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１．平成19年５月中間期の業績（平成18年６月１日～平成18年11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 ％

19年５月中間期 469 ― 22 ― 6 ―

18年５月中間期 ― ― ― ― ― ―

18年５月期 776 43 41

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

19年５月中間期 2 ― 831 94 774 52

18年５月中間期 ― ― ― ― ― ―

18年５月期 30 24,482 02 ― ―
（注）①期中平均株式数 19年５月中間期 3,170株 18年５月中間期 ―株 18年５月期 1,254株

②会計処理の方法の変更 無

③中間期の開示は、当期より実施しておりますので、前年同中間期の実績については記載しておりません。また、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ので表示しておりません。

④当社は、平成18年７月16日付をもって株式１株につき２株の株式分割を行っております。当該分割が前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり当期純利益は、次のとおりであります。

平成18年５月期　12,236円13銭

(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

19年５月中間期 400 308 77.2 72,300 48

18年５月中間期 ― ― ― ― ―

18年５月期 280 132 47.2 93,751 18
（注）①期末発行済株式数 19年５月中間期 4,272株 18年５月中間期 ―株 18年５月期 1,413株

②期末自己株式数 19年５月中間期 ―株 18年５月中間期 ―株 18年５月期 ―株

③中間期の開示は、当期より実施しておりますので、前年同中間期の実績については記載しておりません。

④当社は、平成18年７月16日付をもって株式１株につき２株の株式分割を行っております。当該分割が前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり純資産額は、次のとおりであります。

 平成18年５月期　　46,875円59銭

(3)キャッシュ・フローの状況 （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。

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５月中間期 5 △6 114 229

18年５月中間期 ― ― ― ―

18年５月期 32 △8 10 115

(注) ①中間期の開示は、当期より実施しておりますので、前年同中間期の実績については記載しておりません。

２．平成19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５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 1,103 56 31

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　8,385円31銭

(注) 一株当たり予想当期純利益（通期）については、中間期までの株式数の増減及び後発事象に記載されている新株予約権の行使に伴う新株の

発行196株を考慮した予想期中平均株式数3,810株により算出しております。
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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５月期 － － －

19年５月期（実績） － － －

19年５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。実際の業績等は、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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の8ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
当社は、子会社及び関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

 

 

２．経営方針
(1)会社の経営の基本方針

　当社は、「優秀なエンジニアを九州福岡から輩出し、最高のサービスを顧客に提供することにより、ＩＴ技術を文化

として広く世界へ伝達する」という企業理念のもと、 九州一円より若く活力のある人材を採用し当社独自のＩＴ専門

教育を施しＩＴエンジニアを育成することに日々取り組んでおります。

　今後もＩＴエンジニアの育成を通じて、企業価値の向上に努めると共に、九州福岡の人的価値の向上及び地域経済の

発展に寄与することを目指したいと考えております。

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する配当での利益還元を経営の重要課題と位置づけております。しかしながら、社歴の浅い当社と

いたしましては、収益基盤の強化・財務安全性の確保と積極的な事業展開に備えるために、内部留保の充実を優先する

ことを基本としてまいりました。

　今後の配当政策としては、事業成長に必要かつ十分な内部留保を維持する政策をとりながら、当社の経営成績及び財

政状態等を総合的に判断し、株主に対し配当での利益還元を積極的に実施していく方針であります。

 

(3)目標とする経営指標

　当社は、ＩＴエンジニアに特化した人材の提供を行っており、通常の派遣会社とは異なり、高い収益性と人材の定着

率で業績を伸ばしていくのが特徴です。収益指標的には売上総利益率を当社の事業の中心となるＳＥＳ事業で32％、Ｓ

Ｉ事業・ネットワーク事業では30％・35％をそれぞれ目標にしております。その結果、売上高経常利益率で年率５％を

目標とし、一層収益性の向上に努めていく所存です。

 

(4)中長期的な会社の経営戦略

　当社は、企業価値を向上させる中長期的な経営戦略として、優秀なＩＴエンジニアの確保及び育成、ＩＴエンジニア

の価値向上、ＩＴエンジニアの定着化が重要であると認識しております。現在、福岡県福岡市を中心にＩＴエンジニア

の育成を行っておりますが、北部九州を中心に拠点展開を行い、他地域でのＩＴエンジニアの確保及び育成を手がけて

いきます。同時に、顧客ニーズの高い各種資格の取得の推進を図り、ＩＴエンジニアの価値向上に努め、量と質の両面

で更なる業容の拡大を目指してまいります。

　また、ＳＥＳ事業及びＳＩ事業の営業力の強化に注力することで、福岡県福岡市や他地域での頑強な経営基盤の確立

を目指す方針であります。

 

(5)会社の対処すべき課題 

　当社の主要事業であるＳＥＳ事業及びＳＩ事業を取り巻く情報サービス業界を全般的にながめますと、競争激化の傾

向にあります。当社が優位性を確保するためには、以下のような課題に対処していく必要があると考えています。

 

 ①人材の確保

 当社の主要事業であるＳＥＳ事業及びＳＩ事業においては、技術の高度化やシステムの複雑化に対応できる優秀

な人材の確保が必要であると認識しております。

 当社は、このような課題に対処するために、採用の強化、教育の強化、人材の流出防止に努める方針であります。

採用の強化に関しましては、求人広告や学校、ハローワーク訪問の積極化、ホームページの充実等に積極的に取り

組んでまいります。教育の強化に関しましては、講師の拡充、ニーズの高い先端技術やコミュニケーション能力の

研修カリキュラムへの取り込み等に取り組んでまいります。人材の流出防止に関しましては、報酬制度の改善、福

利厚生の充実、交流イベント等の全社的なコミュニケーションの推進・積極化等に取り組んでまいります。

 

 ②営業・採用地域の拡大

 当社は、現在、福岡県福岡市を中心に営業・採用活動を行っているため、地域依存リスクが高く、今後の収益拡

大が限定的になる可能性があると認識しております。

 当社は、このような課題に対処するために、今後は、その他の九州主要地域への拠点拡大、さらには九州以外の

国内主要地域への拠点拡大及び営業・採用活動の強化に取り組んでいく方針であります。
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③プロジェクト管理の強化

 当社のＳＩ事業においては、顧客の要求する品質・性能のソフトウェアを定められた期日に納める必要があるた

め、当社内での生産工程の非効率化や工程遅延により、プロジェクト（案件）の採算性が悪化する可能性があると

認識しております。

 当社は、このような課題に対処するために、過去の失敗事例やノウハウを蓄積したマニュアルの閲覧・徹底、見

積りの精度向上、全社的な進捗会議の開催頻度の増加等により、プロジェクト管理の強化に取り組んでいく方針で

あります。

 

④採算性の高い案件の獲得

 当社の主要事業であるＳＥＳ事業とＳＩ事業では、後者の方が、上記③の採算性悪化リスクはあるものの、当社

内での生産性を高めることで、前者以上に高い利益率を確保できる可能性があるだけでなく、リーダークラスのＩ

Ｔエンジニア育成に良好な影響を与えると考えております。したがって、今後の企業価値向上のためには、後者の

案件も積極的に取り込んでいく必要があると認識しております。

 当社は、このような課題に対処するために、ＳＥＳ事業にて顧客先で常駐しているＩＴエンジニアに対し営業意

識を醸成することにより、ＳＩ事業の社内開発案件の獲得を推進していく方針であります。

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経営成績及び財政状態
(1)経営成績

　当中間会計期間における我が国経済は、堅調な内需の拡大や、企業収益の改善に伴う設備投資の増加も相まって、雇

用環境にも改善が見られました。

　しかしながら、当社の属する情報サービス業界におきましては、全般的な民間企業の収益改善を受け、広範な分

野・業種で設備投資の活性化の兆しがみられる一方、海外への開発委託（オフショア開発）等のＩＴ投資に対するコ

スト削減の動きもあり、依然厳しい状況となっております。

　このような環境の中、当社では、主力であるＳＥＳ事業におきまして、前期末稼動者数152名から170名に増加し、地

元企業を中心に約63社と取引を行い、引き続き業容の拡大、収益性の向上に取り組んでおります。

　またＳＩ事業におきましても、既存顧客を中心に堅調に受注し、売上総利益率46.9％を確保できております。

 

　以上の結果、当中間期会計期間における当社売上高は469,941千円、売上総利益160,746千円、営業利益 22,683千円、

経常利益6,814千円、中間純利益2,637千円となりました。

　当期間の売上高を事業別にみますと、ＳＥＳ事業は451,803千円、ＳＩ事業は14,035千円、その他事業は4,102千円と

なりました。

 

　なお、当中間会計期間は中間財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。（以下

「(2)財政状態」「５．生産、受注及び販売の状況」においても同じ。）

 

(2)財政状態

 ①資産・負債・純資産の状況

 （資産）

資産合計は400,179千円（前事業年度比119,649千円増）となりました。

　主に流動資産において、現金及び預金の増加（同113,718千円増）によるものですが、これは新株発行による払

込金によるものであります。

 

 （負債）

負債合計は91,312千円（前事業年度比56,747千円減）となりました。

　流動負債については、主に買掛金の減少（同4,657千円減）及び未払法人税等の減少（同5,578千円減）により

91,312千円（同15,028千円減）となりました。

　固定負債については、新株引受権付社債の償還による減少（同36,000千円減）、長期借入金の返済による減少
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（同5,359千円減）により当中間会計期間末においては残高はありません。

 

 （純資産）

　純資産合計は308,867千円（前事業年度比176,037千円増）となりました。

　増加の要因は、新株の発行に伴う173,400千円の増加及び中間純利益の2,637千円によるものであります。

 

 ②キャッシュ・フローの状況

　当中間期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、229,688千円と前期末に比較し、113,718

千円増加しております。

　　当中間期会計期間におけるキャッシュ・フローの状況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）

営業活動の結果得られた資金は5,691千円となりました。これは、税引前中間期純利益7,042千円、売上債権の減

少額3,274千円、たな卸資産の増加額4,818千円及び仕入債務の減少額4,657千円等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）

　投資活動の結果使用した資金は6,559千円となりました。これは、固定資産の取得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）

財務活動の結果得られた資金は114,586千円であります。これは借入金の返済7,613千円と株式公開関連費用の支

払11,327千円はあるものの、株式の発行による収入133,526千円によるものであります。
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(3)事業等のリスク

　以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載していま

す。また、当社としては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、重要と考え

られる事項については投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。

　当社はこれらのリスクの発生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すが、本株

式に関する投資判断は、以下の記載事項以外を慎重に判断した上で行われる必要があると考えられます。

　なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日（平成19年１月15日）現在において当社が判断したものであります。

 ①当社の事業について

 （人材の確保について）

当社の主要事業であるＳＥＳ事業及びＳＩ事業においては、ＩＴエンジニアによる役務及び生産活動が収益の源

泉となっており、人材の採用、育成及び流出防止が重要な課題であると考えております。当社におきましては、採

用活動の積極化、研修カリキュラムの充実、全社的なコミュニケーションの積極化等に取り組む方針でありま

す。

　しかしながら、他の業界への人材流出等の雇用環境の変化があった場合、当社が求める人材が計画どおり採用で

きなかった場合、又は、採用した人材が育成できず収益への寄与が計画どおりでなかった場合等は、当社の業績に

影響を与える可能性があります。

 

 （拠点拡大の事業戦略について）

当社は、現在、福岡県福岡市に本社及び研修センターを設置しておりますが、今後の事業戦略としては、その他

の九州主要地域等への研修センターの拡大により、採用・教育・営業の強化を行う計画であります。

　しかしながら、計画どおりに研修センターの設置が行えなかった場合、又は、設立後、計画どおりに採用・教

育・営業が行えなかった場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

 （受託開発プロジェクトにおける採算性について）

当社のＳＩ事業は、顧客の要求する品質及び性能のソフトウェアを定められた期日に納めることで収益を得る事

業であります。当社は、過去において、受注金額の見積りの精査が不十分であったケース、社内生産工程での管理

が不十分であったケースがあり、平成17年５月期の当該事業の売上総利益は１百万円の損失となっております。そ

の後、平成18年５月期以後におきましては、見積り精度の向上やプロジェクト管理の徹底に取り組むことで、当該

事業は黒字転換しました。

  しかしながら、技術の高度化やシステムの複雑化、又は、当社のプロジェクト管理の不徹底等により、当社の採

算性の悪化及び顧客からの信用失墜等があった場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

 （事業環境について）

当社の主要事業であるＳＥＳ事業及びＳＩ事業をとりまく情報サービス業界においては、インターネットや携帯

電話等の通信インフラの整備・進展も背景とし、企業戦略におけるシステム投資の重要性の認識・意欲は高く、依

然、底堅い潜在需要に支えられていると考えております。しかしながら、近年におきましては、短期的な景気悪化、

業界内での競争激化に伴い、価格引下げの動きもありました。また、技術の高度化、システムの複雑化に伴い、と

りわけ優秀な技術者の慢性的不足という状況も顕著化しております。当社はこのような外部環境のもと、価格面、

技術面等での顧客満足度を高めるべく、コスト構造の改善や技術の研鑽に取り組んでおります。

　しかしながら、今後、景気悪化等によるシステム投資需要減少による不稼働人員の増大、あるいは価格面、技術

面等での優位性の高い他社の台頭等があった場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

 ②法的規制について

 （労働者派遣法について）

当社の主要事業であるＳＥＳ事業の一般労働者派遣での派遣登録者の派遣について、「労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下、「労働者派遣法」という。）」の規制対象で

あり、厚生労働大臣より一般労働者派遣事業の許可を受けなければ、派遣登録者の当該派遣事業を営むことができ

ません。当社は、平成12年12月１日より一般労働者派遣事業の許可を得ており、当該許可の次回更新時期は平成20

年11月30日であります（許可・指定番号：般40-01-0197）。

　しかしながら、今後、派遣業種の変更等の法改正があった場合、又は、欠格要件に抵触することにより許可取り

消し等があった場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

 （社会保険の加入について）
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当社は、従業員、契約社員、派遣登録者及び研修における有償の奨学生を多く擁しており、社会保険制度の遵守

の徹底に取り組んでおります。現在の社会保険加入対象者の加入率は100％であります。

　しかしながら、今後、社会保険料率や加入対象範囲等の改定があった場合は、当社の業績に影響を与える可能性

があります。
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 ③その他

 （個人情報の保護について）

平成17年４月１日の個人情報保護法の施行も契機とし、様々な業種において個人情報の管理が重要視されるよう

になりました。人材ビジネスを主要事業とする当社におきましても、個人情報の厳重な管理に取り組むとともに、

プライバシーマークの取得も目指しております。

　しかしながら、故意、過失等による個人情報の漏洩の発生により、社会的信用の失墜や損害賠償等があった場合

は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

 （顧客の機密情報の管理について）

当社の主要事業であるＳＥＳ事業やＳＩ事業においては、リリース前のシステム製品の企画・設計情報や導入技

術に関する情報を入手したり、顧客が保有する個人情報を取り扱う可能性があります。当社では、従業員、契約社

員及び派遣登録者からの誓約書の徴求、外注会社との契約における機密情報の取扱いに関する定め等により、これ

らの顧客の重要な機密情報の取扱いに細心の注意を払っております。

　しかしながら、故意、過失等による情報漏洩の発生により、顧客からの信用失墜や損害賠償請求等があった場合

は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

（特定人物への依存について）

当社代表取締役社長の上野英理也は、事業戦略の立案、営業の推進、各種業務管理等、当社経営の多岐にわたる

部分で役割は大きく、依存度は高いものとなっております。当社では、権限委譲や経営陣の育成等を推進すること

で、上野英理也に過度に依存しない経営体制の構築を目指しております。

　しかしながら、離職や疾病等、何らかの理由により同人の職務執行等が困難となった場合は、当社の業績に影響

を与える可能性があります。

 

（株式の希薄化について）

当社は、士気高揚、業績向上等を目的として、当社の取締役、監査役、従業員等に対して、インセンティブプラ

ンとしての新株予約権を発行しております。本書提出日（平成19年１月15日）現在、新株予約権の未行使分である

潜在株式は820株、発行済株式総数4,468株に対する割合は18.35％となっております。

  今後これらの潜在株式が顕在化することにより、当社株式の価値の希薄化が発生するほか、株式売買の需給環境

や当社の株価形成に影響を与える可能性があります。

 

(4)通期の見通し

　わが国の経済は、企業収益の改善し、設備投資の増加するなど、堅調に景気が回復すると考えられます。また、雇用

環境についても、完全失業率の改善がみられるなど、緩やかな回復基調が続いております。

　しかしながら、当社の属する情報サービス業におきましては、開発技術の高度化・システムの複雑化に加えて、海外

への開発委託（オフショア開発）等のＩＴ投資に対するコスト削減の動きが見られ、競争激化の流れが続くものと予想

されます。

　このような状況のもと、当社は、顧客満足度の高い優秀なＩＴエンジニアの育成を継続的に行うことが、各事業の拡

大に繋がると考えておりますので、平成18年６月に福岡研修センターの増床を行っております。また、研修カリキュラ

ムの充実及び育成人数の増加を目的として、専任講師の拡充を図っております。

　ＳＥＳ事業においては、福岡県福岡市を中心に、既存顧客の拡大及び新規顧客の開拓に努めるとともに、次の事業展

開を見据えた北部九州の主要都市への新規開拓を予定しており、更なる営業基盤の拡大を図ってまいります。

　ＳＩ事業におきましては、既存顧客から当社の得意分野であるＦＡ（Factory Automation）関連やＷｅｂ関連の案件

を中心に受注活動を行い、収益性の確保に努めてまいります。

　以上のことから、通期（平成18年６月１日～平成19年５月31日）の業績予想といたしましては、売上高1,103百万円、

経常利益56百万円、当期純利益31百万円を見込んでおります。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５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  229,688   115,969   

２．売掛金  118,531   121,806   

３．たな卸資産  12,935   8,117   

４．その他  10,798   11,300   

貸倒引当金  △1,075   △1,562   

流動資産合計   370,878 92.7  255,631 91.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１ 8,082  2.0 4,633  1.7

２．無形固定資産  4,393  1.1 3,442  1.2

３．投資その他の資産        

(1)敷金及び保証金  13,611   13,683   

(2)その他  3,214   3,138   

投資その他の資産合計  16,826  4.2 16,822  6.0

固定資産合計   29,301 7.3  24,898 8.9

資産合計   400,179 100.0  280,529 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  7,435   12,092   

２．短期借入金  ―   826   

３．一年以内返済予定長期借
入金

 ―   1,428   

４．未払費用  53,002   50,631   

５．未払法人税等  6,274   11,852   

６．その他 ※２ 24,600   29,508   

流動負債合計   91,312 22.8  106,340 37.9

Ⅱ　固定負債        

１．新株引受権付社債  ―   36,000   

２．長期借入金  ―   5,359   

固定負債合計   ― ―  41,359 14.8

負債合計   91,312 22.8  147,699 52.7
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当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５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   166,025 41.5  79,325 28.3

２．資本剰余金        

資本準備金  131,725   44,665   

資本剰余金合計   131,725 32.9  44,665 15.9

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  40   40   

(2）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  11,077   8,439   

利益剰余金合計   11,117 2.8  8,480 3.0

株主資本合計   308,867 77.2  132,470 47.2

Ⅱ　新株予約権        

 新株引受権  ―   360   

 新株予約権合計   ―   360 0.1

 純資産合計   308,867 77.2  132,830 47.3

 負債及び純資産合計   400,179 100.0  280,529 100.0
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(2）中間損益計算書

  
当中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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   469,941 100.0  776,606 100.0

Ⅱ　売上原価   309,194 65.8  522,492 67.3

売上総利益   160,746 34.2  254,113 32.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   138,062 29.4  210,977 27.2

営業利益   22,683 4.8  43,135 5.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  ― ―  0 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  15,869 3.3  1,895 0.2

経常利益   6,814 1.5  41,240 5.3

Ⅵ　特別利益 ※３  487 0.1  ― ―

Ⅶ　特別損失  ※４  258 0.1  214 0.0

税引前中間（当期）純利
益

  7,042 1.5  41,026 5.3

法人税、住民税及び事業
税

 4,482   11,852   

法人税等調整額  △77 4,405 0.9 △1,526 10,326 1.3

中間（当期）純利益   2,637 0.6  30,700 4.0
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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６月１日　至　平成18年11月30日）

項目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益
剰余金

平成18年５月31日　残高（千円） 79,325 44,665 44,665 40 8,439 8,480 132,470

中間会計期間中の変動額        

新株の発行 86,700 86,700 86,700 ― ― ― 173,400

新株引受権の行使に伴う新株引受
権の振替

― 360 360 ― ― ― 360

中間純利益 ― ― ― ― 2,637 2,637 2,637

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

86,700 87,060 87,060 ― 2,637 2,637 176,397

平成18年11月30日　残高（千円） 166,025 131,725 131,725 40 11,077 11,117 308,867

項目

新株予約権

純資産合計
新株引受権 新株予約権合計

平成18年５月31日　残高（千円） 360 360 132,830

中間会計期間中の変動額    

新株の発行 ― ― 173,400

新株引受権の行使に伴う新株引受
権の振替

△360 △360 ―

中間純利益 ― ― 2,637

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△360 △360 176,037

平成18年11月30日　残高（千円） ― ― 308,867
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前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

 項目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金合
計

繰越利益
剰余金

平成17年５月31日　残高（千円） 69,825 34,975 34,975 40 △22,260 △22,220 82,579

事業年度中の変動額        

新株の発行 9,500 9,500 9,500 ― ― ― 19,000

新株引受権の行使に伴う新株引受
権の振替

― 190 190 ― ― ― 190

当期純利益 ― ― ― ― 30,700 30,700 30,700

事業年度中の変動額合計（千円） 9,500 9,690 9,690 ― 30,700 30,700 49,890

平成18年５月31日　残高（千円） 79,325 44,665 44,665 40 8,439 8,480 132,470

 項目

新株予約権

純資産合計
新株引受権 新株予約権合計

平成17年５月31日　残高（千円） 550 550 83,129

事業年度中の変動額    

新株の発行 ― ― 19,000

新株引受権の行使に伴う新株引受
権の振替

△190 △190 ―

当期純利益 ― ― 30,700

事業年度中の変動額合計（千円） △190 △190 49,700

平成18年５月31日　残高（千円） 360 360 132,830

メディアファイブ株式会社 － 13 －



(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６月１日
至　平成18年11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６月１日
至　平成18年５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

   

税引前中間（当期）純利
益

 7,042 41,026

減価償却費  1,929 3,190

貸倒引当金の増加（△減
少）額

 △487 307

雑費  456 298

受取利息  ― △0

支払利息及び社債利息  439 1,443

新株発行費  ― 346

株式交付費  4,044 ―

株式公開関連費用  11,327 ―

固定資産除却損  258 214

売上債権の減少（△増
加）額

 3,274 △42,784

たな卸資産の増加額  △4,818 △3,984

 その他資産の減少（△増
加）額

 87 △1,269

 仕入債務の増加（△減
少）額

 △4,657 1,174

未払費用の増加額  2,371 21,563

その他負債の増加（△減
少）額

 △3,348 12,713

小計  17,921 34,241

利息の受取額  ― 0

利息の支払額  △436 △1,438

法人税等の支払額  △11,793 △610

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 5,691 32,192

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

 △4,670 △2,574

無形固定資産の取得によ
る支出

 △1,889 △2,125

敷金及び保証金の支払に
よる支出

 ― △4,028

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △6,559 △8,728

メディアファイブ株式会社 － 14 －



  
当中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11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６月１日
至　平成18年５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

   

短期借入金の純減少額  △826 ―

長期借入金の返済による
支出

 △6,787 △8,197

株式の発行による収入  133,526 18,807

株式公開関連費用の支払
額 

 △11,327 ―

ファイナンス・リース債
務の返済による支出

 ― △276

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 114,586 10,333

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

 113,718 33,797

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 115,969 82,171

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

 ※ 229,688 115,969
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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６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)たな卸資産

①仕掛品

　個別法による原価法によっておりま

す。

(1)たな卸資産

①仕掛品

　同左

 ②貯蔵品

　先入先出法による原価法によってお

ります。

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

　定率法によっております。

　なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、費

用処理しております。

(1)有形固定資産

　　同左

　

 (2)ソフトウェア

　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（５年）に

基づく定額法によっております。

(2)ソフトウェア

　　同左

３．繰延資産の処理方法 (1)新株発行費 

― 

 

(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。

(1)新株発行費 

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 

 ―

４．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、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1)貸倒引当金

　　同左

  ①一般債権

　貸倒実績率法によっております。

①一般債権

　同左

  ②貸倒懸念債権及び破産更生債権

　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。

②貸倒懸念債権及び破産更生債権

　同左　

５．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

６．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引日

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

７．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

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

メディアファイブ株式会社 － 16 －



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

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

 当中間会計期間から、「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１号）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。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より「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）

　当事業年度より、「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132,470千円で

あります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より、「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）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成17年12月27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。

追加情報

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日

至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 （スプレッド方式の公募増資による新株式の発行）

平成18年10月24日を払込期日とする公募増資（ブックビ

ルディング方式）による新株式の発行は、引受証券会社が

引受価額で買取引受を行い、これを引受価額と異なる発行

価格で一般投資家に販売するスプレッド方式によっており

ます。

 スプレッド方式では、発行価格と引受価額との差額11,200

千円が事実上の引受手数料であり、引受価額と同一の発行

価格で一般投資家に販売する従来の方式であれば株式交付

費として処理されていたものであります。

 このため従来の方式によった場合に比べ、株式交付費の

額と資本金及び資本準備金の合計額は、それぞれ11,200千

円少なく計上され、営業利益、経常利益及び税引前中間純

利益は同額多く計上され、中間純利益は6,670千円多く計上

されております。

 

 （外形標準課税制度の適用）

 平成18年10月24日を払込期日とする公募増資を実施し、

資本金が増加したことにより、当中間会計期間から外形標

準課税制度を適用しております。

　前事業年度までその他事業に含めておりました研修サー

ビスについては、前事業年度末をもって有料研修サービス

を終了しております。引続き行っております研修に係る費

用については、当事業年度より販売費及び一般管理費にて

計上し、一部徴収を行っております研修負担金については

研修員給与より控除処理しております。この結果、従来の

方法によった場合に比較して売上総利益は26,824千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影

響はありません。
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当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 これに伴い、当中間会計期間から「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」（企業会計基準委員会実務対応報告第12号　平

成16年２月13日）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は1,732千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前中間純利益は同額減少し、中

間純利益は943千円減少しております。
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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11月30日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　　7,518千円 　※１　有形固定資産の減価償却累計額　　　6,296千円 

  

 ※２　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、流動

負債の「その他」として表示しております。

※２　　　　　　　　　　―

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日

至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１　　　　　　　　　―  ※１　営業外収益の項目

  受取利息 0千円 

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 

 支払利息 28千円 

社債利息 411千円 

 株式公開関連費用 11,327千円 

 株式交付費 4,044千円 

支払利息 363千円 

社債利息 1,080千円 

新株発行費 346千円 

 ※３　特別利益の項目  ※３　　　　　　　　　　―

 貸倒引当金戻入額 487千円   

 ※４　特別損失の項目  ※４　特別損失の項目

 固定資産除却損 258千円 固定資産除却損 214千円 

   ５　減価償却実施額   ５　減価償却実施額

 有形固定資産 1,087千円 

 無形固定資産 813千円 

有形固定資産 1,452千円 

無形固定資産 1,653千円 
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年６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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
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(注) 1,413 2,859 ― 4,272

合計 1,413 2,859 ― 4,272

 (注)　普通株式の半期増加株式数2,859株は、株式分割による増加1,413株、新株引受権の権利行使に伴う新株発行による

増加360株、公募増資に伴う新株発行による増加1,000株及び新株予約権の権利行使に伴う新株発行による増加86株で

あります。

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 該当事項はありません。

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間会計
期間末残高
（千円）

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

提出会社
平成12年12月新株引受権

(注)１、２
普通株式 180 180 360 0 －

 

平成14年７月新株予約権

(注)１、２、３
普通株式 100 100 4 196 －

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

 (注)　１　平成12年12月新株引受権及び平成14年７月新株予約権の当中間会計期間の増加については、株式分割

による増加であります。

 ２　平成12年12月新株引受権及び平成14年７月新株予約権の当中間会計期間の減少は、新株引受権及び新

株予約権の行使によるものであります。

 ３　当中間会計期間末の平成14年７月新株予約権196株については、すべて平成18年12月14日付で行使され

ております。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式(注) 1,033 380 ― 1,413

合計 1,033 380 ― 1,413

 (注)　普通株式の当期増加株式数380株は、新株引受権の権利行使に伴う新株発行によるものであります。
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２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

 該当事項はありません。

 

３．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社
平成12年10月新株引受権

(注)１
普通株式 380 ― 380 ― ―

 

平成12年12月新株引受権

(注)２
普通株式 180 ― ― 180 360

平成14年７月新株予約権

(注)２
普通株式 100 ― ― 100 ―

ストック・オプションと

しての新株予約権
― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― 360

 (注)　１　平成12年10月新株引受権の当事業年度の減少は、新株引受権の行使によるものであります。

 ２　平成12年12月新株引受権、平成14年７月新株予約権は権利行使可能であります。

 ３　新株予約権のうち、従業員等に付与したストック・オプションの内容については、注記事項（ストッ

ク・オプション等関係）に記載しております。

 

 ４．配当に関する事項

該当事項はありません。

（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６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と現金及び預金勘

定は一致しております。

※　現金及び現金同等物の期末残高と現金及び預金勘定は

一致しております。
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（リース取引）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　内容の重要性が乏しく、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におい

て準用する財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により

記載を省略しております。

　内容の重要性が乏しく、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）

当中間会計期間
（平成18年11月30日）

前事業年度
（平成18年５月31日）

 該当事項はありません。 同左

（デリバティブ取引）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日

至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該

当事項はありません。

　同左

（ストック・オプション等関係）

当中間会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

当中間会計期間は付与等していないため、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)ストック・オプションの内容

 
平成14年７月

ストック・オプション
平成18年５月

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社の取締役　　　5名

 当社の監査役　　　1名

 当社の従業員　　 25名

当社の取締役　　1名

ストック・オプション数 普通株式　　100株 普通株式　　400株

付与日 平成14年７月31日 平成18年５月31日

権利確定条件

 権利行使時において当社ならびに当社子

会社の取締役、監査役及び従業員の地位に

あること。ただし、当社ならびに当社子会

社の取締役及び監査役を任期満了により退

任した場合、当社取締役会において認めら

れる場合には、この限りではない。また、

行使期間内に在任または在職中死亡した場

合は、相続人がこれを行使できるものとす

る。

 権利行使時において当社ならびに当社子

会社の取締役、監査役及び従業員の地位に

あること。ただし、当社ならびに当社子会

社の取締役及び監査役を任期満了により退

任した場合、当社取締役会において認めら

れる場合には、この限りではない。

対象勤務期間
 ２年間（自平成14年７月31日

至平成16年７月31日）

 ３年１ヶ月間（自平成18年５月31日　至

平成21年６月30日）

権利行使期間  権利確定後５年以内  権利確定後10年以内

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。
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①　ストック・オプションの数

  
平成14年７月

ストック・オプション
平成18年５月

ストック・オプション

権利確定前 （株）   

前事業年度末  ― ―

付与  ― 400

失効  ― ―

権利確定  ― ―

未確定残  ― 400

権利確定後 （株）   

前事業年度末  100 ―

権利確定  ― ―

権利行使  ― ―

失効  ― ―

未行使残  100 ―

(注) 平成14年７月ストック・オプション未行使残のうち48株については退職した役員及び従業員の新株予約権であり

ますが、平成18年８月18日開催の取締役会決議により消却を行っております。

 

 ②　単価情報

  
平成14年７月

ストック・オプション
平成18年５月

ストック・オプション

権利行使価格 （円） 200,000 200,000

単位当たりの本源的価値（付与日） （円） ― 0
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２．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の見積方法

収益還元方式と時価純資産方式の折衷法により算定した自社の株式評価額から行使価格を控除して算定して

います。

 ３．ストック・オプションの当事業年度末における本源的価値の合計額　　0円

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ています。

５．財務諸表への影響額

 当事業年度における財務諸表への影響はありません。

（持分法損益等）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 当社は関連会社がありませんので、該当事項はありませ

ん。

同左
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（１株当たり情報）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 72,300円48銭

１株当たり中間純利益 831円94銭

潜在株式調整後

1株当たり中間純利益
774円52銭 

１株当たり純資産額 93,751円18銭

１株当たり当期純利益 24,482円02銭

　当社は、平成18年７月16日付で株式１株につき２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

の前事業年度における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 46,875円59銭

１株当たり当期純利益 12,236円13銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、新株引受権及び新株予約権の残高はあります
が、前事業年度においては当社株式は非上場であり、
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。

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であり、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。
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　（注）１　１株当たり純資産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

（平成18年11月30日）
前事業年度

（平成18年５月31日）

中間貸借対照表（貸借対照表）の純資産の部

の合計額（千円）
308,867 132,830

普通株主に係る純資産額（千円） 308,867 132,470

中間貸借対照表（貸借対照表）の純資産の部

の合計額と１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式に係る中間期末（期末）の純

資産額との差額

（千円）

― 360

（うち新株引受権） ― (360)

普通株式の発行済株式数（株） 4,272 1,413

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数（株）
4,272 1,413

２　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たりの中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下

のとおりであります。

 
当中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 2,637 30,700

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
2,637 30,700

期中平均株式数（株） 3,170 1,254

   

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益金額
  

中間（当期）純利益調整金額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） 235 ―

（うち新株引受権） (11) ―

（うち新株予約権） (224) ―

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

― 　第２回無担保分離型新株引受権付

社債（新株引受権の残高　36,000千

円）及び新株予約権の数２種類600

個。
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（重要な後発事象）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 １．新株予約権の行使に伴う新株の発行

 平成18年12月14日付で新株予約権が行使され、株式

数等が次のとおり増加しております。

平成14年７月31日発行の新株予約権の行使

①新株予約権の行使により発行した株式の種類、数

及び１株当たりの発行価格

普通株式　196株　100,000円

②新株予約権の行使により発行した株式の発行価額

の総額

１．株式分割

平成18年６月22日開催の取締役会において、次のとお

り株式分割を行うことを決議し、平成18年７月16日付

で株式１株につき２株の株式分割を行っております。

(1)目的

株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図るこ

とです。

(2)分割の方法

19,600千円

③新株予約権の行使により発行した株式の資本組入

額

9,800千円

④新株式の配当起算日

平成18年７月15日最終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数1,413株に対し、１株につき２株

の割合をもって株式分割いたします。

(3)分割により増加する株式数

普通株式　　1,413株

平成18年12月１日 (4)株式分割の日

平成18年７月16日

 (5)配当起算日

平成18年６月１日

 (6)当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報及び当期首

に行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になり

ます。

 前事業年度 当事業年度

１株当たり
純資産額

39,970円93銭
１株当たり
純資産額

46,875円59銭

１株当たり
当期純利益

4,562円81銭
１株当たり
当期純利益

12,236円13銭

なお、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益について
は、新株引受権及び新株予
約権の残高はありますが、
当社株式は非上場であり、
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。

同左
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当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 

 

 

２．新株予約権及び新株引受権の行使に伴う新株の発行

平成18年８月16日付で新株予約権及び新株引受権が行

使され、株式数等が次のとおり増加しております。

 

 

 

 

(1)平成14年７月31日発行の新株予約権の行使

①新株予約権の行使により発行した株式の種類、数

及び１株当たりの発行価格

普通株式　86株　100,000円

 

 

 

②新株予約権の行使により発行した株式の発行価額

の総額

8,600千円

 

 

 

③新株予約権の行使により発行した株式の資本組入

額

4,300千円

 

 

④新株式の配当起算日

平成18年６月１日

 

 

(2)第２回無担保分離型新株引受権付社債に係る代用

払込による新株引受権の行使

 

 

 

①新株引受権の行使により発行した株式の種類、数

及び１株当たりの発行価格

普通株式　54株　100,000円

 

 

 

②新株引受権付社債の減少額及び新株引受権の行使

により発行した株式の発行価額の総額

5,400千円

 

 

 

③新株引受権の行使により発行した株式の資本組入

額

2,700千円

 

 

 

④新株式の配当起算日

平成18年６月１日
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５．生産、受注及び販売の状況
 (1)生産実績

 　当中間期の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

当中間期会計期間

 （自　平成18年６月１日

至　平成18年11月30日）

前年同期比（％）

 ＳＥＳ事業（千円） 298,345 ―

 ＳＩ事業（千円） 7,445 ―

 その他事業（千円） 3,403 ―

合計 309,194 ―

　（注）１．上記の金額は売上原価によっております。

　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．その他サービスについては、ネットワークセキュリティ製品のサポート窓口業務請負、サーバ提供及び保守・

運用サービスの金額を記載しております。

 (2)受注状況

 当中間期の受注状況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

当中間期会計期間 

 （自　平成18年６月１日

 至　平成18年11月30日）

受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％）

 ＳＥＳ事業（千円） 427,883 ― 174,810 ―

 ＳＩ事業（千円） 9,275 ― 4,800 ―

 その他事業（千円） 2,687 ― 716 ―

合計 439,845 ― 180,326 ―

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．その他事業については、ネットワークセキュリティ製品のサポート窓口業務請負、サーバ提供及び保守・運

用サービスの金額を記載しております。
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 (3)販売実績

 当中間期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

当中間期会計期間

 （自　平成18年６月１日

 至　平成18年11月30日）

前年同期比（％）

 ＳＥＳ事業（千円） 451,803 ―

 ＳＩ事業（千円） 14,035 ―

 その他事業（千円） 4,102 ―

合計 469,941 ―

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 ２．その他の事業については、ネットワークセキュリティ製品のサポート窓口業務請負、サーバの提供及び保守・

運用サービスの金額を記載しております。

３．当中間会計期間の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は、次のとおりであ

ります。

相手先

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

金額（千円） 割合（％）

九州日本電気ソフトウェア株式会

社
52,787 11.2

　（注）　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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