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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 21 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。 
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平成１９年２月期   中間決算短信（非連結）        平成 18 年 12 月 21 日 

上 場 会 社 名        株式会社パイプドビッツ                     上場取引所    東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         3831                                        本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.pi-pe.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 佐谷 宣昭 
問合せ先責任者 役職名 専務取締役    氏名 東山 明弘 ＴＥＬ (03)5771－6931 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 17 日             
単元株制度採用の有無・無  
 
 
１． 18 年８月中間期の業績（平成 18 年３月１日～平成 18 年８月 31 日） 
(1)経営成績 

 売 上 高     営業利益 経常利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

       320 
   ― 

      102 
      ― 

       103 
      ― 

18 年２月期     507       164        164 
 
 中間(当期)純利益 １株当たり 

中間(当期)純利益 
潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益 
 百万円   ％       円    銭       円    銭

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

     61 
      ―    

         4,025  97
      ― 

     ― 
          ― 

18 年２月期          97        12,926  14           ― 
 (注)①持分法投資損益18年８月中間期 － 百万円  17年８月中間期     － 百万円  18年２月期  － 百万円 
     ②期中平均株式数 18 年８月中間期   15,364 株  17 年８月中間期     ―  株  18 年２月期  7,523 株 
     ③会計処理の方法の変更  無 
     ④平成 17 年８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、各項目の前年同中間実績及び対前

年中間期増減率は記載を省略しております。 
⑤平成 18 年７月１日付をもちまして、１株を２株にする株式分割をいたしました。平成 18 年８月中間期の１株

当たり中間純利益の算定につきましては、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 
 
 (2)財政状態 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

441 
― 

338
―

76.5 
― 

22,002  72
―

18 年２月期 375 276 73.6 35,953  50
(注)①期末発行済株式数  18 年８月中間期 15,364 株   17 年８月中間期    ―株  18 年２月期 7,682 株 
    ②期末自己株式数    18 年８月中間期    ―株   17 年８月中間期    ―株 18 年２月期   ―株 
  ③平成 17 年８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、各項目の前年同中間実績及び対前

年中間期増減率は記載を省略しております。 
④平成 18 年７月１日付をもちまして、１株を２株にする株式分割をいたしました。平成 18 年８月中間期の１株
当たり純資産の算定につきましては、当該分割を考慮して算出しております。 

 
(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

18 年８月中間期 
17 年８月中間期 

53 
― 

28
―

― 
― 

241
―

18 年２月期 68 △48 0 159
 
２．19 年２月期の業績予想（平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日） 
 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 706 210 122

 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 7,468 円 71 銭 

   １株当たり予想当期純利益につきましては、公募株式数 1,000 株を含めた期末予定発行済株式数 16,364 株により算出しており

ます。 



３．配当状況 
  ・現金配当 
 １株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 

18 年２月期 － － － 
19 年２月期（実績） － － 
19 年２月期（予想） － － － 
 
 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 



１．企業集団の状況等 
 
   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、該当事項はございません。 

 
 
２．経営方針 
 
  （１）経営の基本方針 

当社は、「明日の豊かな情報生活に貢献する」という経営理念を掲げ、社会の情報生活を豊かにすること
によって、多くの企業並びに個人の皆様から信頼される企業となることを目指して参ります。 
この理念に基づく事業の展開にあたり、当社は「データベースの銀行」という基本的なコンセプトを掲げ

ております。データベースの銀行とは、クライアントに対して、１）情報資産管理のプラットフォーム、２）
サービスとしてのソフトウェア、３）情報資産管理ノウハウを提供することから成る、当社のアプリケーシ
ョン・サービス事業の目指すべき姿であります。 
当社は、データベースの銀行の普及拡大を進めることで、社会の情報生活の質の向上に貢献し、お客様、

株主の皆様、従業員などすべてのステークホルダー（利害関係者）のご期待に応えて参ります。 
当事業の推進にあたり、当社は、１）サービスの品質、２）情報セキュリティ、３）個人情報保護、４）

情報開示、５）株主への利益還元の重要性を認識しながら経営を実践して参ります。 
 
  （２）株主への利益還元に対する基本的な考え方 

当社は、株主への利益還元の重要性を認識し、将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを総合

的に勘案しながら株主への利益還元を検討し、実施して参ります。 

現在当社は成長過程にあると認識しております。中長期的な企業価値の向上を目指し、財務体質の強化およ

び将来の事業拡大に備えるための内部留保の充実を図るために、当面は配当を実施しない方針であります。 

 
  （３）投資単位の引き下げに関する基本的な考え方 

当社は、株式市場における株式の流動性を高めることが、幅広い投資者の参加を促進し、適正な株価形成

に資するものと考えております。 

この考え方に基づき、株価、株主数、株式需給環境、当社の業績等を総合的に勘案しながら、投資単位に

関する施策を検討して参ります。 

 
  （４）目標とする経営指標 

当社は、データベースの銀行の普及拡大を重要課題として位置付け、有効アカウント数（継続利用中のク

ライアント数）を重要な経営指標と考えております。有効アカウント数の増加が当社の継続的な収益力の向

上に資するものと考えております。 

なお、平成18年８月末日時点における有効アカウント数は760（前期末比217増）となっております。 

 
  （５）中長期的な経営戦略 

当社は、データベースの銀行の普及拡大を促進するための主力サービスとして「スパイラル・メッセージ

ングプレース」を展開しております。 

今後も新たな支店展開を視野に入れながら、当サービスの有効アカウント数の拡大を図って参ります。 

また、研究開発活動を推進し、既存サービスの競争力の強化、および新サービスの開発を進めて参ります。 

   
 （６）対処すべき課題 

当社が対処すべき主な課題は以下のとおりであります。 

①競合優位性の確保について 

昨今、ソフトウェア業界ではＡＳＰによるサービス提供が注目されており、今後、新旧ソフトウェアベ

ンダや新興企業が当社のサービスドメインに参入する流れが加速する可能性があります。当社では、今後も

競合優位性を持続するために、次の取り組みを実施して参ります。 

 

ａ）サービスの普及拡大 

これまで当社は、首都圏の上場企業等を中心に新規獲得をして参りました。しかしながら中小零細企業

や地方企業も含めた潜在市場の大きさに比べ、当社のサービスの知名度はまだ低く、普及度合いは十分で

はありません。今後は積極的に支店展開を進め、販売エリアおよび顧客層を拡大して取引顧客の普及拡大

に努めて参ります。 

ｂ）商品力の強化 

インターネット業界においては常に技術革新が起こっており、機能優位性および販売価格の競争力を維

持することは容易ではありません。当社は、今後も顧客の声を広く収集すると共に、その要望と仕様を入

念に吟味しながら、既存サービスの機能強化版を継続的にリリースして商品力を強化して参ります。 



ｃ）技術部門の陣容の強化 

当社のサービスは高度な安全性や処理能力などが常に求められますが、それらを実現するための高い技

術力を継続して持ち続けることは容易ではありません。当社は、コア技術を独自開発することを重要視し、

技術部門の陣容を強化しながら持続可能な高品質サービスの実現を図って参ります。 

ｄ）自立的運営体制の充実 

当社のサービスでは、販売、サポートおよび開発という事業のコアサービスを外部に委託することなく、

自立的運営体制を構築し、維持することが競合優位性を確保する上で重要であると認識しています。しか

しながら、自立的運営体制を継続的に維持することは容易ではありません。当社は引き続き、コアサービ

スに対するこれら自立的運営体制の充実強化を図り、知識の集約と活用により、体制維持を図って参りま

す。 

ｅ）マネジメントシステムを活用した組織力の強化 

当社のサービスでは、個人情報保護、情報セキュリティ、品質管理のマネジメントシステムを構築して

いることが、競合優位性の確保において非常に重要な要素となります。しかしながら、これらマネジメン

トシステムの構築は容易ではなく、構築後の安定的な運用も難易度の高いものです。当社は、これらのマ

ネジメントシステムに関して第三者機関による認証（注１）を取得してまいりましたが、これからも継続

的にマネジメントシステムを改善・有効活用することにより、販売、サポートおよび開発の各部門を有機

的に連携させ、組織力をより一層強化して参ります。 

 
②人材の確保・育成について 

当社は、前項の競合優位性を確保し、保全しながら事業を持続的に発展するために、優秀な人材を数多

く確保・育成することが重要であると認識しております。 

これに対応するために、当社は、知名度の向上、採用活動の強化、教育・研修の拡充等、人材の確保・

育成に努めて参ります。 

 

③内部管理体制の強化について 

当社は、今後もより一層かつ急速な事業拡大を見込んでおりますが、当社事業の拡大には、社会からの信
用を得ることが極めて重要であると考えております。そのため、当社は、更なる内部管理体制の強化を図る
とともに、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実に努めて参ります。 
 

（注１）第三者機関による認証 

当社は、個人情報保護について平成 13 年７月（以後、継続取得）に「プライバシーマーク」、情報

セキュリティについて平成 17 年３月に「BS7799:PART2:2002 / ISMS Certification Criteria 

(Ver.2.0)」、品質管理について平成 17 年 12 月に「ISO9001:2000 / BS15000-1:2002」の認証を取

得しております。 

 
 （７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

ｉ）コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 

当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠

であるとの認識のもと、以下の考え方に基づき、コーポレート・ガバナンス体制の強化、充実に努めており

ます。 
a) 株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保を重視致し

ます。 

b) 変化の速い経営環境に対応して、迅速な意思決定および業務執行を可能とする経営体制を構築するとと

もに、経営の効率性を担保する経営監視体制の充実を図ります。 

c) 健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を構築し、株主、顧客、役職員等のステークホルダー（利

害関係者）の信頼を得て、事業活動を展開致します。 

 

今後も、会社の成長に応じて、コーポレート・ガバナンス体制を随時見直して参ります。 
 

ⅱ）コーポレート・ガバナンスに対する施策の実施状況 

当社は、経営の健全性および業務の適正を確保し、透明性を高めるため、以下のとおりコーポレート・ガ

バナンスに対する施策を実施しております。 

 



a) 会社の機関設計 

 当社は取締役会を設置し、監査役制度を採用しております。当社は、コーポレート・ガバナンスに係

る以下の体制、組織を構築しております。 

 

 

   
①取締役会 

取締役会は、取締役４名で構成され、毎月１回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取

締役会を開催しております。取締役会は、環境等の変化に迅速に対応できる業務執行体制の整備を目的

として、業務の執行を担当する執行役員を選任し、執行役員会を設置しております。取締役会は、執行

役員会からの報告を踏まえて経営上の重要な意思決定を行っております。 
 

②執行役員会 

執行役員会は、執行役員６名（内４名は取締役）で構成され、毎月２回開催される定時執行役員会に

加え、必要に応じて臨時執行役員会を開催しております。 

執行役員会は、取締役会による重要な意思決定に基づいて、代表取締役の指揮の下、業務の執行を統

括しております。また、各部門による業務の執行状況の報告および是正・予防処置の要求に基づいて、

議論を行い、重要な意思決定を要する課題については、取締役会にて決議する体制を敷いております。 

 

③監査役 

当社は、監査役制度を採用しており、監査役は常勤監査役１名、非常勤監査役（社外監査役１名）で

構成されております。 

監査役は、取締役会、執行役員会等の重要な会議に出席し、十分な情報に基づいて、会計監査および

業務監査を中心とする経営全般を幅広く監査しております。 

また、監査役は、内部監査室および監査法人との間で意見交換を行うことによって、業務執行の状況

を効率的、合理的に把握し、監督の実効性を高めております。 

 

④内部監査室 

当社は、経営組織の整備状況および業務の実態を把握、検証することを目的として、代表取締役社長

が直轄する内部監査室を設置しております。内部監査室は、専任の内部監査室長１名で構成されており

ます。 

内部監査室は、定期監査または必要に応じて実施する臨時監査により、会計、業務、情報セキュリテ

ィ、個人情報保護、品質マネジメントに関する監査を実施しております。内部監査室は、内部監査の結

果を代表取締役および監査役に報告し、代表取締役からの改善指示を対象部門に示達すると共に、改善

策の実施状況についてフォローアップ監査を実施しております。 



また、内部監査室は、監査役および監査法人との間で意見交換を行うことによって、内部監査の効率

性、合理性に努めております。 
 

⑤監査法人および公認会計士 

当社は、あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。 

なお、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害

関係はありません。 

・業務を執行した公認会計士の氏名、継続監査年数 

指定社員  公認会計士  渡邉宣昭 

指定社員  公認会計士  守谷徳行 

      (注）継続監査年数については、全員が７年以内であるため記載を省略しております。 

・監査証明業務に係る監査従事者 

公認会計士 １名、会計士補 ６名 
 

b) 内部統制システムの整備状況 

当社は、会社法および会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するための体制の整備を目的として、

平成 18 年５月に内部統制システム整備の基本方針を定め、当該方針に従って以下のとおり内部統制シス

テムを整備・運用しております。 

 

①取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

コンプライアンス体制に係る当社規程を役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるた

めの行動規範とし、法務・コンプライアンス統括部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統

括しております。また、同部を中心に役職員教育等を行っております。 
内部監査室は、法務・コンプライアンス統括部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、定期

的に代表取締役社長および監査役に監査結果を報告しております。また、代表取締役社長は取締役会に

同監査結果を報告しております。 

    
②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項 

文書管理規程等に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、保存すると

共に、取締役および監査役が、常時これらの文書等を閲覧できる環境を整備しております。 

 

   ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

リスク管理規程により、当社全体のリスクを網羅的・総括的に管理する責任者として代表取締役社長

が全社のリスクを統括し、リスクの特性に応じて以下の各委員会がそれぞれ対象となるリスクを管理し

ております。 

情報セキュリティに関するリスクについては、各部門にセキュリティ管理者を定め、セキュリティ管

理者およびシステム管理者、個人情報保護管理者を委員とし、執行役員ＣＩＳＯ（最高情報責任者）を

委員長とする情報セキュリティ委員会を設置して管理しております。 

ＡＳＰサービスに関するリスクについては、執行役員を委員とし、執行役員ＣＱＯ（最高品質責任者）

を委員長とするＳＬＭ委員会を設置して管理しております。 

前記以外のリスクについては、専務取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置して管理しており

ます。 

以上の体制によって、リスク管理の全社的推進を図っております。 

また、内部監査室はリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長および監査役に

報告し、代表取締役社長が改善策を検討の上取締役会へ報告し、重要な決定については取締役会におい

て改善策を審議・決定する体制を敷いております。 
 

④取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 

組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程および取締役会規程等に基づき、取締役の職務を

執行するとともに、以下の方針により、取締役の職務の執行の効率化を図っております。 

    １）職務権限・決裁基準の策定 

    ２）執行役員を構成員とする執行役員会の設置 

    ３）取締役会による中期経営計画の策定、予算管理規程に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定

と、月次・四半期業績管理の実施 

    ４）執行役員会および取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施 

  



ⅲ）社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係 

該当事項はありません。 
 
  （８）親会社等に関する事項 

当社には親会社等がありませんので、該当事項はありません。 
   
  （９）関連当事者との関係に関する方針 

 関連当事者および利害関係者との取引につきましては、当社の業務上の必要性に応じて、実勢価格または一

般的な取引条件を参考にしつつ、合理性および妥当性について十分な検討を行ったうえで取引条件を決定する

こととしております。 

 



３．経営成績および財政状態 
  

（１）経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、堅調な個人消費や企業の設備投資が追い風となり、緩やかな景気回

復基調から、より力強い回復への足取りが見られました。当社が属するインターネット業界におきましては、

インターネットやその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報等を世界的規模で

入手可能となるなど、情報基盤設備の飛躍的な進展とともに、金融機関や大手企業等を中心としてIT 投資の

増加傾向が徐々に顕在化しつつありますが、一方では個人情報保護や情報漏えい対策等、クライアントの情報

化投資に対する要求水準はより一層高まってきており、企業間競争においても、取り巻く環境は厳しい状況が

続いております。 

 このような環境の下、当社は、内部管理体制の強化を図るとともに、サービスの普及拡大を目指し、継続

的に営業員の増員を行い販売力の強化に努めて参りました。 

以上の結果、当中間会計期間の売上高は 320,349 千円、経常利益は 103,293 千円、中間純利益は 61,854
千円となりました。 

 
 （２）財政状態 

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ 82,420

千円増加し、241,524 千円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における営業活動の結果得られた資金は 53,912 千円となりました。主な収入要因は税引

前中間純利益 106,293 千円であり、主な支出要因は法人税等の支払額 32,962 千円および売上債権の増加額

15,587 千円であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間における投資活動の結果増加した資金は 28,507 千円となりました。これは主に、定期預

金の払戻による収入 30,000 千円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において財務活動の実績がないため、該当事項はありません。 

 

（３）通期の見通し 

    今後の当社を取り巻く経営環境としては、引き続きマーケットの拡大が見込まれます。情報セキュリティ

に関する企業の投資額は年々増加しており、企業の情報資産の有効活用に対する意識も高まっております。

このような環境の中、当社の通期の業績見通しにつきましては、売上高 706 百万円、経常利益 210 百万円、

当期純利益 122 百万円を予想しております。 

 

（４）事業等のリスク 

 当社の事業の状況および経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる

主な事項およびその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項については以下のようなもの

があります。 

なお、以下に記載してい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、不

確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

 

①特定サービスへの依存について 

当社は、ＡＳＰサービス「スパイラル・メッセージングプレース」(以下、「当サービス」という。) の提

供を主な事業内容としており、当中間会計期間における全売上高が当サービスおよび附帯サービスによるも

のであります。 

当サービスでは、クライアントが顧客リスト等の重要な情報資産を登録し、その登録された情報資産に対

して電子メール等による情報配信を行うためのソフトウェアを提供しています。 

このように、法人または個人事業者が情報資産を外部の専門会社の提供するサービスを活用することが当

社の成長の基本的な前提条件であると考えております。しかしながら、法人または個人事業主による外部の

専門会社の活用が当社の想定どおりに進ま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、予測不能な何らかの技術革新等により当サービスが陳腐化した場合、競合他社に比して顧客ニー

ズを正確に把握することが出来なかった場合には当社の業績に重大な影響を与える可能性があります。 

 



②新製品開発およびその運用体制について 

インターネット業界においては絶え間なく技術革新が起こっておりますが、各事業者が自身の持つ技術優

位性および販売価格を維持し続けるためには、常に既存製品の機能強化版の投入または新しい切り口での新

サービスを開発・導入していく必要があります。しかしながら、機能強化版または新製品が市場動向・ニー

ズに合わない場合、機能強化版または新製品の開発に時間を要することによって市場投入が遅延した場合、

あるいは販売担当者やサポート担当者の知識・経験レベルが技術革新に追いつかず、運用体制に支障を来た

す場合等、十分なサービスを提供できない場合には、当社の事業および業績に影響を与える可能性がありま

す。 

 

③競合について 

当サービスは特許を取得していないため、技術的な障壁は必ずしも高いものとは言えず、資金力、ブラン

ド力を有する大手企業をはじめとする競合他社等により類似したサービスが開発され、競争が一層激化した

場合には、当社の財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性があります。また、インターネット業界

の技術革新や新規参入等により、全く新しいコンセプトおよび技術を活用した画期的なサービスが開発され

た場合、当社の事業、業績に悪影響を与える可能性があります。 

 

④サービス価格の改定の可能性について 

当社は、当サービスの更なる普及拡大を図るにあたり、競争力を維持または強化する為に、やむを得ず当

サービスの価格を引き下げる可能性があります。当サービス価格の改定が既存取引に影響を与え、当社の業

績に影響を与える可能性があります。 

 

⑤ＳＬＡ（サービスレベルアグリーメント）について 

当社は、当サービスの月間の稼働時間(操作画面、登録機能および配信機能のいずれかの機能が停止せず

に稼動した時間)および一定時間あたりの電子メールの配信速度等の能力に関して、一定の保証水準を設け

ており、「スパイラル・メッセージングプレースサービス品質保証制度(Service Level Agreement)」(以下、

「ＳＬＡ」という。)に定め、取引開始時にクライアントに提示しております。保証水準を達成できなかっ

た場合にはＳＬＡに規定される賠償条項に基づき月次利用料金の範囲内で月次利用料金の減額に応じる可

能性があり、かかる減額が多額になった場合には業績へ影響する可能性があります。 

 

⑥新規顧客獲得のための投資について 

当社は、主に取引先候補に直接訪問して提案する販売方法を採用しております。現在の当サービスの対象

マーケットは、本社のある首都圏および大阪支店のある関西地区が中心となっております。当社は、引続き

首都圏および関西地区のマーケットを対象として事業拡大を図るほか、これら以外の地域にも進出する計画

であります。したがって、当社が事業拡大を図るための新規顧客獲得に係る競争力を維持または向上するた

めには、既存のマーケットや新たな地域に営業拠点を開設する必要が生じる可能性があります。営業拠点を

新規に開設する場合、当社は先行的に人材の確保および設備投資等を行います。しかしながら、当社の事業

環境が想定以上に激変し、当該新規営業拠点における新規顧客獲得件数または販売単価等が当社の想定から

大きく乖離する等、当社の計画どおりに事業が進まなかった場合には、当該投資資金等を回収できなくなり、

当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦代表取締役社長への依存について 

当社代表取締役社長である佐谷宣昭は、当社の創設者であり、会社経営の最高責任者として経営方針や事

業戦略の決定をはじめ、当社の事業推進において重要な役割を果たしております。 

当社は、佐谷宣昭に過度に依存しない経営体制を整備するため、取締役会や執行役員会等における役員お

よび執行役員間の相互の情報共有や経営組織の強化を図っております。しかしながら、何らかの理由により

佐谷宣昭が当社の業務を継続することが困難になった場合には、当社の事業および業績に影響を与える可能

性があります。 

 

⑧小規模組織であることについて 

当社は、平成 18 年８月 31 日現在、取締役４名、監査役２名（うち非常勤監査役１名）および従業員 64

名と小規模の組織であり、内部管理体制もこのような規模に応じたものとなっております。当社は、当社事

業に欠かすことのできない重要なポストへの人材登用のほか、業務内容に応じて適切な人材を配置しており、

現状の規模においては組織的な対応に十分な人員であると考えております。しかしながら、今後、事業を拡

大する過程において、当社が、適切かつ十分な人員の増強および組織の整備を行うことができなかった場合、

当社の経営活動に支障が生じる可能性があります。 

 



⑨法令遵守に関するリスクについて 

現在、日本国内においてインターネットに関連する主要な法規制には電気通信事業法があります。当社は

電気通信事業を営んでおります。したがって、当社は、電気通信事業者の届出をしております(届出番号

A-13-4621)。 

また、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」は電子メールの送信者に対し、「特定商取引に関

する法律」はインターネット上の販売業者に対し「未承諾広告」の表示、氏名・住所、メールアドレス等の

表示を義務づけております。当社のサービスを利用するクライアントはこれらの法規制の影響を受けており、

当社はクライアントとの基本契約書においてこれらの表示を義務づけ、これに違反する場合、配信停止等の

措置をとれること等のリスク対策をとっております。 

その他、当社事業を規制する法律として、ホームページや掲示板など不特定多数の人が閲覧可能なネット

上に、問題情報が発信された場合、仲介的立場におかれたプロバイダーの責任の制限等を定めた「特定電気

通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律」（プロバイダー責任制限法）

があります。 

当社は、法令遵守の徹底を目的として内部統制の整備を図り、より充実した内部管理体制の整備に努める

とともに、役職員の教育・研修等の徹底を通じ、その啓蒙を図っております。しかしながら、当社の事業は、

役職員の活動を通じて執行されており、そのプロセスに関与する役職員の故意または過失により法令に違反

する行為がなされる可能性があります。 

電気通信事業法、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、特定電気通信役務提供者の損害賠償責

任の制限および発信者情報の開示に関する法律に基づく制限等や法令が変更された場合、当社の事業および

業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑩個人情報の管理について 

当社が提供する当サービスは、情報資産を管理するためのプラットフォームをクライアントに提供してお

り、個人情報等のデータの閲覧・編集・削除等の一切の管理はクライアントが行い、当社はデータの管理を

行わない旨、「スパイラル・メッセージングプレースのデータ管理に関する差入書」で確認しておりますが、

設定代行業務および配信代行業務においてクライアントから一時的にクライアント保有の個人情報を預か

ることがある他、営業先の担当者および採用時の応募者等の個人情報を有しているため、個人情報取扱事業

者に該当し、個人情報保護法の適用を受けております。 

当社は個人情報の取扱いに関する重要性、危険性を十分に認識し、個人情報の適切な管理を実現するため

に個人情報保護規程を整備しております。さらに、当社のホームページにて個人情報保護方針を公開し、こ

れら規程および方針に準拠した行動指針やガイドラインを制定すると共に、教育、研修を通じて個人情報管

理の徹底を図っております。 

なお、当社は平成 13 年７月にプライバシーマーク制度（企業の個人情報保護体制が JIS Q 15001 に準拠

しているか否かを（財）日本情報処理開発協会（JIPDEC）が認証する制度）の認証を受けております。 

しかしながら、情報の収集や管理の過程等において、不測の事態により個人情報の漏洩等が発生した場合、

当社への多額の損害賠償請求やプライバシーマークの認証取消処分または罰金等が課される可能性がある

と共に、当社の事業および業績に重大な影響を与える可能性があります。 

 

⑪知的財産権について 

当社は、提供しているサービスの名称について商標登録をしております。一方、自社開発のシステムや当

社ビジネスモデルのうち、特許権や実用新案権などの対象となる可能性のあるものについては、技術情報の

流出の恐れがある等の理由から特許権等の申請をしておりません。過去もしくは現時点におきましては、当

社が第三者の知的所有権を侵害したことによる損害賠償等の訴訟が発生している事実はありませんが、今後、

当社の事業分野で当社の認識していない特許等が成立した場合又は競業他社が特許等を取得した場合、その

内容によっては競争の激化又は当社への損害賠償やロイヤリティの支払要求、差止請求等が発生し、当社の

事業および業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑫システム障害について 

当社はＡＳＰサービスを提供しており、同サービスの保守・運営・管理は通信ネットワークに依存してい

るため以下のシステム障害が発生した場合には、当社の事業および業績に影響を与える可能性があります。 

a.パソコンやコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークが、自然災害や事故等によって切断された場合。 

b.サービス提供コンピュータシステムへの急激なアクセスの増加や電力供給の停止等の予測不可能な様々

な要因によって当該コンピュータシステムおよび周辺システムがダウンした場合。 

c.当社のコンピュータシステムは、適切なセキュリティ手段を講じて外部からの不正アクセスを回避するよ

う努めておりますが、コンピュータウィルスやハッカーの侵入等によりシステム障害が生じた場合。 

 



⑬災害等による影響について 

当サービスにおけるクライアントの情報資産が格納されるサーバーは、東京都内にあるデータセンター一

ヶ所に集約されております。 

したがって、データセンターやその周辺ネットワーク設備等に被害を及ぼす災害、事故等が発生し、情報

資産が消失又はサービスの提供が維持できない状態に至った場合には、当社の事業および業績に影響を与え

る可能性があります。 

 

⑭クライアントのサービス利用上の紛争について 

クライアントが当サービスを利用して作成する電子メール等の表示において、法令の定めに違反する表示

又は第三者の権利を侵害する表示等をしてはならない旨基本契約書に定めており、これに違反した場合、当

社は当該電子メールの配信停止等の措置を取ることが出来ます。 

しかしながら、クライアントが当該基本契約に反し電子メール等に上記の表示を行った場合、当サービス

の社会的信用が低下する可能性がある他、クライアントと第三者との紛争に当社が巻き込まれ、当社の事業

および業績に影響を与える可能性があります。 

  

⑮調達資金の使途について 

当社が今回計画している調達資金の使途については、事業拡大に備えた、優秀な人材の採用および教育の

ための資金、営業拠点の拡充に向けた本社移転の為の資金、並びに研究開発のための資金に充当する予定で

あります。これらの投資等の時期については未だ確定しておりませんが、当社事業の持続的発展を目指し、

適切なタイミングに実施するよう努める方針であります。しかしながら、当社を取り巻く外部環境の変化等

に伴い、上記の投下資金が期待どおりの成果をあげられない可能性があります。 

 

⑯配当政策について 

当社は、株主への利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けております。しかしながら、現段階

においては、当社は成長過程にあると認識しており、財務体質の強化および将来の事業展開に備えるため、

内部留保の充実に注力し、当面は、配当を実施しない方針であります。 

 

⑰新株予約権の付与について 

当社は、株主価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、当社の業績向上に対する役職員等の就業

意欲を一層高めること等を目的として、新株予約権を発行しております。当社は、前記目的のもと、今後も

役職員等に対して新株予約権等の付与を行うことを検討しております。これらの新株予約権等が行使された

場合、当社の１株当たりの株式価値が希薄化し、株価形成に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 



４．中間財務諸表等 

 （１）中間貸借対照表 

  
当中間会計期間末 

（平成18年８月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  301,524 249,104  

２．売掛金  94,040 78,452  

３．たな卸資産  2,527 3,871  

４．その他  11,172 8,341  

  貸倒引当金 △557 △596 

流動資産合計 
 

408,707 92.5  

 
 

339,174 90.4

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※２ 15,491 17,663  

２．無形固定資産  4,767 4,419  

３．投資その他の資産    

（１）差入保証金  12,574 12,774  

（２）その他  323 1,231  

貸倒引当金 △42 ―  

 投資その他の資産合計 12,855 14,005  

固定資産合計 

 

33,114 7.5  36,088 9.6

資産合計  441,822 100.0  375,263 100.0

    

 

  

 



 

  
当中間会計期間末 

（平成18年８月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．未払金  7,886 11,751  

２．未払費用  18,986 20,934  

３．未払法人税等  45,393 32,962  

４．未払消費税等 ※１ 8,310 11,258  

５．その他  5,336 4,300 

流動負債合計  85,912 19.5  

 
 

81,207 21.6

Ⅱ 固定負債    

１．繰延税金負債  17,860 17,860 

固定負債合計  17,860 4.0  

 
 

17,860 4.8

負債合計  103,772 23.5  99,068 26.4

    

 



 

  
当中間会計期間末 

（平成18年８月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  ― ―  90,191 24.0

Ⅱ 資本剰余金    

１. 資本準備金  ― 191  

資本剰余金合計  ― ―  191 0.1

Ⅲ 利益剰余金    

１．任意積立金    

 (1) プログラム等準備金  ― 24,614  

２．当期未処分利益  ― 161,198  

利益剰余金合計  ― ―  185,812 49.5

資本合計  ― ―  276,194 73.6

負債資本合計  ― ―  375,263 100.0

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  90,191 20.4  ― ―

２．資本剰余金    

 (1) 資本準備金  191 ―  

資本剰余金合計  191 0.0  ― ―

３．利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

  プログラム等準備金  24,614 ―  

繰越利益剰余金  223,053 ―  

利益剰余金合計  247,667 56.1  ― ―

株主資本合計  338,049 76.5  ― ―

純資産合計  338,049 76.5  ― ―

負債純資産合計  441,822 100.0  ― ―

    

 

  



 （２）中間損益計算書 

  

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

  至 平成 18 年８月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成 17 年３月１日 

  至 平成 18 年２月28日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  320,349 100.0  507,299 100.0

Ⅱ 売上原価  59,284 18.5  90,029 17.7

  売上総利益  261,065 81.5  417,269 82.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  158,377 49.4  253,128 49.9

  営業利益  102,687 32.1  164,141 32.4

Ⅳ 営業外収益  605 0.2  284 0.0

  経常利益  103,293 32.3  164,425 32.4

Ⅴ 特別利益  3,000 0.9 ― ―

  税引前中間（当期）純利益  106,293 33.2
 

164,425 32.4

  法人税、住民税及び事業税  45,393 65,828  

  法人税等調整額  △954 44,438 13.9 1,353 67,182 13.2

  中間（当期）純利益  61,854 19.3  97,243 19.2

  前期繰越利益  ―   63,955  

  当期未処分利益  ―   161,198  

      

 

  



 （３）中間株主資本等変動計算書 

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

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 プログラム等

準備金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本

合計 

純資産合計 

平成 18 年２月 28 日残高 

（千円） 
90,191 191 24,614 161,198 185,812 276,194 276,194

中間会計期間中の変動額   

中間純利益（千円） ― ― ― 61,854 61,854 61,854 61,854

当中間会計期間中の変動額 

合計（千円） 
― ― ― 61,854 61,854 61,854 61,854

平成 18 年８月 31 日残高 

（千円） 
90,191 191 24,614 223,053 247,667 338,049 338,049



 （４）中間キャッシュ・フロー計算書 

  

当中間期会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

  至 平成 18 年８月31日）

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成 17 年３月１日 

  至 平成 18 年２月 28 日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

  税引前中間（当期）純利益  106,293 164,425 

  減価償却費  3,306 4,428 

  貸倒引当金の増加額  3 316 

  受取利息及び受取配当金  △58 △157 

  売上債権の増加額  △15,587 △30,796 

  たな卸資産の減少額（△は増加額）  1,343 △1,878 

  未払消費税等の増加額（△は減少額）    △2,948 7,069 

  その他  △5,535 9,900 

小計  86,816 153,307 

  利息及び配当金の受取額 

  法人税等の支払額 

 
58 

△32,962 

157 

△84,850 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  53,912 68,615 

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  △659 △13,668 

  無形固定資産の取得による支出  △823 △1,175 

  定期預金の預入による支出 

  定期預金の払戻による収入 

  敷金保証金の差入による支出 

  敷金保証金の回収による収入 

 

－ 

30,000 

― 

100 

△90,000 

60,000 

△2,588 

― 

  その他  △110 △1,231 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  28,507 △48,662 



 

  

当中間期会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

  至 平成 18 年８月31日）

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成 17 年３月１日 

  至 平成 18 年２月28日）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   株式の発行による収入 

 

 

 

－ 

 

 

382 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  － 382 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  82,420 20,334 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  159,104 138,769 

241,524 159,104 Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高

 

※

 

 



 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

  至 平成 18 年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成 17 年３月１日 

  至 平成 18 年２月28日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

たな卸資産 

 仕掛品 

個別法による原価法によっております。 

たな卸資産 

 仕掛品 

  同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(１)有形固定資産 

   定率法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

  建物        15 年 

  工具器具備品  ４～10 年 

(２)無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   なお、自社利用のソフトウェアについて

は社内における利用可能期間（最長５

年）における定額法によっております。

(３)長期前払費用 

   均等償却によっております。 

(１)有形固定資産 

同左 

 

 

   

 

(２)無形固定資産 

同左 

 

 

 

(３)長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準  貸倒引当金 

  債権等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る計

算額を、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て回収不

能見込額を計上しております。 

 貸倒引当金 

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。 

  同左 

５．中間キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金および容

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か

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 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

  同左 

６．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項 
  

 

  



 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

  至 平成 18 年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成 17 年３月１日 

  至 平成 18 年２月28日） 

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）および「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成 17 年 12 月９日）を適用してお

ります。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

338,049 千円であり、この変更による損益に

与える影響はありません。 

―――――――――― 

２．固定資産の減損に

係る会計基準 

 当中間会計期間より、「固定資産の減損に

係る会計基準」（固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成 14 年８月９日））および「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。 

 この変更による損益に与える影響はあり

ません。 

―――――――――― 

３．ストック・オプシ

ョン等に関する

会計基準 

 当中間会計期間より、「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準」（企業会計基準第

８号 平成 17 年 12 月 27 日）および「スト

ック・オプション等に関する会計基準の適用

指針（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月

27 日 企業会計基準適用指針第 11 号）を適

用しております。 

 この変更による損益に与える影響はあり

ません。 

―――――――――― 

  

 

 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年８月31日） 

前事業年度末 

（平成 18 年２月 28 日） 

※１ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等および仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債の「未払消費税等」として表

示しております。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,655 千円

 

――――――――――― 

 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

12,824 千円 

 

   

（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１ 減価償却実施額 

       有形固定資産     2,830千円 

       無形固定資産        475千円 

１ 減価償却実施額 

       有形固定資産     3,556千円 

       無形固定資産        871千円 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

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

１．発行済株式の種類および総数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数（株） 

当中間会計期間

増加株式数（株）

当中間会計期間

減少株式数（株）

当中間会計期間末 

株式数（株） 

発行済株式 

 普通株式 

 

7,682 7,682 ―

 

15,364 

（注）普通株式の増加は株式分割による増加であります。 

 

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 
前事業

年度末

当中間会計

期間増加 

当中間会計

期間減少 

当中間会

計期間末 

当中間会計

期間末残高 

（千円） 

平成 17 年５月 

新株予約権（注）１，２ 
普通株式 85 73 40 118 ― 

平成 18 年５月 

新株予約権（注）３，４ 
普通株式 ― 112 12 100 ― 

合計  85 185 52 218 ― 

（注）１.平成 17 年５月新株予約権の当中間会計期間増加は、株式分割による増加であります。 

   ２.平成 17 年５月新株予約権の当中間会計期間減少は、権利の放棄による減少であります。 

   ３.平成 18 年５月新株予約権の当中間会計期間増加は、新株予約権の発行および株式分割による増加であります。 

   ４.平成 18 年５月新株予約権の当中間会計期間減少は、権利の放棄による減少であります。 

    



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

    至 平成 18 年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成 17 年３月１日 

    至 平成 18 年２月28日） 

※ 現金及び現金同等物の中間会計期間末残高と中間貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成 18 年８月 31 日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成 18 年２月 28 日現在）

                     （千円） 

 現金及び預金勘定            301,524 

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △60,000 

 現金及び現金同等物            241,524  

                    （千円） 

 現金及び預金勘定            249,104    

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △90,000 

 現金及び現金同等物          159,104    

 

（リース取引関係） 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

  至 平成 18 年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成 17 年３月１日 

  至 平成 18 年２月28日） 

リース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 

 内容の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額が少

額なリース取引のため中間財務諸表等規則第５条の３の規定

により記載を省略しております。 

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 

 内容の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額が少

額なリース取引のため財務諸表等規則第８条の６第６項の規

定により記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

 当中間会計期間（平成 18 年８月 31 日現在） 

  当社は、有価証券を所有しておりませんので、該当事項はありません。 

 前事業年度（平成 18 年２月 28 日現在） 

  当社は、有価証券を所有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

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

  当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

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

  当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

   



（ストック・オプション等関係） 

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

１．当中間期において付与したストック・オプションは以下のとおりであります。 

  

 
平成 18 年５月 29 日 

新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役      ２名 

当社従業員      32名 

ストック・オプションの目的とな

る株式の種類及び数（注） 
普通株式           112 株 

付与日 平成 18 年５月 29 日 

権利確定条件 

権利行使時において、当社、当

社の連結子会社、当社の親会社

又は当社の親会社の連結子会

社の取締役、監査役、執行役又

は従業員の地位にあること。 

対象勤務期間 
４年間（平成 18 年５月 29 日 

から平成 22 年５月 28 日まで）

権利行使期間 
平成 22 年５月 29 日から 

平成 27 年５月 28 日まで 

権利行使価格（円） 24,000

付与日における公正な評価単価 ― 

 （注）平成 18 年７月１日付をもって株式分割（１：２）を行ったことに伴いストック・オプションの目的となる株
式の種類及び数並びに権利行使価格は調整されております。 

 
（持分法損益等） 

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

   当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

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

   当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 



（１株当たり情報） 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

  至 平成 18 年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成 17 年３月１日 

  至 平成 18 年２月28日） 

 

１株当たり純資産額 22,002.72 円 

１株当たり中間純利益金額   4,025.97 円 

  

 

１株当たり純資産額 35,953.50 円 

１株当たり当期純利益金額  12,926.14 円 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額に

ついては、新株予約権残高がありますが、当社株式

は非上場・非登録であるため、期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません。 

 

当社は、平成 18 年７月１日付で普通株式１株につ

き普通株式２株の株式分割を行っております。当中

間会計期間の１株当たり中間純利益の算定につきま

しては、株式分割が期首に行われたものとして算出

しております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の１株当たりの情報については、以下のとおり

であります。 

前事業年度 

１株当たり純資産額    17,976.75 円 

１株当たり当期純利益    6,463.07 円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権残高がありますが、当社株式

は非上場・非登録であるため、期中平均株価が把握

できませんので記載しておりません。 

（注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

当中間会計期間 

 （自 平成 18 年３月１日 

  至 平成 18 年８月31日) 

前事業年度 

 （自 平成 17 年３月１日 

  至 平成 18 年２月28日) 

中間（当期）純利益（千円） 61,854 97,243 

普通株主に帰属しない金額（千円）   ―   ― 

（うち利益処分による役員賞与金）       （―）   （―） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 61,854 97,243 

期中平均株式数（株） 15,364 7,523 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

（新株予約権） 

株主総会決議 

平成 17 年５月 30 日 

（新株予約権 59 個） 

株主総会決議 

平成 18 年５月 29 日 

（新株予約権 50 個） 

（新株予約権） 

株主総会決議 

平成 17 年５月 30 日 

（新株予約権 85 個） 

 



（重要な後発事象） 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

  至 平成 18 年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成 17 年３月１日 

  至 平成 18 年２月28日） 

 
 

―――――――――― 

 

（新株予約権の付与） 

 平成 18 年５月 29 日開催の第６期定時株主総会における

決議を受け、同日開催の取締役会により、当社取締役及び

従業員に対して、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条

に基づき新株予約権を無償で付与することを決議いたしま

した。 

 当該新株予約権の内容は、下記のとおりであります。 

（1）新株予約権の数             56 個 

（2）新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

（3）新株予約権の目的となる株式の数     56 株 

（4）新株予約権の行使時の払込金額    48,000 円 

（5）新株予約権の行使期間  平成 22 年５月 29 日から 

               平成 27 年５月 28 日まで 

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額 

            発行価格     48,000 円 

            資本組入額    24,000 円 

（7）新株予約権の行使の条件等 

①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」

という。）は、権利行使時において、当社の連結子

会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社

の取締役、監査役、執行役又は従業員の地位を保有

している場合に限ります。 

②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新

株予約権を行使することができません。 

③新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要し

ます。 

④その他の条件は、株主総会決議および取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約」に定めるところによりま

す。 

（8）新株予約権の取得条項 

新株予約権者について、次の各号の事由のいずれか

が生じたときは、当社は当該事由が生じた日に、当該

新株予約権者からその有する新株予約権全部を無償

で取得いたします。当社は当該新株予約権の取得と引

き換えに、当社の株式・社債・新株予約権・新株予約

権付社債のいずれも交付しません。 

Ⅰ．新株予約権者が当社、当社の連結子会社、当社の

親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、

監査役、執行役又は従業員の地位を喪失し、これ

らのいずれにも該当しなくなったとき。 

Ⅱ．新株予約権者が死亡したとき。 

 



 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日 

  至 平成 18 年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成 17 年３月１日 

  至 平成 18 年２月28日） 

 
 

―――――――――― 

 
（株式の分割） 
 平成18年６月14日開催の取締役会により、下記のとおり
株式分割を決議しております。 
 
（１）分割の方法 
   平成18年６月30日最終株主名簿に記載されたまた

は記録された株主の所有株式数を１株につき２株
の割合をもって分割する。 

 
（２）分割により増加する株式の種類 
   普通株式 
 
（３）分割により増加する株式の数 
   7,682株 
 
（４）株式分割の日 
   平成18年７月１日 
 
（５）配当起算日 
   平成18年３月１日 
 
   当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たり情報および当期首に行
われたと仮定した場合の当期における１株当たり
情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 
前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 
12,230.78円

 
１株当たり当期純利益金
額 

6,024.49円
 

なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金
額については、新株予約
権残高がありますが、当
社株式は非上場・非登録
であるため、期中平均株
価が把握できませんので
記載しておりません。 

１株当たり純資産額 
17,976.75円

１株当たり当期純利益金
額 

6,463.07円
 

なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金
額については、新株予約
権残高がありますが、当
社株式は非上場・非登録
であるため、期中平均株
価が把握できませんので
記載しておりません。  

 
 



５．生産、受注及び販売の状況 

 （１）生産実績 

    当社は、生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 （２）受注状況 

    当社は、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。 

 （３）販売実績 

    前事業年度及び当中間会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。    

事業部門別 

当中間会計期間 

（自 平成 18 年３月１日

  至 平成 18 年８月31日）

前事業年度 

（自 平成 17 年３月１日

  至 平成 18 年２月28日）

アプリケーションサービス事業本部（千円） 320,349 507,299 

合計（千円） 320,349 507,299 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 


