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平成19年２月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結) 

平成19年１月11日 

上場会社名 株式会社システムインテグレータ  (コード番号：3826 東証マザーズ) 

（URL http://www.sint.co.jp）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 梅田 弘之  TEL：(048)707－7063 

 責任者役職・氏名 専務取締役管理部長 碓井 満   

 

１. 四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準             ：中間財務諸表作成基準 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無   ：無 

③ 会計監査人の関与                 ：有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」

に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 

２. 平成19年２月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年３月１日～平成18年11月30日） 

平成19年２月期第３四半期より第３四半期財務諸表を作成しているため、当第３四半期会計期間の増

減率及び前第３四半期会計期間の数値、増減率は記載しておりません。 

 (１) 経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）
 

 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２月期第３四半期 733 (―) 69 (―) 64 (―) 39 (―)

18年２月期第３四半期 ― (―) ― (―) ― (―) ― (―)

（参考）18年２月期 1,051 136 135 73 

 

 
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２月期第３四半期 3,826 10 ― ― 

18年２月期第３四半期 ― ― ― ― 

（参考）18年２月期 72,884 92 ― ― 

(注) １ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。 

２ 期中平均株式数 19年２月期第３四半期 10,194株  18年２月期第３四半期  ―株  18年２月期 1,013株 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当社のビジネスは、「SI Web Shopping」、「GRANDIT」、「SI Object Browser」、「SI 作って教

材」の主要４パッケージの販売またはカスタマイズとシステムインテグレーションから構成されてお

ります。当第３四半期は、これら４パッケージの売上高及びシステムインテグレーションの売上高が

堅調に推移し、ほぼ計画通りとなっております。当第３四半期の業績は、売上高733百万円、営業利益

69百万円、経常利益64百万円、第３四半期純利益39百万円となりました。 

パッケージソフトウェア事業では、中堅企業におけるERP導入需要の高まりを背景に「GRANDIT」の

カスタマイズビジネスが増加しております。また、「SI Web Shopping」の販売及び「SI Object 

Browser」の販売も堅調に推移しており、売上高は619百万円となりました。 

システムインテグレーション事業は、人的リソースをパッケージソフトウェア事業に優先的に充て

る方針のもと、計画通り縮小させており売上高は41百万円となりました。 

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

テーションが好調に推移し、売上高は71百万円となりました。 
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 (２) 財政状態の変動状況 （百万円未満切捨）
 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

19年２月期第３四半期 811 391 48.3 38,191 53

18年２月期第３四半期 ― ― ― ― ―

（参考）18年２月期 554 343 61.9 338,796 52

(注) １ 期末発行済株式数 19年２月期第３四半期 10,250株 18年２月期第３四半期  ―株 18年２月期  1,013株 

２ 期末自己株式数  19年２月期第３四半期     ―株 18年２月期第３四半期  ―株 18年２月期     ―株 

 

 (３) キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）
 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
四半期末(期末)残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年２月期第３四半期 △6 △67 5 90 

18年２月期第３四半期 ― ― ― ― 

（参考）18年２月期 10 △33 ― 159 

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

①財政状態の変動状況 

当第３四半期の総資産は、市場販売目的ソフトウェアの取得等による無形固定資産の増加184百万円

等により、前事業年度末に比べ256百万円増加し、811百万円となりました。 

負債は、市場販売目的ソフトウェアの取得による未払金及び長期未払金の増加により、前事業年度

末に比べ208百万円増加し、419百万円となりました。 

純資産は、増資及び第３四半期純利益の計上により、前事業年度末に比べ48百万円増加し、391百万

円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期における現金及び現金同等物は90百万円と前事業年度末に比べ69百万円減少しました。

当第３四半期における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、資金は6百万円の減少となりました。これは主に税引前第３四半期純利益62百万

円、減価償却費56百万円、売上債権の減少額158百万円等の資金増加要因があったものの、たな卸資

産の増加額255百万円、法人税等の支払額91百万円等の資金減少要因が上回ったことによるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は67百万円となりました。これは無形固定資産の取得55百万円、敷

金保証金の預入6百万円、有形固定資産の取得6百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は5百万円となりました。これは株式の発行による収入によるもので

あります。 
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３． 平成19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日） 

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通期 1,377 207 121 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期) 11,191円23銭 

(注) １株当たり予想当期純利益は、新規上場に際しての一般募集による新株発行2,500株及び平成19年

１月５日の第三者割当増資298株を含めた予想期中平均株式数10,856株により算出しております。 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当期の第３四半期末までの売上高は、通期の予想売上高比53.2％となっております。会計期間経過

月数に対して、通期売上高予想の４分の３を下回っておりますが、当社の年間売上構成が期末にある

程度集中するため、通期では計画通りの推移となっております。 

当期の業績予想は、現時点で売上高の主要部分を占める「GRANDIT」及び「SI Web Shopping」関連

の期末までの予想売上高の見通しが立っており、特に「GRANDIT」関連は計画を上回る見込みとなって

いること、12月４日に行った「SI Object Browser ER」のバージョンアップ並びに「SI Object 

Browser」のキャンペーン企画効果が当初予想より好調に推移していることから、平成18年10月30日に

発表いたしました業績予想に変更はございません。 

 

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２月期 ― ― ― 

19年２月期 (実績) ― ―  

19年２月期 (予想) ― 2,000 2,000 

 

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

含んでおります。実際の実績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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５. 四半期財務諸表 

(１) 四半期貸借対照表 

 

  
当第３四半期会計期間末 
(平成18年11月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  90,181 159,294 

２ 売掛金  120,583 283,229 

３ たな卸資産  278,099 22,217 

４ その他 ※２ 60,878 26,741 

貸倒引当金  △37 △510 

流動資産合計  549,705 67.8  490,973 88.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１ 10,457 6,322 

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  216,094 31,481 

(2) その他  170 170 

無形固定資産合計  216,265 31,651 

３ 投資その他の資産   

 (1) その他  38,686 25,419 

   貸倒引当金  △4,042 ― 

投資その他の資産合計  34,643 25,419 

固定資産合計  261,366 32.2  63,393 11.4

資産合計  811,071 100.0  554,366 100.0

   

 

 

 



― 5 ― 

 

  
当第３四半期会計期間末 
(平成18年11月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  72,501 81,723 

２ 未払金  129,686 5,610 

３ 未払法人税等  4,160 55,997 

４ 前受金  65,316 11,385 

５ 賞与引当金  52,228 26,159 

６ 受注損失引当金  14,857 9,366 

７ その他  19,725 20,359 

流動負債合計   358,476 44.2  210,602 38.0

Ⅱ 固定負債   

１ 長期未払金  61,132 ― 

２ その他  ― 563 

固定負債合計  61,132 7.5  563 0.1

負債合計  419,608 51.7  211,165 38.1

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  22,431 2.8  ― ―

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  12,431 ― 

資本剰余金合計  12,431 1.5  ― ―

３ 利益剰余金   

(1) その他利益剰余金   

別途積立金  26,000 ― 

繰越利益剰余金  329,402 ― 

利益剰余金合計  355,402 43.8  ― ―

株主資本合計  390,265 48.1  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  1,198 0.2  ― ―

評価・換算差額等合計  1,198 0.2  ― ―

純資産合計  391,463 48.3  ― ―

負債純資産合計  811,071 100.0  ― ―
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当第３四半期会計期間末 
(平成18年11月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  ― ―  17,721 3.2

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  ― 7,721 

資本剰余金合計  ― ―  7,721 1.4

Ⅲ 利益剰余金   

１ 任意積立金  ― 26,000 

２ 当期未処分利益  ― 290,399 

利益剰余金合計  ― ―  316,399 57.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金  ― ―  1,359 0.2

資本合計  ― ―  343,200 61.9

負債資本合計  ― ―  554,366 100.0
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(２) 四半期損益計算書 

 

  
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  733,036 100.0  1,051,077 100.0

Ⅱ 売上原価  439,829 60.0  687,494 65.4

売上総利益  293,206 40.0  363,582 34.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  223,760 30.5  227,376 21.6

営業利益  69,445 9.5  136,206 13.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 95 0.0  93 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 5,517 0.8  790 0.1

   経常利益  64,023 8.7  135,509 12.9

Ⅵ 特別利益  ― ―  88 0.0

Ⅶ 特別損失  1,123 0.1  324 0.0

税引前第３四半期(当期)
純利益 

 62,899 8.6  135,273 12.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 39,620 70,919 

法人税等調整額  △15,723 23,896 3.3 △9,478 61,440 5.9

第３四半期(当期)純利益  39,003 5.3  73,832 7.0

前期繰越利益  ―  216,566

当期未処分利益  ―  290,399
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(３) 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年11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
別 途

積立金

繰 越 

利 益 

剰余金 

利 益

剰余金

合 計

株主資

本合計

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

第３四半期会計期間中の変動額  

新株の発行 4,710 4,710 4,710 ― ― ― 9,420

第３四半期純利益 ― ― ― ― 39,003 39,003 39,003

株主資本以外の項目の第３四半期会計期

間中の変動額(純額) 
― ― ― ― ― ― ―

第３四半期会計期間中の変動額合計(千円) 4,710 4,710 4,710 ― 39,003 39,003 48,423

平成18年11月30日残高(千円) 22,431 12,431 12,431 26,000 329,402 355,402 390,265

 

評価・換算差額等 

 その他有価証

券評価差額金

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年２月28日残高(千円) 1,359 1,359 343,200 

第３四半期会計期間中の変動額  

新株の発行 ― ― 9,420 

第３四半期純利益 ― ― 39,003 

株主資本以外の項目の第３四半期会計期

間中の変動額(純額) 
△160 △160 △160 

第３四半期会計期間中の変動額合計(千円) △160 △160 48,262 

平成18年11月30日残高(千円) 1,198 1,198 391,463 
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(４) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

  

 
当第３四半期会計期間 

 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11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  

税引前第３四半期(当期)純利益  62,899 135,273

減価償却費  56,032 20,352

賞与引当金の増加額  26,068 2,581

貸倒引当金の増減額(△：減少)  3,569 △88

受注損失引当金の増加額  5,491 9,366

受取利息及び受取配当金  △13 △8

株式交付費  3,768 ―

固定資産除却損  ― 324

投資有価証券評価損  1,123 ―

売上債権の増減額(△：増加)  158,603 △201,390

たな卸資産の増減額(△：増加)  △255,881 5,965

未収消費税等の増加額  △14,725 ―

仕入債務の増減額(△：減少)  △9,221 54,918

未払消費税等の増減額(△：減少)  △8,543 1,537

前受金の増減額(△：減少)  53,931 △139

その他  1,460 △1,559

小計  84,563 27,133

利息及び配当金の受取額  12 7

法人税等の支払額  △91,456 △17,036

営業活動によるキャッシュ・フロー  △6,880 10,105

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  △6,032 △7,482

無形固定資産の取得による支出  △55,351 △18,021

敷金保証金の預入による支出  △6,499 △10,000

敷金保証金の返還による収入  ― 1,803

投資活動によるキャッシュ・フロー  △67,883 △33,701

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  5,651 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー  5,651 ―

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△：減少)  △69,112 △23,595

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  159,294 182,890

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末(期末)

残高 
※ 90,181 159,294
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(５) 注記事項等 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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） 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

(2) たな卸資産 

① 仕掛品 

個別法による原価法 

② 貯蔵品 

最終仕入原価法 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

 

時価のないもの 

同左 

 

(2) たな卸資産 

① 仕掛品 

同左 

② 貯蔵品 

同左 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法 

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備は除く)については、定額法を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物     ８年～50年 

工具器具備品 ４年～15年 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

 定額法 

なお、市場販売目的のソフトウェアについて

は、見込販売有効期間（３年）、自社利用のソフ

トウェアについては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計処理の変更） 

従来、建物の減価償却方法は定率法を採用し

ておりましたが、平成17年３月１日以降取得し

た建物（建物附属設備は除く）については、定

額法を採用することとしました。 

これは、平成10年度の法人税法の改正に伴う

ものであり、当該改正以降当事業年度において

初めて建物を取得したものであります。 

この変更に伴う影響額は軽微であります。 

 

(2) 無形固定資産 

同左 
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当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

 

(2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支払いに備える

ため、支給見込額に基づき計上しております。 

 

(3) 受注損失引当金 

 請負契約に係る開発案件のうち、第３四半期末

時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額

を合理的に見積もることが可能なものについて

は、将来の損失に備えるため、第３四半期末以降

に発生が見込まれる損失額を計上しております。 

 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

(3) 受注損失引当金 

 請負契約に係る開発案件のうち、期末時点で将

来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的

に見積もることが可能なものについては、将来の

損失に備えるため、翌期以降に発生が見込まれる

損失額を計上しております。 

 

４ 四半期キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。 

 

４ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

 

 

５ その他四半期財務諸表作成のための基本となる重要

な事項 

 

消費税及び地方消費税の会計処理 

税抜方式によっております。 

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 

 

消費税及び地方消費税の会計処理 

同左 

 

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 

 
 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当第３四半期会計期間より「固定資産の減損に係る会

計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当第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。 

― 
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当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

従来の資本の部の合計に相当する金額は391,463千円

であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により四半期貸借

対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。 

 

注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 
 

当第３四半期会計期間末 
(平成18年11月30日) 

前事業年度末 
(平成18年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,822千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,924千円

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動

資産のその他に含めて表示しております。 

― 

 

(四半期損益計算書関係) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息及び配当金   13千円 

  

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息及び配当金   ８千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

株式交付費      3,768千円 

上場関連費用     1,748千円 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

売上割引        790千円 

 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産      1,897千円 

無形固定資産     54,134千円 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産      1,549千円 

無形固定資産     18,802千円 
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(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当第３四半期会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年11月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数 

 前事業年度末 
株式数(株) 

当第３四半期会計期間
増加株式数(株) 

当第３四半期会計期間 
減少株式数(株) 

当第３四半期会計期間
末株式数(株) 

発行済株式   

普通株式 1,013 9,237 ― 10,250

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

を10株とする株式分割による増加9,225株であります。 

 

２ 新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる 

株式の種類 前事業年度末
当第３四半期

会計期間増加

当第３四半期

会計期間減少

当第３四半期 

会計期間末 

当第３四半期

会計期間末 

残高 

(千円) 

平成17年８月 

新株予約権 
普通株式 80 720 ― 800 ―

(注)１ 新株予約権の当第３四半期会計期間の増加は、１株を10株とする株式分割によるものです。 

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

 

３ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 
 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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第３四半期末残高と第３四半

期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 90,181千円

現金及び現金同等物 90,181千円
 

※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 

 

現金及び預金勘定 159,294千円

現金及び現金同等物 159,294千円
 

 

(リース取引関係) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

リース取引を全く利用しておりませんので、該当事項は

ありません。 

同左 
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(有価証券関係) 

当第３四半期会計期間末(平成18年11月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

四半期貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 147 370 223

② その他 3,342 5,175 1,832

計 3,489 5,545 2,055

 

２ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 
四半期貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 8,473

(注)表中の「四半期貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価格であります。なお、当四半期会計期

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

なお、減損処理にあたっては、四半期会計期間末における実質価額が取得原価に比べ50％以上下落

した場合には全て減損処理を行っております。 

 

前事業年度末(平成18年２月28日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

① 株式 147 684 537

② その他 3,342 5,137 1,794

計 3,489 5,821 2,331

 

２ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 9,597

 

(デリバティブ取引関係) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当

事項はありません。 

同左 
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(ストック・オプション等関係) 

当第３四半期会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年11月30日) 

該当事項はありません。 

 

(持分法損益等) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 同左 

 

(１株当たり情報) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30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       38,191.53円 

１株当たり第３四半期純利益    3,826.10円 

１株当たり純資産額       338,796.52円 

１株当たり当期純利益       72,884.92円 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益について

は、新株予約権(ストックオプション)の未行使残高が

ありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価

の算出が困難なため記載しておりません。 

 

当社は、平成18年８月31日付けで株式１株につき10株

の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の１株当たり情報については、以下のとおりとな

ります。 

 

前事業年度 

１株当たり純資産額     33,879.65円 

１株当たり当期純利益     7,288.49円 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権(ストックオプション)の未行使

残高がありますが、当社株式は非上場であり、

期中平均株価の算出が困難なため記載しており

ません。 
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新

株予約権(ストックオプション)の未行使残高がありま

すが、当社株式は非上場であり、期中平均株価の算出

が困難なため記載しておりません。 
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(注) １株当たり第３四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日)

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

第３四半期(当期)純利益(千円) 39,003 73,832

普通株式に係る第３四半期(当期)純利益(千円) 39,003 73,832

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 10,194 1,013

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり第３四半期(当期)純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

新株予約権 80個 

 

新株予約権 80個 

 

(重要な後発事象) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

― （重要な資産の譲受） 

当社の主要製品である「SI Object Browser」シリー

ズについて、従来は著作権者である中村真輝氏に入金額

の半額をロイヤルティとして支払っておりましたが、今

後ラインナップを充実させ総合的な開発プロセス支援ツ

ール群に成長させることを目的として、同氏と平成18年

６月１日にソフトウェア著作権譲渡契約を締結し、同日

全ての著作権を譲り受けました。 

なお、当該譲受金額は244,529千円であり、平成18年

６月から平成20年５月までの24ヶ月で均等額を分割で支

払うこととしております。 

 

― （重要な募集株式の発行） 

平成18年７月３日開催の臨時株主総会において、下記

の要領による募集株式発行(新株発行)を決議しておりま

す。 

募集株式の数     普通株式  12株 

募集株式の払込金額  １株につき785,000円 

増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

増加資本金     １株につき392,500円 

増加資本準備金   払込金額から上記増加資本金

を除く金額 

割当先        システムインテグレータ従業

員持株会 

払込期日       平成18年７月７日 
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当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

― 

 

（重要な株式分割） 

平成18年８月14日開催の取締役会決議に基づき、次の

ように株式分割による新株式を発行しております。 

１．平成18年８月31日付をもって普通株式１株につき10

株に分割します。 

（１）分割により増加する株式数 

普通株式 9,225株 

（２）分割方法 

平成18年８月31日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数を、１株につき10株の割合をもっ

て分割します。 

２．配当起算日 

平成18年３月１日 

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

期における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

した場合の当期における１株当たり情報は、それぞれ以

下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

26,508.35円

１株当たり当期純利益 

4,829.84円

 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益について

は、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 

33,879.65円

１株当たり当期純利益 

7,288.49円

 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益について

は、新株予約権（ストッ

クオプション）の未行使

残高がありますが、当社

株式は非上場であり、期

中平均株価の算出が困難

なため記載しておりませ

ん。 
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当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

（新株の発行） 

当社株式は、平成18年12月４日に東京証券取引所マザ

ーズへ上場いたしました。上場にあたり、平成18年10月

30日及び平成18年11月14日開催の取締役会において、下

記のとおり一般募集（ブックビルディング方式による募

集）による新株発行を決議し、平成18年12月３日に払込

が完了いたしました。また、平成18年10月30日及び平成

18年11月14日開催の取締役会において、オーバーアロッ

トメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社を

割当先とする第三者割当増資を決議し、平成19年１月５

日に払込が完了いたしました。 

この結果、平成19年１月５日付で資本金は357,072千

円、発行済株式総数は13,048株となりました。 

（１）平成18年12月３日払込期日分 

① 発行する株式の種類

及び数 

：普通株式   2,500株 

② 発行価格 ：１株につき 260,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

③ 引受価額 ：１株につき 239,200円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

④ 発行価額 ：１株につき 204,000円 

(資本組入額 119,600円) 

⑤ 発行価額の総額 ：510,000千円 

⑥ 払込金額の総額 ：598,000千円 

⑦ 資本組入額の総額 ：299,000千円 

⑧ 払込期日 ：平成18年12月３日 

⑨ 資金の使途 ：市場販売目的ソフトウェア

の新規開発及び既存製品の

バージョンアップ等 

 

（２）平成19年１月５日払込期日分 

① 発行する株式の種類

及び数 

：普通株式    298株 

② 割当価格 ：１株につき 239,200円 

③ 発行価額 ：１株につき 204,000円 

④ 資本組入額 ：１株につき 119,600円 

⑤ 払込金額の総額 ：71,281千円 

⑥ 払込期日 ：平成19年１月５日 

⑦ 割当先 ：野村證券株式会社 

⑧ 資金の使途 ：市場販売目的ソフトウェア

の新規開発及び既存製品の

バージョンアップ等 
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(６) 事業部門別売上高 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年11月30日) 

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

販売高(千円) 販売高(千円) 

パッケージソフトウェア事業 619,943 901,825 

 パッケージソフトウェアの販売、保守 284,123 369,634

 パッケージソフトウェアのカスタマイズ 335,819 532,191

システムインテグレーション事業 41,784 100,478 

コンサルティング事業 71,308 48,772 

合計 733,036 1,051,077 

 


