業務の効率化を手軽に図ることができるツ

ールとしてのソフトウェアを提供することを推進してまいります。ターゲットユーザーの拡大のために、これまで

あまり訴求出来ていなかった女性・若年層に対してゲームや音楽、英語学習ソフトなどのラインアップを拡大する

ことによって積極的に需要を掘り起こす方針であります。 

 

④ 収益力の向上 

売上の拡大と同時に効果的なコスト管理を実施することが必要であると認識いたしております。当社は、引き続

き全社的な予算実績管理を徹底し、原価削減及び効果的な販管費の支出を行ない、一層の収益力の向上を図ってい

く所存であります。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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３ 経営成績及び財政状態 

 

(1) 経営成績 

① 当中間会計期間の業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の好調さに伴う設備投資の増加と雇用改善による個人消費の堅

調さに支えられ、景気は穏やかな回復基調にありました。 

そうした状況の中、当社の属するパーソナルコンピュータソフトウェア業界におきましては、まずその土台とな

るパソコン本体の出荷台数が、平成18年度上半期（4月～9月）では、前年同期比4％減の597万5,000台と、3年ぶり

の前年割れになりました（JEITA調べ）。これに関しては平成19年1月に予定されているマイクロソフトの次期OS

「Windows Vista」の発売による買い控えや、サッカーワールドカップ開催等による薄型テレビやハードディスクレ

コーダ等への需要の一時的なシフト等が原因と見られております。こうした厳しい市場環境の中、当中間期におい

て当社は、以前から一貫して掲げている「みんなわくわくパソコンソフト」をスローガンに、市場自体の拡大を図

るため、以下の2点の重点施策を推進して参りました。 

 

＜施策1：コモディティ化戦略の更なる推進＞ 

「コモディティ化戦略」は、高価格が購入障壁となっていたパソコンソフトを、1,980円を中心価格帯とし、さら

に販売チャネルを拡大することで、「日用品」としてのパソコンソフトの購買を促し、ユーザー層を拡大する事業

戦略であり、当社は平成15年2月から一貫して同戦略を推進しております。 

当中間期においては既存製品の計画的なバージョンアップに加え、ゲームやアニメーションなどの著名なコンテ

ンツを保有する企業とのアライアンスや、「驚速」「特打」といった当社の保有するブランドの製品ラインアップ

の拡充により、平成18年９月末時点で製品タイトル数は499タイトルになりました。 

「コモディティ化戦略」の重点課題である販売チャネルの拡大については、昨年度までは新規チャネルや店舗数

の拡大を最優先しておりましたが、当中間期は単に販売店舗数の拡大だけでなく、店舗内での展開面積の拡大を推

進することを主眼においた結果、家電量販店以外における当社専用什器による「ソースネクストコーナー」を展開

する店舗数は平成18年3月末の約4,200店舗から、9月末には約4,500店舗に増加しております。 

 

＜施策2：ウイルスセキュリティZEROの発売と販売促進＞ 

近年のファイル交換ソフトによる情報漏洩事件などを背景とし、ウイルス対策・個人情報保護など情報セキュリ

ティに対する個人ユーザーの需要が高まっており、引き続きセキュリティ対策ソフト市場は高い伸び率を示してお

ります。 

そのような好調な市場環境の中、当社は平成18年7月に、従来は1年ごとに数千円の更新料を請求されるのが常識

であったところに、更新料のかからない新しいビジネスモデルのセキュリティソフト「ウイルスセキュリティ

ZERO」を新発売いたしました。ウイルスセキュリティZEROは、従来当社が主力で販売していた「ウイルスセキュリ

ティ2006」（初期費用、更新料ともに1,980円/年）に比べ、ユーザーが支払う初期コストが3,970円と約2倍になっ

ていますが、2年以上使用すれば実質値下げにあたるうえ、面倒な更新手続きも不要なため、発売以降人気を博して

おります。 

本ソフトの発売前にあたる平成18年4月から6月までの本数シェアが15.0％、金額シェアが6.2％であったところ、

7月から9月までの本数シェアは26.2％、金額シェアは20.1％と、好調なスタートを切ることができました。 

こうした取り組みにより、当中間期における当社のマーケットシェアは本数ベースで業界第1位（平成15年から連

続）、金額ベースでも業界第4位のポジションを確保しております（ジーエフケーマーケティングサービスジャパン
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のデータより当社が集計）。 

以上の結果、当中間会計期間の売上高は、49億7百万円、営業利益は2億63百万円、経常利益は2億10百万円、当中

間純利益は2億6百万円を計上することが出来ました。 

なお、販売チャネル別売上高は、以下のようになっております。 

販売チャネル 販売高(千円) 

店頭販売 2,956,946 

ＥＣ 1,950,452 

合計 4,907,399 

 

(2) 財政状態 

① 資産、負債及び資本の状況 

当中間会計期間の総資産額は、前事業年度より、1,080,368千円増加して、7,185,509千円になりました。流動

資産は780,866千円増加して、5,271,671千円、固定資産は288,881千円増加して、1,888,753千円となりました。

流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金の増加397,229千円、売掛金の増加330,412千円によるものです。こ

の増加は、機動的な資金運用を目的とした流動性預金の確保及び、売掛債権の譲渡による資金調達を解消したこ

とによります。また、固定資産の増加の主な要因は、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の増加315,946千円に

よるものです。この増加は販売用ソフトウェア開発のための支出増加が原因であります。 

当中間会計期間末の負債の合計は、888,659千円増加して、6,331,022千円となりました。流動負債は695,757千

円増加して、4,984,535千円、固定負債は192,901千円増加し、1,346,487千円となりました。流動負債の増加の主

な要因は、短期借入金の978,000千円増加、未払金の減少286,475千円によるものです。固定負債の増加の主な要

因は、社債の増加280,000千円によるものです。 

 当中間会計期間の純資産は、191,709千円増加して、854,486千円となりました。純資産の主な増加は、中間純

利益206,254千円を計上したことによるものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、売掛債権譲渡による資金の早期回収から、銀行借入による資金

調達に移行したことによる売掛金の増加等により、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなりました。

また、積極的な製品ラインアップ拡充にともなうソフトウェアの取得による支出（携快電話、ウイルスセキュリテ

ィ等の開発）により、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましてもマイナスとなりました。しかしながら、

大幅なプラスの財務活動によるキャッシュ・フローにより、最終的に前事業年度末に比べ4億37百万円増加し、当中

間会計期間末には8億64百万円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億92百万円の支出となりました。その主な内訳は、税引前中間純利益2

億8百万円、ソフトウェアの償却2億46百万円による収入、売上債権の増加3億30百万円、未払金の減少4億20百万円

等による支出であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、ソフトウェアの取得による支出5億29百万円が主な要因となり、4億88百

万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の借入等による収入が9億78百万円、社債の発行による収入が
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5億円あったことなどから、12億18百万円の収入となりました。 

キャッシュ・フローの指標 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成18年９月期      

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） －    6.1 － 10.9 11.9 

債務償還年数（年） －    2.3 － 9.5 － 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 

 

－ 

            

23.2 

 

－ 

 

6.0 

 

－ 

     自己資本比率：自己資本／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※１ 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

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。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

２ 平成18年９月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスであったため、債務償還年数及びインタレスト・

カバレッジ・レシオは算定しておりません。 

 

(3) 通期の見通し 

当社の属するパソコンソフト業界においては、年末のボーナス商戦の影響により下半期（10月～3月）の市場が活気付

く傾向にあります。当社においても、大型商材の投入が下半期に予定されているため、上半期（4月～9月）と比較して

下半期の売上が増加する傾向となっております。 

 

 

 

なお、上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績は今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる場合があります。 

 

 (4) 事業等のリスク 

以下において、当社の事業展開等に関し、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項並びにその他の重要

と考えられる事項を記載しております。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、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、本文における将来に関する事項は、本書提出日

現在において当社が判断したものであります。 

 

１．経営成績について 

(1) 設立以来の売上高の推移について 

当社は設立以来、平成８年12月のハードディスク加速ユーティリティソフト「驚速95」、平成９年６月のタイピング

練習ソフト「特打」、平成10年12月の携帯電話メモリ編集ソフト「携快電話」、平成14年10月のホームページ作成ソフ

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

通期 

百万円 

11,385 

百万円 

530 

百万円 

526 
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ト「ホームページ・ビルダー」、平成15年11月のウイルス対策ソフト「ウイルスセキュリティ2004」、平成16年3月の

PDF作成ソフト「いきなりPDF」等の発売等により売上高を伸ばしてきました。当社では、今後も既存シリーズのバージ

ョンアップ版を含めた新製品の発売を計画しておりますが、新製品の販売開始時期により四半期別の経営成績が大きく

変動する可能性があります。また、技術開発又はライセンス取得の不調等による発売の遅延又は中止や当社製品に対す

る需要動向等の変化によっては、現時点において当社が想定する売上の見通しに相違が生じる可能性があります。 

 

(2) 有利子負債依存度が高いことについて 

当社は、平成14年３月期に開始したハードウェアの取扱等による利益率の低下や、平成15年２月から開始したコモデ

ィティ化戦略に伴うスリムパッケージの採用と既存製品の入れ替えによる廃棄等による損失の発生により、平成14年３

月期、平成15年３月期及び平成16年３月期と３事業年度連続して当期純損失を計上しております。その結果、平成18年

９月期における繰越利益剰余金は△745,771千円となっております。このような状況のもと、当期におきましても借入金、

社債発行によって資金調達を行なった結果、有利子負債が比較的高い割合となりました（平成18年９月期において自己

資本比率は11.9％、有利子負債依存度は59.4％）。今後、営業活動によるキャッシュ・フローの拡大による余剰資金の

確保及び資本市場からの資金調達等により財務体質の強化に努めてまいりますが、計画どおりに事業が進まない場合や、

金融情勢が大きく変動し金利水準が上昇に転じた場合や利息の支払負担及び資金調達の状況等によっては、当社の経営

成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(3) 多額の税務上の繰越欠損金について 

平成14年３月期より、連続して３事業年度で当期純損失を計上したことにより平成18年３月期末時点において、法人

税法上の繰越欠損金1,514,087千円が存在しております。この繰越欠損金により課税所得の控除が行われておりますが、

今後繰越欠損金による課税所得の控除が受けられなくなった場合には、通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税

が計上されることとなり、当期純利益又は当期純損失、さらにはキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。 

 

(4) 当社が推進する「コモディティ化戦略」について 

当社が平成15年２月から推進している「コモディティ化戦略」の特徴のひとつである、ソフトウェア製品の低価格化

のデメリットとして、１製品当たりの利益金額の絶対額が少なくなることがあります。そのため、コモディティ化戦略

以前と同額の利益額を確保するためには販売本数を伸ばす必要があります。各種販売施策により、従前の利益を確保で

きる以上の販売本数を実現しておりますが、今後、計画どおりの販売本数が実現出来なかった場合には、利益にマイナ

スの影響を及ぼす可能性があります。 

 

(5) 最近５事業年度の業績の変動要因について 

当社の最近５事業年度の業績は、売上高、経常損益並びに当期純損益に大きな変動が生じております。 

売上高は一貫して増加いたしておりますが、とりわけ平成15年３月期の売上高は大幅に伸びております。これは、イ

ンターネットによるパッケージソフトの通信販売事業の開始と「コモディティ化戦略」の導入が要因となっております。 

損益については、平成14年３月期から３事業年度に渡って当期純損失を計上した後、平成17年３月期、平成18年３月

期には、２事業年度連続で経常利益、当期純利益を計上しております。 

各事業年度の損益の主な変動要因は、以下のとおりであります。 

平成14年３月期 ハードウェアの取り扱いを本格的に開始したことによる利益率の低下や、前期以来多種に渡る製品シ

リーズを展開したことによって管理費の増加により、経常損失となりました。 
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平成15年３月期 経常利益を確保することはできましたが、長期滞留資産・不良在庫となっていた製品の償却及び評価

減を保守的に行い、特別損失を計上いたしました。 

平成16年３月期 平成15年２月に開始したコモディティ化戦略によって、1,980円を中心とした価格帯に変更いたしま

した。しかし改定の対象となった製品の旧価格帯分について販売会社及び店頭から回収したことによ

り、多額の返品関連費用及び製品廃棄損が発生いたしました。さらに、事業規模拡大を目的として、

平成15年９月に本社を東京都中央区から東京都港区に移転したことによる移転費用を特別損失として

計上いたしました。 

平成17年３月期 マーケティングの要素として「パッケージ戦略」を掲げ、当社オリジナルの「説明扉付きスリムパッ

ケージ」を投入し、店舗での売り場面積の拡大と顧客への訴求を行いました。さらに、前事業年度に

販売を開始した「ウイルスセキュリティ」や「いきなりPDF」がヒットとなり、収益の柱に成長した

ことで、売上高の伸びと経常利益、当期純利益を計上することができました。 

平成18年３月期 「説明扉付きスリムパッケージ」をほぼ全製品に採用し、店頭においてもパッケージの入れ替えがお

おむね完了したことにより、店舗における顧客への訴求力が向上いたしました。また、ウイルスセキ

ュリティのユーザー数が増加し、年間更新による継続料収入が拡大したことや、平成17年3月期より

本格的に開始したゲームソフトのタイトル数拡大などにより売上高は伸び、経常利益、当期純利益を

計上することができました。 

平成18年９月期 平成18年７月に、更新料のかからない新しいビジネスモデルのセキュリティソフト「ウイルスセキュ

リティZERO」を新発売いたしました。本ソフトの発売により、当社のウイルス対策ソフトの店頭販売

シェアは、発売前にあたる４月～６月の本数シェアが15.0％、金額シェアが6.2％であったところ、

発売後の７月～９月の本数シェアが26.2％、金額シェアが20.1％と増加したこと等により、売上高は

伸び、経常利益、当期純利益を計上することができました。 

 

２．特定の取引先等への依存について 

(1)特定業務委託先への依存について 

当社は、開発業務、生産及び物流業務、顧客サポート業務等について、特定の第三者に委託しております。業務委託

先のサービス内容の維持に関しては、委託業務の進捗管理、品質管理、コスト管理等の業務管理を徹底することで対応

しておりますが、管理方法が間接的であるため十分に行えない可能性があります。既存の業務委託先との契約関係は今

後も維持できると考えておりますが、現状の契約関係を維持できなくなった場合、委託業務に係る費用が上昇した場合

には、当社の事業運営や業績に影響を与える可能性があります。 

 

① 開発業務の他社への依存について 

当社パッケージソフト製品のプログラム開発は、他社の開発力に依存している部分があります。当社では、開発期

間が短く、かつ、高い品質を確保できる開発委託先を選定しておりますが、これらの要求を満たすことのできる開発

委託先は、ある程度限定されております。また、各開発委託先により技術的な得意領域が異なっており、これをうま

く組合せることにより製品化することも重要です。当社では、今後も開発委託先との関係強化や当社の要求を満たす

ことのできる新たな開発委託先の確保に努める所存ですが、今後も現状のような開発委託先の確保や組合せができな

かった場合には、当社の製品開発体制や業績に影響を与える可能性があります。 
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② 生産及び物流業務の他社への依存について 

平成18年９月期における当社パッケージソフト製品のＣＤ－ＲＯＭ等の生産及び物流業務については、株式会社新

進商会、三研メディアプロダクト株式会社、株式会社つくる、東京電化株式会社の４社に委託しております。万一の

場合、当該業務の委託先の切替えは可能と考えておりますが、切替えには一定の期間とコストを要します。このため、

当社では、新たな委託先の確保と育成を行うべく努力しております。このような努力にもかかわらず、現在の委託先

が受託しきれないほどの急激な委託業務の追加が発生し代替先の確保が図れなかった場合には、当社の業務運営や業

績に影響を与える可能性があります。 

 

③ 顧客サポート業務の他社への依存について 

当社では、顧客サポートサービスとして、当社製品の使用方法や不具合に関する問合せを専用ダイヤルによる電話

及び電子メールで受け付けております。このような顧客サポート業務に関しては、顧客対応ノウハウや製品に関する

知識等が要求されます。また製品数が増加するにつれて、このような顧客サポート業務は増加する傾向にあります。 

平成18年９月期における当社ソフトウェアの顧客サポート業務の委託先は、株式会社テレマーケティング・ジャパ

ン１社であります。万一の場合、当該業務の委託先の切替えは可能と考えておりますが、切替えには一定の期間とコ

ストを要します。従って、現在の委託先が受託しきれないほどの急激な委託業務の追加が発生し代替先の確保が図れ

なかった場合には、当社の業務運営や業績に影響を与える可能性があります。 

 

(2) 特定業務委託先における機密情報漏洩の危険性ついて 

当社では機密情報を取扱う業務については、信頼のおける業務委託先を選定したうえで、秘密保持契約を締結してお

りますが、情報管理の徹底にもかかわらず、万一、業務委託先において機密情報の漏洩や不正使用等が発生した場合に

は、当社の信用の失墜によって当社の事業運営や業績に影響を与える可能性があります。 

 

３．生産及び販売について 

(1) 返品及び在庫について 

当社は、一定範囲において、流通代理店等より当社製品の返品を受け入れております。当社では、実売状況の把握や

適正出荷に努めておりますが、技術革新やバージョンアップ等により製品が陳腐化した場合には、大量の返品が発生す

る可能性があります。なお、期末日後の返品による損失に備えるため第5期（平成13年３月期）より、過去の返品実績に

基づき返品調整引当金を計上しておりますが、予定外のバージョンアップ等により当初の見積りを超える大量の返品を

受け入れた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。また、当社では、返品された製品を含む自社在庫

について、適正水準の維持に努めておりますが、製品陳腐化等により損失が発生する可能性があり、かかる事態が発生

した場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

(2) 企業イメージ及び製品イメージの重要性について 

個人向けのパソコン用パッケージソフト市場においては、企業イメージ及び製品イメージが重要であり、効果的な広

告宣伝や顧客サポートの充実が必要であると考えております。従って、製品の不具合や瑕疵が発生した場合または現時

点においては予期し得ないユーザーからの訴訟やクレーム等が提起された場合には、当社の企業イメージ及び製品イメ

ージが低下し、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

(3) マーケティングの重要性について 

個人向けのパソコン用パッケージソフト市場においては、個人消費者に対するマーケティング活動が極めて重要であ

ると考えております。当社のマーケティング手法の特徴としては、次のようなものがあります。 
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① パッケージデザイン 

当社は、パッケージデザインを店頭のマーケティング手法として重視しております。パッケージデザインは完全に

内製化されており、パッケージデザインを中心として、チラシ、広告及び販促品のデザインを決定しております。当

社では、マーケティングに効果的なパッケージデザインを制作できる優秀なデザイナーの確保が重要と考え、その確

保に努めておりますが、優秀な人材を引き続き確保できない場合には、当社のマーケティング活動に支障が生じ、当

社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

② 店頭スペース 

当社では、当社製品の店頭露出の向上を重要なマーケティング手法の一つと考えており、パソコンショップ等、小

売店の店頭における当社製品の特設コーナー設置に努めております。当社では、小売店の店頭スペースを利用したマ

ーケティングには一定の効果があるものと考えておりますが、当社が想定する効果を得られる保証はなく、また、Web

通販、ダウンロード販売及びＡＳＰがパソコンソフト供給の主たる手段となった場合には、店頭スペースの活用によ

るマーケティングの効果が薄れ、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

③ ブランド資産と顧客資産 

当社は、テレビコマーシャルや雑誌広告等の広告宣伝を効果的に活用することによりパソコンソフトメーカーとし

てのブランドの確立に努めてまいりました。こうした広告を入り口として、多品種の製品を扱うことにより様々な消

費者の囲い込みを実施しており、当社の登録顧客ユーザーは平成18年９月30日現在で330万人を超えております。 

当社では、これら無形資産であるブランド資産や顧客資産の活用により、より有利なマーケティング展開が望める

ものと考えておりますが、当社が実施するマーケティング活動が想定する効果を得られる保証はありません。なお、

最近における当社の広告宣伝費及び販売促進費は、平成18年３月期で各々346百万円、840百万円、平成18年９月期で

各々180百万円、431百万円を計上しております。当社では、これらの支出が当社業績の向上に寄与するものと考えて

おりますが、当社が想定する効果を得られる保証はなく、また、想定する効果を得られなかった場合には、当社の業

績に影響を与える可能性があります。 

 

４．知的財産権について 

(1) 第三者の権利使用について 

当社が全ての著作権を保有している製品以外に、プログラム、キャラクター等の全部又は一部について、第三者から

ライセンスを受けた製品があります。 

通常ライセンス契約や販売契約には有効期限があるため、契約期間終了後においても当社が引き続きライセンスや販

売権を付与される保証はありません。また、当該契約の更新時において、ロイヤリティーが増加すること等の理由によ

り当社自らの判断で当該契約の更新を行わない場合もあります。このような場合には、当該契約を前提としていた開発

計画や販売計画が変更又は中止となる可能性があり、当社の業績に影響を与える可能性があります。なお、当社ではラ

イセンスの取得に際し、ロイヤリティーを販売数量に応じて支払う完全従量料金化を推進しておりますが、最低保証料

の名目で一定金額のロイヤリティーを販売に先立って支払う場合があります。このような場合には、ロイヤリティーの

支払い時に当該金額を前渡金として資産計上し、見込販売数量に基づき償却しております。従って、当社の見込販売数

量と実際の販売数量との間に差異が生じた場合には、追加償却による損失が発生し、当社の業績に影響を与える可能性

があります。 
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(2) 知的財産権の確保について 

当社では知的財産権の確保に努めております。研究開発成果である特許権については、「携快電話」のＵＳＢコード

にて携帯電話が充電できる機能（USB cable and method for charging battery of external apparatus by using USB 

cable）、タイピングの初心者が楽しみながらキーボードを見ずに指のポジショニングを学べるという教育メソッド

（「特打メソッド」）などが日本国内及び米国において特許権を取得済であります。 

これ以外の技術や当社ビジネスモデルについても、特許権、実用新案権、商標権、著作権等での保護が必要であり、

それらの対象となる可能性があるものについては取得を目指しておりますが、必ずしもかかる権利を取得できる保証は

ありません。当社の技術、ノウハウ等が特許権等として保護されず他社に先んじられた場合には、当社製品の開発や販

売に支障が生じ、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

(3) 他者の知的財産権の侵害について 

当社では製品名称については商標調査、製品の機能やデザイン等については特許・意匠調査を、顧問弁護士・弁理士

など専門家の助言を得ながら実施し、他者の権利侵害とならないようチェックする体制を敷いております。現在におい

て当社製品による第三者の知的財産権の侵害は存在していないと認識しておりますが、今後も知的財産権の侵害を理由

とする訴訟やクレームが提起されないという保証はなく、かかる事態が発生した場合には、当社への損害賠償請求や当

社に対する信用の低下並びに製品の販売中止等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

５．関連法規制について 

当社は販売方法の一つとして、インターネットを通じた消費者に対する直接販売を行っております。それに伴い「消

費者契約法」（平成13年４月１日施行）、「特定商取引に関する法律」（平成13年６月１日施行）及び「電子消費者契

約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」（平成13年12月25日施行）の適用があります。 

現在、日本国内のインターネット及び電子商取引を取り巻く法的環境は、インターネットの歴史が浅く、インターネ

ットのみを対象とした法令等の規制は限定的であるため、主として他の一般の規制を準用するものとなっております。

今後はインターネットに関わる法規制等が整備されていくものと予想されます。将来的にインターネット利用者、関連

業者を対象とした法規制等が制定された場合、当社事業の一部業務において制約を受ける可能性があります。 

 

６．個人情報保護について 

 当社は、サービスの提供にあたり会員情報やクレジットカード情報等の個人情報を取得し、利用しているため、「個

人情報の保護に関する法律」（平成15年５月30日施行）が定める個人情報保護責任者としての義務が課されております。

個人情報については、代表取締役専務を委員長とする個人情報管理委員会のもと、個人情報管理規定及びガイドライン

を制定し、個人情報の取り扱いに関する業務フローを定めて厳格に管理しております。また、全社員を対象として社内

教育を充実させ、個人情報保護に対する社内の認識を高めるよう努めております。当社のネットワークシステムに関し

ても、情報セキュリティ技術により対策を講じ、当社webサイトは、第三者機関による審査を受け、「TRUSTe」（注1）

「ISMS」（注2）の認証を受けております。  

しかしながら、個人情報の流出等の重大なトラブルが発生した場合には、当社への損害賠償請求や当社に対する信用

の低下等により、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

（注1）「TRUSTe」とは、webサイトの個人情報保護の信頼性を客観的に判断できるように、第三者機関が審査し認証す

る個人情報保護認証規格であり、日本国内では特定非営利活動法人日本技術者連盟が認証機関となっております。 

（注2）「ISMS」とは、企業などの組織が情報を適切に管理し、機密を守るための包括的な枠組み。コンピュータシステ

ムのセキュリティ対策だけでなく、情報を扱う際の基本的な方針(セキュリティポリシー)や、それに基づいた具体的な
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計画、計画の実施・運用、一定期間ごとの方針・計画の見直しまで含めた、トータルなリスクマネジメント体系のこと

を指します。日本国内では、財団法人 日本情報処理開発協会(JIPDEC)が認証機関となっております。 

 

７．ソフトウェア関連業界の動向について 

(1) 個人向けのパソコン販売台数等の影響について 

当社製品は個人向けパソコン用パッケージソフトの比率が高いため、個人消費やパソコンの普及状況、特に個人向け

のパソコン販売台数の動向に大きな影響を受けます。従って、個人向けのパソコン販売台数及び個人消費が伸び悩んだ

り、低下した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

(2) ＯＳの動向について 

パソコン用パッケージソフトは、ＯＳとアプリケーションソフトに区分できますが、当社が販売しているアプリケー

ションソフト分野の大部分は、米国Microsoft Corporationが販売しているＯＳ「Windows」を前提としているため、

「Windows」のバージョンアップに伴って新規需要の発生及び発売前の買い控えが起こり、業績が変動する可能性があり

ます。また、ＯＳ市場において圧倒的なシェアを占める「Windows」のシェアが低下する場合には、当社の事業及び業績

に影響を与える可能性があります。 

 

(3) 製品技術の革新が激しいことについて 

パソコン用パッケージソフトは、パソコン、ＯＳ、携帯電話等の技術革新のスピードが速いため絶えず技術開発と機

能強化に努め、他社に先駆けて、新規製品やバージョンアップ版を投入する必要があります。今後も技術革新のスピー

ドが衰えることはないと推測されるため、当社製品の機能が陳腐化した場合や、技術開発及びライセンス取得の努力に

もかかわらず当社の技術革新への対応に遅れが生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

(4) 販売ルート及び販売形態の多様化について  

当社は、インターネットの普及やブロードバンド化による消費スタイルの変化に対応するために、店頭販売ルートだ

けでなく、ＥＣ事業ルートや法人販売ルート等、販路の多様化に取り組んでおります。特にＥＣ事業ルートを通じた売

上の比率はここ数年で著しく伸びております（平成14年３月期の売上に占める比率が18.3％に対して平成18年３月期は

34.2％）。平成18年11月からは携帯電話を使ったモバイルショッピングも開始いたしました。しかしながら、このよう

な販路の多様化が、当社が想定する成果を得られない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

また、販路の多様化に伴い、販売形態の多様化が今後も進むことが予測されます。現在は店頭での販売チャネルを拡

大しておりますが、一方でブロードバンド環境の一層の拡大によって、ダウンロード販売、ＡＳＰ等、ＣＤ－ＲＯＭ以

外の形態による販売が急速に普及した場合には、当社の収益構造及び業績に影響を与える可能性があります。 

 

(5) 競争が激しいことについて 

パソコン用パッケージソフト市場は競争が激しく、短期間で他社製品にシェアを奪われる可能性があります。市場競

争力を維持するためには、常に既存製品をバージョンアップし市場対応を行うこと、新規性の強い製品や差別化された

製品を企画開発し、市場創造や市場細分化による利益追求を行うことが重要であります。当社の主要製品分野のうち、

とりわけ「携快電話」シリーズと「ウイルスセキュリティ」シリーズは、比較的競争が激しいといえます。「ウイルス

セキュリティ」シリーズでは、平成18年7月より「ウイルスセキュリティZERO」を発売いたしました。インターネット環

境の普及及び「個人情報の保護に関する法律」の施行(平成17年4月1日)を受けセキュリティに対する関心が高まる中、

米国Microsoft Corporationが販売予定の次世代ＯＳ「Windows Vista」に適合する商品として営業活動に注力してまい
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りました。しかしながら、当社が既存製品の市場対応又は新製品による市場創造若しくは市場細分化を適切に行うこと

ができなかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

また、個人向けパソコン用パッケージソフトの販売価格は、当社が業界に先駆けて1,980円を中心とした価格体系の製

品をリリースいたしましたが、この価格体系に追随する企業もあり、さらにパソコンソフトメーカー間又は小売販売店

間の競争激化等によりさらに下落する傾向も見られます。将来、このような価格競争により当社製品の販売価格の引き

下げを余儀なくされた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

８．管理体制について 

(1) 内部管理体制について 

当社は、取締役及び監査役計９名、従業員92名（平成18年９月末日現在）及び臨時従業員10名（期中平均）の組織で

あり、管理体制も現状の組織規模に応じたものとなっております。今後の事業拡大と業務量の増加に備え、人員の増強

と管理体制の一層の増強を図る方針であります。しかし、人員の確保及び育成並びに管理体制の強化が順調に進まなか

った場合は、適切な組織的対応ができず、業務に支障をきたす可能性があります。 

 

(2) 人材の確保について 

当社の競争力は、製品の企画及びマーケティングに依存しております。今後とも継続的な成長を維持するためには、優秀

な企画要員及びマーケティング要員の確保並びに育成が重要となります。しかし、このような人材の確保は、労働市場に

おける人材そのものの稀少価値が高いため、困難な状況にあります。また、比較的小規模な組織であるために人材育成

体制が十分ではない可能性があります。従って、今後とも人材確保及び育成を経営における重要課題の一つと捉えて努

力してまいりますが、計画どおりにいかなかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

９．訴訟リスクについて 

カリフォルニア州法人であるサスティーン・インク（サスティーン社）は、平成17年１月27日に当社をカリフォルニ

ア州の連邦地方裁判所に提訴しました。提訴内容は、当社が、サスティーン社との間のソフトウェアライセンス契約に

違反して第三者にサブライセンスし、契約期間中の最低使用許諾料を支払わなかった等として、使用許諾料相当額約155

万ドルを損害として請求してきたものです。これに対して、連邦地方裁判所は、平成17年12月20日に略式判決で、ライ

センス契約解除後の使用許諾料についての損害賠償請求を棄却、更に平成18年６月23日にライセンス契約解除前の使用

許諾料請求に関しても、訴え取下げの合意に基づき、同請求を棄却しました。サスティーン社は、平成18年７月21日に、

連邦高等裁判所第9巡回区に、ライセンス契約解除後の使用許諾料相当額についてのみ第１審の棄却判決を控訴しました。

当社は、サスティーン社に対して何ら損害賠償義務を負っていないと考えており、連邦地方裁判所の判決が覆されるこ

とはないと考えておりますが、訴訟にはリスクが伴い、結果については、現時点で予測することは困難です。 

 

10．ストックオプション制度について 

当社はストックオプション制度を採用しております。権利行使開始日以降、同制度によって付与された新株引受権が

行使された場合、１株当たりの株式価値の稀薄化が生じることになります。また、当社株式上場後の新株引受権の行使

状況が、株価形成へ影響を与える可能性もあります。 

 

11．調達資金の使途について 

今回実施した公募増資による調達資金につきましては、新製品開発投資および情報システム等の設備投資を計画して

おります。上記以外につきましては、借入金の返済に充当する方針であります。なお、当社を取り巻く外部環境の変化
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等に伴い、当該調達資金が上記の対象以外に振り向けられる可能性もあります。また、上記の投資が必ずしも期待通り

の収益をあげられる保証はありません。 
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４ 中間財務諸表等 

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９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金  864,263   467,033   

２ 売掛金 ※2 2,076,544   1,746,132   

３ たな卸資産  1,658,416   1,549,398   

４ 前渡金  480,122   504,263   

５ 繰延税金資産  112,005   112,005   

６ その他  80,320   111,971   

流動資産合計   5,271,671 73.4  4,490,804 73.6 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※1 135,250   152,035   

２ 無形固定資産        

(1) ソフトウェア  1,452,881   1,136,934   

(2) その他  2,367   2,367   

無形固定資産合計  1,455,248   1,139,301   

３ 投資その他の資産 ※2 298,253   308,534   

固定資産合計   1,888,753 26.3  1,599,871 26.2 

Ⅲ 繰延資産   25,084 0.3  14,464 0.2 

資産合計   7,185,509 100.0  6,105,140 100.0 
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  当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金  802,604   905,826   

２ 短期借入金 ※4 2,480,000   1,502,000   

３ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

※2 230,395   279,770   

４ 一年以内償還予定の社債  340,000   240,000   

５ 未払金  849,761   1,136,236   

６ 未払法人税等  7,681   10,932   

７ 返品調整引当金  215,420   185,464   

８ その他 ※3 58,672   28,546   

流動負債合計   4,984,535 69.4  4,288,777 70.2 

Ⅱ 固定負債        

１ 社債  760,000   480,000   

２ 長期借入金 ※2 459,937   550,292   

３ 繰延税金負債  112,005   112,005   

４ その他  14,544   11,288   

固定負債合計   1,346,487 18.7  1,153,586 18.9 

負債合計   6,331,022 88.1  5,442,363 89.1 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金   － －  716,800 11.8 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  －   556,800   

資本剰余金合計   － －  556,800 9.1 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金  －   18,200   

２ 任意積立金  －   522,205   

３ 当期未処理損失  －   1,151,229   

利益剰余金合計   － －  △610,823 △10.0 

資本合計   － －  662,776 10.9 

負債及び資本合計   － －  6,105,140 100.0 
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  当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金   716,800 10.0  － － 

２ 資本剰余金        

(1) 資本準備金  556,800   －   

資本剰余金合計   556,800 7.7  － － 

３ 利益剰余金        

(1) 利益準備金  18,200   －   

(2) その他利益剰余金        

プログラム準備金  322,095   －   

特別償却準備金  906   －   

繰越利益剰余金  △745,771   －   

利益剰余金合計   △404,568 △5.6  － － 

株主資本合計   869,031 12.1  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ 繰延ヘッジ損失   △14,544 △0.2  － － 

評価・換算差額等合計   △14,544 △0.2  － － 

純資産合計   854,486 11.9  － － 

負債純資産合計   7,185,509 100.0  － － 
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② 【中間損益計算書】 

 

  
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) 

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 
(％) 

Ⅰ 売上高   4,907,399 100.0  10,359,049 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※5  2,175,317 44.3  5,042,473 48.7 

売上総利益   2,732,082 55.7  5,316,575 51.3 

返品調整引当金繰入額   215,420 4.4  185,464 1.7 

返品調整引当金戻入額   185,464 3.8  126,709 1.2 

差引売上総利益   2,702,126 55.1  5,257,820 50.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※5  2,438,731 49.7  4,799,674 46.4 

営業利益   263,394 5.4  458,145 4.4 

Ⅳ 営業外収益 ※1  5,009 0.1  1,872 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※2  57,691 1.2  112,924 1.0 

   経常利益   210,713 4.3  347,092 3.4 

Ⅵ 特別利益 ※3  － －  10,417 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※4  2,543 0.1  2,023 0.0 

税引前中間(当期)純利益   208,169 4.2  355,487 3.4 

法人税、住民税 
及び事業税 

※6 1,915 1,915 0.0 3,822 3,822 0.0 

中間(当期)純利益   206,254 4.2  351,664 3.4 

前期繰越損失   －   1,502,893  

当期未処理損失   －   1,151,229  
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本  

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 

利益 

準備金 
プログラム 

準備金 

特別償却 

準備金 

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資

本合計 

平成18年３月31

日残高（千円） 
716,800 556,800 556,800 18,200 519,859 2,346 △ 1,151,229 △ 610,823 662,776 

中間会計期中の 

変動額 
                  

プログラム準備 

金の取崩し(注) 
－ － － － △ 197,763 － 197,763 － － 

特別償却準備金

の取崩し(注) 
－ － － － － △ 1,439 1,439 － － 

中間純利益 － － － － － － 206,254 206,254 206,254 

株主資本以外の 

項目の中間会計 

期中の変動額 

（純額） 

 －  －  －  － － －  －  －  － 

中間会計期中の 

変動額合計  

（千円） 

－ － － － △ 197,763 △ 1,439 405,457 206,254 206,254 

平成18年９月30

日残高（千円） 
716,800 556,800 556,800 18,200 322,095 906 △ 745,771 △404,568 869,031 

 

評価・換算差額等 

  繰延ヘッ

ジ損失 

評価・換

算差額等

合計 

純資産 

合計 

平成18年３月31日

残高 （千円） 
－ － 662,776 

中間会計期中の   

変動額 
      

プログラム 

準備金の取崩し 
－ － － 

特別償却準備金

の取崩し 
－ － － 

中間純利益 － － 206,254 

株主資本以外の項

目の中間会計期中

の変動額（純額） 
△14,544 △14,544 △14,544 

中間会計期中の変

動額合計（千円） 
△14,544 △14,544 191,710 

平成18年９月30日

残高 （千円） 
△14,544 △14,544 854,486 

(注)平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 
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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４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・フロー 

計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

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  208,169 355,487 

２ 減価償却費  114,571 216,607 

３ ソフトウェア償却費  246,977 322,149 

４ 貸倒引当金の減少額  － △5,272 

５ 返品調整引当金の増加額  29,955 58,755 

６ 受取利息  △128 △216 

７ 支払利息及び社債利息  35,358 49,422 

８ 固定資産除却損  2,543 2,023 

９ 売上債権の増加額  △330,412 △468,041 

10 たな卸資産の増加額  △109,017 △81,052 

11 前渡金の減少又は増加(△)額  24,141 △200,665 

12 仕入債務の減少額  △103,222 △99,430 

13 未払金の増加又は減少(△)額  △420,303 266,265 

14 その他  39,941 △36,060 

小計  △261,424 379,971 

15 利息の受取額  128 216 

16 利息及び社債利息の支払額  △26,963 △53,689 

17 法人税等の支払額  △3,805 △3,650 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △292,063 322,848 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  － △40,000 

２ 定期預金の払戻による収入  40,000 20,000 

３ 有形固定資産の取得による支出  － △11,761 

４ ソフトウェアの取得による支出  △529,428 △557,253 

５ 敷金・保証金の預入による支出  － △450 

６ 敷金・保証金の返還による収入  450 － 

７ その他  － △2,147 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △488,978 △591,612 
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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 
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) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額  978,000 342,000 

２ 長期借入れによる収入  － 780,000 

３ 長期借入金の返済による支出  △139,730 △421,752 

４ 社債の発行による収入  500,000 500,000 

５ 社債の償還による支出  △120,000 △780,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,218,269 420,247 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1 40 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  437,229 151,524 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  427,033 275,508 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  864,263 427,033 

    

 
 



ファイル名:04_2QCF_061213.doc 更新日時:12/18/2006 6:58 PM 印刷日時:06/12/18 19:40 

― 24 ― 

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) デリバティブ 

   時価法を採用しております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) デリバティブ 

同左 

(2) たな卸資産 

  製品 

  総平均法による原価法を採用しております。 

  貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価法を採用しております。 

 

(2) たな卸資産 

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 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物         8～15年 

工具器具及び備品 5～8年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

  市場販売目的のソフトウェア 

見込販売収益に基づく償却額と、残存有効期間（3

年）に基づく均等配分額のいずれか大きい額を償却

しております。 

(2) 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェア 

同左 

自社利用目的のソフトウェア 

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

により償却を行っております。 

 

自社利用目的のソフトウェア 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。なお、当中間会

計期間末における引当残高はありません。 

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。なお、当期末における引

当残高はありません。 

(2) 返品調整引当金 

  売上返品による損失に備えるため、過去の返品率の

実績に基づき返品調整引当金を計上しております。 

(2) 返品調整引当金 

同左 

４ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

 

４ リース取引の処理方法 

同左 
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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) 

５ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし特例処

理の要件を満たす金利スワップは、特例処理によっ

ております 

５ ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ 

ヘッジ対象 

借入金の利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(3) ヘッジ方針 

金利リスクの低減のために、金利スワップを利用し

ております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては、有効性の評価

を省略しております。 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許預金、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。 

 

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

７ 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 

消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

 

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

 
当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会平成14年8月9日）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成15年10月31日企業会計基準適用指針第6号）を当

会計期間から適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。 

 

1.（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

869,031千円であります。 

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。 

 

――― 

2. （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

  当中間会計期間より「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。 

  この適用に伴い、当中間会計期間以降支出した社

債発行費の償却については、社債の償還までの期間

にわたり定額法により償却する方法に変更しており

ます。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

――― 
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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 
155,732千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

151,699千円 

※２ 担保に供している資産 

敷金・保証金 173,887千円 

    計     173,887千円 

これらの他、当社製品である「驚速xp」の一部知的財

産権及び、「自動インストール機能」に関する特許権

(出願中)を長期借入金の質権担保及び、譲渡担保に供

しております。 

（上記に対応する債務） 

  一年以内返済予定 

  の長期借入金   80,395千円 

  長期借入金   109,937千円 

 計       190,333千円 

※２ 担保に供している資産 

売掛金    881,447千円 

敷金・保証金 173,887千円 

   計    1,055,335千円 

これらの他、当社製品である「驚速xp」の一部知的財

産権及び、「自動インストール機能」に関する特許権

(出願中)を長期借入金の質権担保及び、譲渡担保に供

しております。 

（上記に対応する債務） 

  短期借入金   700,000千円 

  一年以内返済予定 

  の長期借入金   79,770千円 

  長期借入金   150,292千円 

   計      930,063千円 

 

※３ 消費税等の取扱い 
仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ、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 
――― 

※４ シンジケート・ローン 
当社は、事業資金の効率的な調達を行なうため、

取引銀行とコミット型のシンジケート・ローンを締
結しております。なお、この契約に基づく当中間会
計期間末の借入実行残高等は次のとおりでありま
す。 

総コミット金額  800,000千円 

借入実行残高   800,000千円 

差引額        ― 
 

※４ シンジケート・ローン 

――― 
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(中間損益計算書関係) 

 
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) 

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 

受取利息 128千円 

講演料収入 252千円 

為替差益 3,903千円 

  
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 216千円 

講演料収入 795千円 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 33,672千円 

売上債権売却損 11,142千円 

  
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 45,803千円 

売上債権売却損 38,892千円 

  
 

※３ 特別利益の内訳 

――― 

※３ 特別利益の内訳 

貸倒引当金戻入 5,272千円 

和解金収入 5,145千円 

  
 

※４ 特別損失の内訳 

固定資産除却損 2,543千円 

  
 

※４ 特別損失の内訳 

固定資産除却損 2,023千円 
 

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 14,240千円 

無形固定資産 347,309千円 
 

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 35,447千円 

無形固定資産 503,310千円 

  
 

※６ 当中間会計期間における税金費用については、簡

便法による税効果会計を適用しているため、法人

税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含

めて表示しております。 

 

 
――― 
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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) 

前事業年度末 

株式数 

当中間会計期間 

増加株式数 

当中間会計期間 

減少株式数 

当中間会計期間末

株式数   

（株） （株） （株） （株） 

発行済株式         

 普通株式 56,448 － － 56,448 

合計 56,448 － － 56,448 

 

(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４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 864,263千円

預入期間３か月超の定期預金 － 

 現金及び現金同等物 864,263千円
 

 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 

現金及び預金 467,033千円

預入期間３か月超の定期預金 △40,000千円

 現金及び現金同等物 427,033千円
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(リース取引関係) 

 
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) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期 
末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具及び備品 63,948 38,096 25,852 

ソフトウェア 165,613 80,549 85,063 

合計 229,561 118,645 110,916 

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具及び備品 88,271 64,241 24,030 

ソフトウェア 164,285 63,277 101,007 

合計 252,557 127,519 125,037 

 
(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 43,936千円

１年超 69,451千円

合計 113,387千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 46,893千円

１年超 80,648千円

合計 127,542千円
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 26,489千円

減価償却費相当額 24,367千円

支払利息相当額 2,670千円
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 47,284千円

減価償却費相当額 43,841千円

支払利息相当額 4,147千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース総額とリース物件の取得価額相当分との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 

2.オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 901千円

１年超 － 

合計 901千円

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

2.オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 1,276千円

１年超 212千円

合計 1,489千円

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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   (デリバティブ取引関係) 

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) 

金利スワップ取引を行っておりますが、全てヘッジ会計を適用しているため注記の記載を省略しております。 

 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

金利スワップ取引を行っておりますが、全てヘッジ会計を適用しているため注記の記載を省略しております。 

 

(１株当たり情報) 

 
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 15,137円58銭 

 

１株当たり純資産額 11,741円36銭 

 
１株当たり中間純利益 3,653円88銭 

 

１株当たり当期純利益 6,229円88銭 

 
潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、新株

予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、

期中平均株価の把握ができないため、記載しておりませ

ん。 

（追加情報） 

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当中間会計期間から繰延ヘッ

ジ損益（税効果調整後）の金額を普通株式に係る中間期

末の純資産額に含めております。なお、前事業年度末に

おいて採用していた方法により算定した当中間会計期間

末の１株当たり純資産額は、15,395.25円であります。 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株

予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、

期中平均株価の把握ができないため、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は以下のとおりであります。 
 

項目 
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 

中間損益計算書(損益計算書)上の中間(当期)純利
益(千円) 

206,254 351,664 

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 206,254 351,664 

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) 56,448 56,448 

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 

①平成12年６月28日定

時株主総会決議 

発行すべき株式の種類 

普通株式 

新株発行予定残数  56株 

発行価額    262,500円 

発行価額の総額 

14,700,000円  

②平成13年２月19日臨時

株主総会決議 

発行すべき株式の種類 

普通株式 

新株発行予定残数  180株 

発行価額    262,500円 

発行価額の総額 

47,250,000円 

③平成13年10月9日臨時株

主総会決議 

発行すべき株式の種類 

普通株式 

新株発行予定残数  40株 

発行価額     287,500円 

発行価額の総額 

11,500,000円 

①平成12年６月28日定

時株主総会決議 

発行すべき株式の種類 

普通株式 

新株発行予定残数  56株 

発行価額    262,500円 

発行価額の総額 

14,700,000円  

②平成13年２月19日臨時

株主総会決議 

発行すべき株式の種類 

普通株式 

新株発行予定残数  180株 

発行価額    262,500円 

発行価額の総額 

47,250,000円 

③平成13年10月9日臨時株

主総会決議 

発行すべき株式の種類 

普通株式 

新株発行予定残数  48株 

発行価額     287,500円 

発行価額の総額 

13,800,000円 
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(重要な後発事象) 

 
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．当社は、平成18年12月20日に株式会社東京証券取

引所マザーズ市場に株式を上場いたしました。株式

上場に当たり、平成18年11月17日及び平成18年12月

１日開催の取締役会決議により下記のとおり新株式

を発行し、平成18年12月19日に払込が完了いたしま

した。 

  この結果、平成18年12月19日付で資本金は、

1,222,800千円、発行済株式総数は、61,448株となっ

ております。 

 (1) 発行新株式     普通株式 5,000株 

 (2) 発行価格      １株につき220,000円 

 (3) 引受価額      １株につき202,400円 

 (4) 発行価額      １株につき170,000円 

 (5) 発行価額の総額   850,000,000円 

 (6) 払込金額の総額   1,012,000,000円 

 (7) 資本組入額の総額  506,000,000円 

 (8) 申込期間      自 平成18年12月12日 
至 平成18年12月15日 

 (9) 払込期日      平成18年12月19日 

(10) 募集方法       ブックビルディング方式 
による一般募集  

(11) 資金の使途     新製品の開発投資、設備 
投資及び借入金の返済 

 

――― 

 

 

(2) 【その他】 

カリフォルニア州法人であるサスティーン・インク（サスティーン社）は、平成17年１月27日に当社をカリフ

ォルニア州の連邦地方裁判所に提訴しました。提訴内容は、当社が、サスティーン社との間のソフトウェアライ

センス契約に違反して第三者にサブライセンスし、契約期間中の最低使用許諾料を支払わなかった等として、使

用許諾料相当額約155万ドルを損害として請求してきたものです。これに対して、連邦地方裁判所は、平成17年12

月20日に略式判決で、ライセンス契約解除後の使用許諾料についての損害賠償請求を棄却、更に平成18年６月23

日にライセンス契約解除前の使用許諾料請求に関しても、訴え取下げの合意に基づき、同請求を棄却しました。

サスティーン社は、平成18年７月21日に、連邦高等裁判所第9巡回区に、ライセンス契約解除後の使用許諾料相当

額についてのみ第１審の棄却判決を控訴しました。当社は、サスティーン社に対して何ら損害賠償義務を負って

いないと考えており、連邦地方裁判所の判決が覆されることはないと考えておりますが、訴訟にはリスクが伴い、

結果については、現時点で予測することは困難です。 

 

 

 



５ 生産、受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

当社は、生産活動を行なっておりませんので、生産実績の記載はしておりません。 

 

 
(2) 受注実績 

当社は、受注生産を行なっておりませんので、受注状況は記載しておりません。 

 

 

(3) 販売実績 

当中間会計期間における製品カテゴリー別の販売実績および総販売実績は次のとおりであります。 

製品分野 販売高（千円） 前年同期比(％) 

セキュリティ 2,158,957 －

ホームページ関連 155,927 －

携帯電話関連 263,972 －

ＰＤＦ作成 240,974 －

教育 224,703 －

ゲーム 129,281 －

実用 186,320 －

ビジネス・ホーム 216,526 －

ユーティリティ 240,139 －

特打 198,265 －

驚速 274,189 －

マルチメディア 32,520 －

その他 585,620 －

合計 4,907,399 －

 

(注) １ 販売チャネル別の状況 

販売チャネル 販売高(千円) 前年同期比(％) 

店頭販売 2,956,946 
－ 

ＥＣ 1,950,452 
－ 

合計 4,907,399 
－ 
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２ 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） 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

株式会社ヨドバシカメラ 605,949 12.3 945,272 9.1 

株式会社ヤマダ電機 562,914 11.5 1,077,551 10.4 

ソフトバンクＢＢ株式会社 455,269 9.3 2,800,446 27.0 

 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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