
 

―   ― 1 

平成 19年 5月期              中間決算短信（連結）        

      

平成19年1月25日 

上 場 会 社 名        株式会社フレームワークス           上場取引所  東京証券取引所（東証マザーズ） 

コ ー ド 番 号        3740                    本社所在都道府県 静岡県 

（URL http://www.frame-wx.com/） 

代 表 者  代表取締役社長 氏名 田中 純夫 

問合せ先責任者  取締役     氏名 石神 成夫   ＴＥＬ(054) 286 - 5411 

決算取締役会開催日  平成 19年 1月 25日 

米国会計基準採用の有無   無 

 

１． 平成 18年 11月中間期の連結業績（平成 18年 6月 1日～平成 18年 11 月 30 日） 

（1）連結経営成績     （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 

 

18年11月中間期 

17年11月中間期 

百万円

1,761 

661 

％ 

(166.2) 

 ―  

  百万円 

△323 

△262 

 ％ 

―  

―  

百万円 

△361 

△269 

％ 

―  

―  

18年5月期 2,115  △639  △669  

 

 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 

 

18年11月中間期 

17年11月中間期 

百万円

△375 

△174 

％  

―  

―  

円  

△5,637 

△2,682 

銭  

36 

98 

円  

― 

― 

銭  

― 

― 

18年5月期 △901  △13,788 71 ― ― 

（注）①持分法投資損益       18年11月中間期  ―百万円  17年11月中間期  ―百万円  18年5月期  ―百万円 

②期中平均株式数（連結）  18年11月中間期    66,688株  17年11月中間期  65,126株  18年5月期  65,355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 

 

（2）連結財政状態     （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 

 

18年11月中間期 

17年11月中間期 

百万円 

3,273 

2,177 

百万円 

454 

1,328 

％ 

12.0 

61.0 

円 

5,894 

20,389 

銭 

05 

83 

18年5月期 2,906 906 26.6 11,584 55 

（注）期末発行済株式数（連結）  18年11月中間期  66,688株  17年11月中間期  65,162株  18年5月期  66,688株 

 

（3）連結キャッシュ･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 

現金および現金同等物 

期 末 残 高         

 

18年11月中間期 

17年11月中間期 

百万円 

△257 

△231 

百万円 

△47 

△652 

百万円 

781 

154 

百万円 

711 

267 

18年5月期 △581 △1,673 1,493 234 

（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数  5社  持分法適用非連結子会社  ―社  持分法適用関連会社数  ―社 

（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結 （新規）―社 （除外）―社     持分法 （新規）―社 （除外）―社 

 

２．平成19年5月期の連結業績予想(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 

 

通 期 

百万円 

4,400 

百万円 

△35 

百万円 

△74 

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期) △1,109円 64銭   

 

＊上記の予想は、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、不確実性を含んでおります。実際の

業績は、今後様々な要因により、予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は添付

資料10ページの「通期の見通し」をご参照下さい。 
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（添付資料） 
 

１．企業集団の状況 

発表日現在、当社グループは、当社（株式会社フレームワークス）、連結子会社5社（北京飛龍日恒科技

有限公司、株式会社日本ビジネスクリエイト、株式会社シーエスシステムズ、C.S.Factory Co.,Ltd.、ＡＧ

インベストメント1号投資事業組合）および非連結子会社1社（マトリックス・ＦＷＸ投資事業組合）により

構成されております。 

当社グループでは、サプライチェーンやロジスティクスに資することを主な目的として、物流センター管

理システムをはじめとする自社開発ソフトウェアの提供、システム・インテグレーション、コンサルティン

グ・サービス等を併せて提供しており、これらソリューション提供を事業展開しております。 

なお、事業の主要品目により次の3品目に区分しております。 

品目名 主要品目 

サプライチェーン・ロジスティ
クスソリューション 

■システム・インテグレーション 
・ソフトウェアの修正・追加および他システムとの連携に関わる設計・開発・導入作業全般 

■コンサルティング・サービス 

・物流業務の調査、分析、指導およびシステム化に関わるコンサルティング 
・SCMの企画やビジネスプロセス改善提案等を主力とした経営コンサルティング 

・その他業務の調査、分析、指導および情報システム化に関わるコンサルティング 

ソフトウェアライセンス 

■パッケージライセンス 
・ソフトウェアのライセンス販売および保守サポート 

■パートナーライセンス 

・パートナー制度に基づく、ソース公開・教育およびサポート 

ハードウェア・ソフトウェア 

プロダクトセールス 
・他社製ソフトウェアおよび機器（サーバー等）の販売並びにそれらに関わる付帯サービス 

 

当中間連結会計期間における当社の関係会社は、次のとおりであります。 

名称 住所 
資本金又は

出資金 

（千円） 

主要な事業の内容 
議決権の所有

割合又は被所

有割合(％) 

関係内容 

（連結子会社）      

北京飛龍日恒科

技有限公司 
中国北京市 US$150,000 

サプライチェーン・ロジスティク

スソリューション 
ソフトウェアライセンス 

ハードウェア・ソフトウェアプロ

ダクトセールス 

66.7  

パッケージシステムの販売 

開発業務の外注取引 
役員の兼任２名 

㈱日本ビジネス 

クリエイト 

東京都 

千代田区 
150,000 

サプライチェーン・ロジスティク

スソリューション 
86.1  

コンサルティング業務の外

注取引 

役員の兼任１名 

㈱シーエスシ 

ステムズ 
東京都中央区 10,000 

サプライチェーン・ロジスティク

スソリューション 

ソフトウェアライセンス 
ハードウェア・ソフトウェアプロ

ダクトセールス 

51.0  
開発業務の外注取引 

役員の兼任１名 

C.S.Factory 

Co.,Ltd. 

ベトナムホー

チミン市 
US$100,000 

サプライチェーン・ロジスティク

スソリューション 

100.0  

(100.0) 
開発業務の外注取引 

ＡＧインベスト

メント１号投資
事業組合 

東京都港区 125,171 投資事業組合 99.9  ― 

（非連結子会社）      

マトリックス・

ＦＷＸ投資事業
組合 

東京都港区 68,900 投資事業組合 94.3  ― 

（注）①主要な事業の内容には、事業の品目名を記載しております。 

②議決権の所有割合の（ ）は間接所有割合であり、株式会社シーエスシステムズが所有している株式であります。 

③ＡＧインベストメント1号投資事業組合およびマトリックス・ＦＷＸ投資事業組合は、当社の事業展開上、高い付加価値を有

するビジネスを展開している企業を中心に投資を行うものであり、いずれも業務執行組合員が投資判断や運営を行います。当

社は、これらの企業の成長を支援すると共に、出資先企業との業務的な連携により、当社グループの事業領域の補完や新ビジ

ネス展開等のシナジー効果を目指して出資をしております。 
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以上を事業系統図によって示しますと概ね次のとおりとなります。 

 

 

 

（注） 上記に加え、ＡＧインベストメント1号投資事業組合およびマトリックス・ＦＷＸ投資事業組合が、その出資比率等から当社

の子会社に該当しますが、これらはいずれも投資事業組合であることから、本事業系統図には記載しておりません。 

 
 

当 
 
 

 

社 

顧 
 
 

 

客 

（連結子会社） 

㈱日本ビジネスクリエイト 

（連結子会社） 

㈱シーエスシステムズ 

システム・インテグレーション 

コンサルティング・サービス 
パッケージライセンス 

他社製ソフトウェアおよび機器の販売、その他 

（コンサルティング業務の外注） コンサルティング・サービス 

（海外連結子会社） 

C.S.Factory Co.,Ltd. 

（海外連結子会社） 

北京飛龍日恒科技有限公司 

（開発業務の外注） 

システム・インテグレーション 
パッケージライセンス 

他社製ソフトウェアおよび機器 

の販売など 

（開発業務の外注） 

システム・インテグレーション （開発業務の外注） 

（開発業務の外注） 

システム・インテグレーション 

コンサルティング・サービス 
パッケージライセンス 

他社製ソフトウェアおよび機器 

の販売など 

（パッケージシステムの販売） 

ＳＩパートナー 

販売パートナー 

パートナーライセンス 

パッケージライセンス 

パートナーライセンス 

パッケージライセンス （当社システムの代理販売） 

（当社システムを活用した 

ソリューション提供） 
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

物流とは、原材料の調達から、製品の生産、消費者への販売に至るまでの“モノの流れ”であり、社会、

産業、生活すべてを支える基盤・ライフラインであると言えます。 

近年、製品の多品種化・製品サイクルの短期化・流通経路の多様化などが進む中、市場の需要に対して必

要な量だけを供給するというロジスティクス①の概念は、コスト低減や経営資源の有効活用だけではなく、

企業の競争力に直結する戦略的課題として重要視されています。 

加えて、原材料の価格高騰が続く中、業界再編や環境規制対応、アジア系企業の台頭など企業を取り巻く

環境は大きく変容しており、コスト競争力の強化や経営資源の有効活用、短納期化に寄与するロジスティク

ス改革の機運は高まってきているものと言えます。また、企業のコンプライアンスや内部統制が重要性を増

す中、企業間取引を仲立ちする物流活動を適切に管理するということは、今後、重要な焦点になってくるも

のと思われます。 

ロジスティクスやサプライチェーンマネジメント②（Supply Chain Management、以下「SCM」という。）

を構築・実現するためには、調達・生産・流通・販売・消費それぞれに存在する在庫データ・受発注デー

タ・決済データ等の莫大な情報の収集・加工・伝達が必要となります。これら迅速な情報収集と情報加工、

情報伝達を実現するためには、基幹系システム（ERP）③、実行系システム④、計画系システム⑤といわれる情

報システムの活用と連携が極めて重要となります。 

当社は、ロジスティクスやSCMの構築・実現において重要なシステムの一つであり、実行系システムの中

核をなす物流センター管理システム⑥（WMS:Warehouse Management System、以下「WMS」という。）を自社

開発しており、WMSをはじめとした実行系システムの提供を主たる事業として行っております。また、顧客

の要件に応じたシステムの修正・追加・開発、メンテナンス・サポート、物流業務のプロセス改善提案や物

流戦略の企画提案を行うコンサルティング・サービス等、先端のIT技術や管理手法を応用した付加価値の高

いソリューションを提供しております。 

当社の経営理念は「社会、産業、生活の基盤であり、ライフラインである物流システムを、卓越した業務

ノウハウと最新情報化技術の応用により、構築し維持することを通して社会に貢献する」であります。また、

事業活動を通してロジスティクスの高度化に資すること、安全な社会環境の基盤を作ること、省エネルギ

ー・CO2削減など地球環境問題の解決に貢献することを地域社会に対する責任として考えております。 

当社は、ソリューションプロバイダーとして常に先端のIT技術に通じるとともに、顧客のニーズを先取り

した高付加価値のサービスの提供に継続的に努めることで、顧客企業の競争力向上に貢献するとともに、社

会環境・地球環境の持続可能な発展に貢献していきたいと考えております。 

 

（用語解説） 

①ロジスティクス 

市場が必要とする量を生産し、あるいは仕入れ、必要量だけ市場に配置し、売れた分を必要量だけ補充するという仕組みをマネジ

メントすること。物流の上位概念。 

②サプライチェーンマネジメント 

企業や組織の壁を越えた“モノの流れ”を一つのビジネスプロセスとして捉え、経営資源や情報を共有し、全体の最適化を目指し

てプロセスの無駄を徹底的に削減するマネジメント手法。 

③基幹系システム（ERP） 

全社的な活動の根幹となるシステム。生産管理システム、販売管理システム、財務会計システム、人事給与システムなどから構成

される。これらを統合的に管理するパッケージシステムをERPと呼び、大企業を中心に導入する企業が増加している。 

④実行系システム 

商品や部品などの実物フロー管理を担うシステム。物流センター管理システム、輸配送管理システム、輸出入管理システム、機器

制御システム等。 

⑤計画系システム 
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POSデータなどの需要情報をもとに需要予測を行い、生産、輸配送等各種計画の修正に繋げることを目的としたシステム。 

⑥物流センター管理システム 

物流活動において生産・保管・供給の結節点となる物流拠点（物流センター）の在庫管理・情報管理・作業支援を行うシステム。

在庫情報をリアルタイムに把握することにより、過不足のない調達販売に寄与する。SCMやロジスティクスの構築・実現において

重要なシステムの一つ。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は株主への利益還元を重要な経営課題と認識しております。そのため、各期の経営成績や将来への事

業展望等を勘案して利益に見合った配当を検討していく方針であります。しかしながら現在におきましては、

事業基盤の強化を主たる目的として内部留保の充実を優先しているため、配当を実施しておりません。 

なお、会社法施行後、配当に関する回数制限が撤廃されましたが、現時点においては四半期配当の実施に

関して特段の変更を予定しておりません。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

投資単位の引き下げに関しましては、株式の流動性向上および株主層拡大に寄与する有用な施策であると

考えておりますが、株価水準、株主数、株式の流動性および費用対効果等を勘案し、慎重に検討していきた

いと考えております。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、企業規模の観点から成長途上の段階にあると認識しております。そのため、中長期的な売上高の

成長、収益性の向上を重視すべき経営指標として掲げ、企業価値の最大化を目指してまいります。 

当面の課題としては、当社およびグループ各社の事業基盤の安定と収益性の向上を目標としており、既存

事業の強化を図るとともにグループ全体のコスト削減に努めてまいります。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

当社および当社グループは、以下の骨子・基本方針のもと、経営戦略を展開してまいります。 

① 事業基盤 

当社および当社グループにおいては、事業基盤の確立が最重要課題であると考えております。具体的に

は、既存事業の強化を図るとともにグループ全体のコスト削減に努め、事業基盤の安定と収益性の向上を

実現することであります。 

当社および当社グループは、事業の採算性・成長性・必要性を厳しく精査して不採算資産の整理や事業

費用の削減に継続的に取り組むとともに、限られた経営資源である人材、設備、資金、ノウハウを無駄な

く活用して、経営の効率性を高めてまいります。 

② 事業体制（組織・人材） 

当社および当社グループの従業員数（平成18年11月末日現在）は、当社が151名、当社グループが278名

と小規模な組織であり、内部管理体制、生産体制、営業体制、研究開発体制も組織規模に応じたものとな

っております。 

当社および当社グループは、小規模企業として効果的かつ効率的な経営を行うために、シンプルかつ機

能的な事業体制の構築に取り組んでまいります。 

③ 製品・サービス 

ソリューションプロバイダーである当社にとって、製品・サービスの継続的な拡充は重要な課題であり

ます。先端のIT技術や管理手法に精通する一方で顧客の視点を欠くことなく市場のニーズに常に対応し、
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市場ニーズの半歩先を行くソリューションを目指していくことが重要であります。 

当社の主たる事業分野であるWMSおよび周辺サービス市場は、企業がSCMやロジスティクスを戦略的課題

として重要視してきていること、IT先端技術であるRFID①技術が物流活動への本格的な応用段階を迎えて

いることなどを背景として更なる拡大が見込まれています。 当社は、ソリューションプロバイダーとし

て常に先端のIT技術や管理手法に通じるとともに、当社の独自性・優位性を持つ高付加価値な製品・サー

ビス群を戦略的に市場に投入してまいります。 

また、グループ会社やアライアンスパートナーと連携した製品・サービスの提供にも積極的に取り組み、

更なる成長に向けた事業基盤の確立に努めてまいります。 

 

以上を経営戦略として進め、更なる成長に向けて事業基盤を確立し、ステークホルダーの信頼たる企業を

目指してまいります。 

 

（用語解説） 

①RFID 

微小な無線IC（集積回路）チップによりモノを自動識別・管理する仕組み。耐環境性に優れた数cm程度の大きさのタグにデータを

記憶し、電波や電磁波で読み取り機と交信する。タグはラベル型、カード型、コイン型、スティック方など様々な形状があり、用途

に応じて選択する。流通業界でバーコードに変わる商品識別・管理技術として研究が進められてきたが、それに止まらず社会のIT

化・自動化を推進する上での重要な技術基盤として注目が高まっている。近年、物流活動への本格的な応用段階を迎えている。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

当社の今後の経営課題およびその対策は以下のとおりであります。 

① 特定製品(「Logistics Station iWMS」)の開発および研究開発体制の維持 

当社の事業は、その大部分が、自社開発の物流センター管理システム「Logistics Station iWMS」に関連

するものであります。当社は顧客ニーズを先取りした高付加価値なソリューションの提供に向けて、ソフト

ウェア・通信技術・物流機器・物流管理技術など常に先端の技術動向を研究しており、本製品の改良および

次期製品開発に取り組んでおります。また、ロジスティクスに関する総合的なソリューションを提供するこ

とを目的として、ロジスティクス管理システムのパッケージ化や物流データ解析に関わる研究開発を行って

おります。 

これらの研究開発は相当の期間と費用を要するものでありますが、今後の継続的な成長にとっては必要不

可欠なものであり、当社は今後とも継続的な新製品開発に取り組んでまいります。 

② 人材の確保および育成 

ソリューションプロバイダーである当社にとって、研究開発要員、プロジェクト・マネージャー、コンサ

ルタントなどの優秀な人材は重要な経営資源であり、当社の今後の継続的な成長を実現するためには、これ

ら優秀な人材の確保および教育が重要な経営課題であるといえます。 

当社は優秀な人材の確保および人材の能力向上に積極的に努めてまいります。 

③ 内部管理体制の強化 

内部管理体制の強化は、組織的業務効率の向上・経営資源の有効活用・グループ各社の連携強化のための

重要な課題であります。当社は、当社および当社グループの事業規模に応じた内部管理体制の充実を図ると

ともに、今後の成長に合わせた内部管理体制の強化に努めてまいります。 

④ プロジェクト品質の向上 

 当社の受注案件数は年々拡大の傾向にあり、プロジェクトの品質管理の必要性がこれまで以上に高まって

おります。当社は今後とも業務ノウハウの整備や教育に取り組むとともに、社内の品質管理体制を強化し、
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プロジェクト品質の向上に努めてまいります。 

 

⑤ 情報セキュリティの維持・徹底 

顧客企業に信頼される企業であるために、当社は情報セキュリティを重視しております。当社は、個人情

報や重要情報をはじめとする情報資産の管理に関して、プライバシーマークやISO27001を遵守した情報管理

体制を構築しております。（当社はプライバシーマークおよびISO27001の認証を取得しております。） 

当社は、今後とも情報セキュリティの維持・徹底に努め、情報財産を守り、顧客企業・株主・地域社会な

どのステークスホルダーから一層信頼される企業を目指してまいります。 

 

(7) 親会社等に関する事項 

該当する親会社等はありません。 

 



 

―   ― 8 

３．経営成績および財政状態 

(1) 経営成績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、原油高をはじめとする原材料や素材価格の高騰、量的緩和解

除による金利上昇など依然として懸念材料は残るものの、大企業を中心とした企業収益の改善や設備投資の

増加、個人消費の堅調な推移に支えられて景気は緩やかな回復基調をたどりました。 

一方、情報サービス業界においては、企業のIT投資意欲は回復傾向にありますが、コストや技術力、提案

力の差別化要求だけではなく信頼性の高い事業者の選別が一層進んでおり、各企業の業者選定に対する姿勢

はより慎重なものとなっております。このような状況の中、当社の主たる事業分野であるWMSおよび周辺サ

ービス市場は、企業がSCMやロジスティクスを戦略的課題として重要視してきていること、IT先端技術であ

るRFID技術が物流活動への本格的な応用段階を迎えていることなどを背景として各社の競合が強まっている

状況にあります。 

 

当社においては、過年度より新規顧客開拓に積極的に取り組んできた結果、受注見込み案件が着実に増加

してきており、これらの早期成約に向けて積極的に取り組んでまいりました。その結果、新規顧客や既存顧

客に対する自社開発システムの販売およびシステム開発案件は堅調に推移し、コンサルティング案件も堅調

に推移いたしました。また、自社開発システムに関するライセンスビジネスにおいて、顧客企業グループに

対する包括契約やOEM契約などの案件も複数成約いたしました。（ただし、契約成立したライセンス供与案

件のうち、一部の案件に関して売上代金の入金事実をもって売上計上を行うこととなり、当中間連結会計期

間での売上計上は見送ることといたしました。なお、当該案件の売上高は、今後、入金ベースで分割計上さ

れ、そのすべてが今期中に計上される予定です。詳しくは本日公表いたしました「業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。） 

これらの結果、当社個別業績の売上高は1,136百万円（前年同期比71.5％増）と大幅に増加いたしました。 

しかしながら利益面に関しましては、事業の拡大に向けて当社が積極的に人材を採用してきたことにより

人件費や諸経費の固定費負担が増加し、営業損失は71百万円（前年同期は営業損失257百万円）、経常損失

は111百万円（前年同期は経常損失263百万円）、中間純損失は196百万円（前年同期は中間純損失171百万

円）となりました。なお、当中間会計期間末における受注残高は444百万円であり、これは前中間会計期間

末の受注残高173百万円と比べて271百万円の増加となっております。 

 

一方、当社グループの連結業績に関しましては、前事業年度を通じて推し進めてきた一連の資本・業務提

携（連結子会社化）により、売上高は前期と比べ大幅に増加いたしました。しかしながら、各社の売上高が

低調に推移したため、製造原価や販管費等（のれん代69百万円を含む）を吸収することができませんでした。 

これらの結果、当中間連結会計期間における売上高は1,761百万円（前年同期比166.2％増）、営業損失は

323百万円（前年同期は営業損失262百万円）、経常損失は361百万円（前年同期は経常損失269百万円）、中

間純損失は375百万円（前年同期は中間純損失174百万円）となりました。なお、当中間連結会計期間末にお

ける受注残高は670百万円であり、これは前中間連結会計期間末の受注残高395百万円と比べて274百万円の

増加となっております。 

 

当社および当社グループにおいては収益性の向上が喫緊の課題であり、既存事業の強化を図るとともにグ

ループ全体のコスト削減に努め、安定した事業基盤を確立することが当面の重要課題であると考えておりま

す。 
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当社および当社グループは、事業の採算性・成長性・必要性を厳しく精査して不採算資産の整理や事業費

用の削減に継続的に努めるとともに、限られた経営資源である人材、設備、資金、ノウハウを無駄なく活用

して、効率的な経営に取り組み、早期の業績回復を目指してまいります。 

 

 

 

（2）財政状態 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ

て477百万円増加し、711百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は257百万円（前年同期は231百万円の使用）となりました。 

これは、主に税金等調整前中間純損失409百万円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47百万円（前年同期は652百万円の使用）となりました。 

これは主に、ソフトウェアおよび固定資産の取得等による支出48百万円、投資有価証券取得による支出10

百万円、敷金保証金の返還による収入12百万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） 

財務活動の結果獲得した資金は781百万円（前年同期は154百万円の獲得）となりました。 

これは主に、社債の償還による支出1,351百万円、長期借入金による収入700百万円、社債の発行による収

入633百万円、短期借入による収入1,450百万円および短期借入金の返済による支出650百万円によるもので

あります。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 第16期 

（平成18年5月期） 

第17期 

（平成19年5月期） 

 中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 61.0 26.6 12.0 

時価ベースの自己資本比率(％) 392.2 149.1 60.1 

債務償還年数(年) ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― 

(注)①上記指標の算出方法 

時価ベースの自己資本比率(％)：株式時価総額／総資産 

債務償還年数(年)：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 

  ②いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  ③株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式数により算出しております。 

  ④債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載してお

りません。 
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（3）通期の見通し 

当社においては、過年度より新規顧客開拓に努めてきた結果、顧客の裾野が広がり、受注見込み案件が着

実に増加してきており、安定した売上を確保するための事業基盤を整えつつあります。 

また、当社は過年度において、中国語版製品（WMS）の開発・中堅企業向けの新製品（WMS）の開発、拠点

ネットワーク最適化コンサルティングの本格化、RFID対応ツールの開発などを行ってきており、既存のソリ

ューションと合わせて今後とも積極的な販売活動に取り組んでまいります。 

 

一方、当社および当社グループにおいては収益性の向上が喫緊の課題であり、既存事業の強化を図るとと

もにグループ全体のコスト削減に努め、安定した事業基盤を確立することが当面の重要課題であると考えて

おります。 

当社および当社グループは、グループ全体の事業の採算性・成長性・必要性を厳しく精査して不採算資産

の整理や事業費用の削減に継続的に努めるとともに、限られた経営資源である人材、設備、資金、ノウハウ

を無駄なく活用して、効率的な経営に取り組み、早期の業績回復を目指してまいります。 

 

また、グループ会社間の連携を強化し、グループ各社の役割と責任を明確化した体制の確立に取り組み、

ソリューションラインナップ、販売力、サービス力、製品開発力などグループとしての総合的なスケールメ

リットを十分に生かすことで着実な収益の確保に取り組んでまいります。 

 
平成19年5月期の連結業績予想(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 

 

通 期 

百万円 

4,400 

百万円 

△35 

百万円 

△74 

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期) △1,109円 64銭   

 

なお、当社（個別）の業績予想は、以下のとおりであります。 
 

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 

 

通 期 

百万円 

2,722 

百万円 

255 

百万円 

163 

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期) 2,444円 22銭   

 

業績予想の作成にあたりましては、現在商談が進んでいる案件を基準に成約確度・成約時期のリスク等を

考慮した上で業績予想数値として織り込む方針を採っておりますが、その成約状況や生産性により業績が変

動する可能性があります。また、当社においては、売上規模の拡大により１案件のもたらす影響は減少して

いく傾向にありますが、当社の事業規模に対する１案件の影響は未だ大きなものとなっております。 

当社は業績予想の計画性、実効性および予想数値との乖離可能性について継続的に確認・検討・見直しを

行い、業績予想の変更が必要となった場合、もしくは業績予想に変動を与えるような事由や可能性が新たに

発生した場合には、速やかに投資家の皆様に適時開示してまいります。 

なお、当社および当社グループのリスク情報に関しましては、次頁「4．事業等のリスク」をご覧くださ

い。 

 
＊上記の予想は、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、不確実性を含んでおり

ます。実際の業績は、今後様々な要因により、予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。 
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４．事業等のリスク 

以下において、当社および当社グループの事業展開上リスク要因となる可能性があると考えられる事項を

記載しております。また、投資家の投資判断あるいは当社の事業活動を理解する上で重要であると考えられ

る事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。 

当社および当社グループは、これらのリスクが発生する可能性を認識した上で発生の回避および発生した

場合の対応に努める方針でありますが、すべてのリスク予測およびそれらに対する回避を保証するものでは

ありません。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありません

のでご留意ください。 

なお、記載された事項で将来に関する事項は発表日現在入手可能な情報に基づき当社および当社グループ

が判断したものであります。 

 

(1) 当社および当社グループの事業内容について 

①研究開発などの成否等について 

当社グループは、先端のIT技術や管理手法を管理システムに応用することで付加価値の高いソリューシ

ョンを提供することが可能になると考えております。そのため、当社グループではソフトウェア・通信技

術・機器・管理技術に関して最新技術の動向を研究し、これら技術を応用した新製品の開発を行うととも

にコンサルティング・サービスの基礎となる数理的手法や管理手法の研究開発も行っております。 

これらの研究開発は相当の期間と費用を要するものであるため、将来的な市場動向や技術動向を見越し

て研究開発活動に着手する必要があります。 

当社グループは充分な調査を経て諸要因を分析し、製品開発活動を推進しておりますが、研究開発が計

画通り進まなかった場合、あるいは製品化したものの市場性がなく製品の販売が目論見どおり進まない場

合には、当該費用を回収する収益を計上できず当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があ

ります。 

  
②特定製品(「Logistics Station iWMS」)への依存について 

当社の事業は、その大部分が「Logistics Station iWMS」に関連するものであります。当社では当該製

品に継続的改良を加える一方で、これに代わる次期製品の開発を進めております。しかしながら、製品の

改良や開発中の新製品が顧客ニーズに適合しない等の理由により、製品の競争力を失う場合には、当社お

よび当社グループの事業・業績に影響を与える可能性があります。 

 

③当社製品に不具合が生じた場合の影響について 

当社グループでは、製品開発やシステム・インテグレーションに際してプログラムの不具合であるバグ

を無くすことは重要な課題であると考えておりますが、ハードウェア環境やプラットフォームとの相性等

の影響によりこれを皆無にすることは一般的にも困難であると認識されております。 

当社は、重大な影響を生じさせるバグを回避するために入念なテストを実施する等の品質管理に取り組

み、信頼性を高めることに努めておりますが、当社が提供する製品および当該製品に関わる技術サポート

やシステム開発等において当社に責務のある要因で不具合(誤作動・バグ・納期遅延等)が生じた場合には、

損害賠償責任の発生やユーザーの当社に対する信頼喪失により、当社グループの事業および業績に影響を

与える可能性があります。 

  



 

―   ― 12 

④情報セキュリティについて 

当社グループでは、コンピュータ・システムのバックアップ等の対策を講じ、情報セキュリティ強化に

努めております。しかしながら、コンピュータ・ウイルスの侵入、外部からの不正なアクセスによるコン

ピュータ内への侵入、従業員の過誤等による重要なデータの消去、または不正入手が生じた場合には信用

の著しい低下を招き、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑤競合について 

当社グループが事業を展開するSCM・ロジスティクス市場は、各社の競合が強まっている状況にあります。

また、当該市場は米国にて先行して確立しており、成長著しい東アジアへ新たな市場機会を求めて米国有

力企業も参入してきている状況にあります。 

物流は商慣行や物流様式等の影響を強く受けるものであることから、市場特性の理解や物流業務ノウハ

ウの蓄積が不可欠であります。当社グループでは、これまで蓄積してきた市場特性の理解や物流業務ノウ

ハウを生かした付加価値の高いソリューションの提供に努めており、競合各社との差別化を図っておりま

すが、当社グループが考える差別化が市場に評価される保証はありません。また、新技術の登場等により

当社が将来にわたり当該市場において一定の地位を継続できるとは限らないことから、当社グループの事

業および業績に影響を与える可能性があります。 

 

 (2) 当社および当社グループの業績推移等について 

①進行基準の採用について 

当社では、売上高のうちシステム・インテグレーションおよびコンサルティングによる売上について、プ

ロジェクトごとに売上原価を発生基準で認識し、これに対応する売上を原価進捗率(プロジェクト別の見積

総原価に対する実際発生原価の割合)に応じて計上する進行基準を採用しております。 

この進行基準の採用により顧客に対する請求を待たずに利益および対応する債権が計上されることがあり

ます。 

 

②大型案件による売上高および利益の変動について 

 当社の主たる事業は自社開発ソフトウェアである物流センター管理システムの提供に関するものであり、

案件の中には、プロジェクト開始時期に大型のライセンス供与が発生し、その後、継続的なシステム開発が

行われるものがあります。大型案件と呼ばれるこのような案件は、当社の現在の事業規模と比べますと売上

面・利益面ともに非常に大きく影響する案件であり、契約が成立して多額のソフトウェアライセンスが一括

で売上計上される時期に、当社の売上高および利益が大きく偏る可能性があります。 

 

③のれんの償却について 

 当社グループは、ソリューションプロバイダーとして更なる成長を目指すとともに早期に事業拡大を目指

す目的で一連の資本・業務提携を行ってまいりました。資本提携によって連結子会社化した会社の株式取得

に伴い、当社グループの連結貸借対照表にのれんが計上されることとなり、当中間連結会計期間においては

資産の部で1,237百万円ののれんを計上しております。 

 こののれんにつきましては、当該会社の事業内容等の諸事情を勘案して、10年の均等償却を行っておりま

すが、当該会社の業績悪化等その効果が取得時の見積りに基づく期間よりも早く消滅すると見込まれる場合

には、のれん残高について相当の減額を行う可能性があり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼ
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す可能性があります。 

 

(3) 当社および当社グループの事業体制について 

①会社規模について 

平成18年11月末日現在、当社および当社グループの従業員数は、当社が151名、当社グループが278名と小

規模な組織であり、内部管理体制も組織規模に応じたものとなっております。当社および当社グループでは、

事業規模に応じた人員増強を図り、内部管理体制も合わせて強化・充実させていく方針でありますが、当社

グループの事業規模に対して適切かつ十分な人員増強および組織的対応ができるかは不透明であり、これが

不十分な場合には当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

 

②特定の人物への依存について 

当社代表取締役社長である田中純夫は、経営責任者として経営方針や経営戦略・事業戦略の決定、取引先

との交流等各方面において重要な役割を果たしております。また、田中純夫は当社の筆頭株主として平成18

年11月末日現在当社株式を20,620株(議決権比率30.9％)所有しております。 

このため、当社では田中純夫に過度に依存しないよう優秀な人材を登用するなど経営体制を強化して権限

の委譲を進めておりますが、このような経営体制が構築される前に何らかの理由により当社の経営者として

の業務を遂行できなくなった場合には、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

 

③人材の確保および育成について 

当社グループが今後継続して競争力のある製品およびサービスの提供を推進していくためには、優秀な人

材の確保が必要不可欠であり、案件数の増加や製品・サービスの提供範囲の拡大に合わせて、プロジェクト

マネジメント能力、コンサルティング能力、研究開発能力を有する人材の確保や育成が急務となっておりま

す。 

当社グループはこのような認識のもとに積極的に優秀な人材を採用していく方針でありますが、当社の求

める人材が十分に確保出来ない場合、または現在在職している人材が流出するような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。 

 
(4) 知的所有権について 

当社グループが事業を展開する上では、技術やノウハウ、知的財産等は重要な意味を有するため、これら

の保全に関しては細心の注意を払っておりますが、それでもなお侵害される可能性は存在することから当社

グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

また、特許権、実用新案権、商標権、著作権等の知的財産権が今後どのように適用されるかを想定するの

は困難であり、損害賠償および使用差止等の請求を受ける場合や特許権等に対する対価の支払い等が発生す

る場合には、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

 

(5) 新株予約権の付与について 

当社では、業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を獲得する目的でストックオプション制

度を導入しており、新株予約権を付与しております。平成18年11月末日現在、新株予約権による潜在株式総

数は2,604株であり、これらの新株予約権が全て行使された場合、発行済株式総数66,688株の3.9%にあたり

ます。 
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当社は、今後も当社および当社グループの成長に大きな貢献が期待できる役員および社員に対して、新株

予約権の付与を行っていく可能性があり、新株予約権の行使により発行された新株が将来的に当社株式価値

の希薄化や株式売買の需給へ影響を与える可能性があります。 

 

(6) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

 当社グループは、前連結会計年度において、営業損失639百万円、経常損失669百万円、当期純損失901百

万円を計上しており、当中間連結会計期間においては営業損失323百万円、経常損失361百万円、中間純損失

375百万円を計上しております。当該状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義が

生じております。 

但し、当中間連結会計期間末における受注残高は670百万円であり、これは前中間連結会計期間末の受注

残高395百万円と比べて274百万円の増加となっております。 

当社グループは、より安定した経営基盤の確立に向けて、事業の採算性・成長性・必要性を厳しく精査し

て不採算資産の整理や事業費用の削減に徹底的に努めるとともに、限られた経営資源である人材、設備、資

金、ノウハウを無駄なく活用して経営効率を高めてまいります。 

また、資金面につきましては、充分な手元資金を確保しており、現状では資金不足等の深刻な事態が発生

することはないと判断しておりますが、当社グループとしては、更に安定した資金調達を今後とも検討して

まいります。 
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５．中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度の 

要約連結貸借対照表 

(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 
(％) 

金額(千円) 
構成
比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  267,775   711,849   234,337   

２ 売掛金  412,661   636,408   580,427   

３ たな卸資産  ―   78,782   101,340   

４ 繰延税金資産  144,013   ―   34,663   

５ その他 ※２ 62,422   73,080   50,941   

貸倒引当金  △5,293   △2,050   △1,176   

流動資産合計   881,579 40.5  1,498,071 45.8 1,000,534 34.4 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１ 103,466  4.7 99,781  3.0 106,515  3.7 

２ 無形固定資産      

(1) のれん  ―   1,237,268   1,314,623   

(2) 連結調整勘定  647,555   ―   ―   

(3) ソフトウェア  99,433   139,108   141,016   

(4) その他  3,137   2,867   3,096  

無形固定資産計  750,126  34.5 1,379,245  42.1 1,458,736  50.2

３ 投資その他の 
資産 

         

(1) 投資有価証券  ―   177,843   181,545  

(2) 敷金保証金  129,663   ―   ―  

(3) 繰延税金資産  157,725   ―   ―  

(4) その他  154,581   160,952   159,179  

貸倒引当金  ―   △42,000   ―  

  投資その他の資
産合計 

 441,970  20.3 296,796  9.1 340,725  11.7 

固定資産合計   1,295,563 59.5  1,775,823 54.2  1,905,977 65.6 

資産合計   2,177,142 100.0  3,273,894 100.0  2,906,511 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年11月30日) 

前事業年度の 

要約連結貸借対照表 

(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 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１  買掛金  55,522   74,035   21,713   

２ 短期借入金  150,000   800,000   ―   

３  一年以内償還予定社債  ―   130,000   ―   

４ 未払金  154,292   155,792   159,016   

５ 賞与引当金  49,675   54,321   46,592   

６ 受注損失引当金  ―   493   18,471   

７ その他 ※２ 202,357   156,817   172,309   

流動負債合計   611,847 28.1  1,371,459 41.9  418,102 14.4

Ⅱ 固定負債           

１ 社債  ―   520,000   1,350,000   

２ 長期借入金  ―   700,000   ―   

３ 退職給付引当金  36,455   49,151   45,482   

４ 役員退職慰労引当金  96,298   103,369   101,023   

５ 長期未払費用  100,000   65,893   73,864   

６ その他  ―   9,176   11,840   

固定負債合計   232,754 10.7  1,447,590 44.2  1,582,211 54.4 

負債合計   844,601 38.8  2,819,049 86.1  2,000,314 68.8 

(少数株主持分)           

少数株主持分   3,899 0.2  ― ―  ― ― 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   535,730 24.6  ― ―  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金   599,514 27.5  ― ―  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金   192,848 8.9  ― ―  ― ― 

Ⅳ 為替換算調整勘定   549 0.0  ― ―  ― ― 

資本合計   1,328,641 61.0  ― ―  ― ― 

負債･少数株主持
分及び資本合計 

  2,177,142 100.0  ― ―  ― ― 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  612,480 18.7  612,480 21.1

２ 資本剰余金   ― ―  676,264 20.7  676,264 23.3

３ 利益剰余金   ― ―  △909,604 △27.8  △533,580 △18.4

４ 自己株式   ― ―  ― ―  △79 0.0

株主資本合計   ―   379,139  755,083 

Ⅱ 評価･換算差額等         

１その他有価証券評価差額金   ― ―  12,935 0.4  16,975 0.6

２為替換算調整勘定   ― ―  987 0.0  491 0.0

 評価･換算差額等合計   ―   13,923  17,466 

Ⅲ 少数株主持分   ― ―  61,782 1.9  133,646 4.6

 純資産合計   ― ―  454,844 13.9  906,197 31.2

 負債純資産合計   ― ―  3,273,894 100.0  2,906,511 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 

前事業年度の 
要約連結損益計算書 

(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 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   661,803 100.0  1,761,817 100.0  2,115,483 100.0

Ⅱ 売上原価   569,540 86.1  1,393,162 79.1  1,775,073 83.9

売上総利益   92,262 13.9  368,654 20.9  340,409 16.1

Ⅲ 販売費及び一般 
管理費 

※１  355,179 53.6  692,433 39.3  980,103 46.3

営業損失（△）   △262,916 △39.7  △323,779 △18.4  △639,693 △30.2 

Ⅳ 営業外収益   434 0.0  2,655 0.2  1,141 0.0

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  ―  10,198  1,442  

２ 社債発行費  ―  16,598  14,767  

３ 投資事業組合 
損失 

 6,771 

    

 7,497 

 

 13,887  

４ その他  50 6,822 1.0 5,998 40,292 2.3 1,278 31,376 1.5 

経常損失（△）   △269,304 △40.7  △361,416 △20.5  △669,928 △31.7

Ⅵ 特別利益   ―   ―   ―  

Ⅶ 特別損失          

１ 本支店移転費用  13,478   ―   18,243  

２ 投資有価証券 
評価損 

 ―   ―   68,018

３ 貸倒引当金繰 
入額 

 ―   42,000   ― 

４ 前期損益修正損  ―   6,183   ― 

５ その他  ― 13,478 2.0 9 48,192 2.7 ― 86,261 4.1

税金等調整前中間 
(当期)純損失（△） 

  △282,783 △42.7  △409,608 △23.2  △756,190 △35.8 

法人税、住民税 
及び事業税 

 2,376   4,630   6,976  

法人税等調整額  △108,611 △106,234 △16.0 34,039 38,670 2.2 159,109 166,086 7.8

少数株主損失（△）   △1,816 △0.3  △72,333 △4.1  △21,115 △1.0

中間(当期)純損失 
（△） 

  △174,731 △26.4  △375,944 △21.3  △901,160 △42.6 
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(3)中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結剰余金計算書 

 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

株   主   資   本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年５月31日残高(千円) 612,480 676,264 △533,580 △79 755,083 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行      

中間純損失   △375,944  △375,944 

自己株式の消却   △79  79  

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額) 
     

中間連結会計期間中の変動額合

計(千円) 
  △376,024 79 △375,944 

平成18年11月30日残高(千円) 612,480 676,264 △909,604 ― 379,139 

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 
 その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整

勘定 
評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年５月31日残高(千円) 16,975 491 17,466 133,646 906,197 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行      

中間純損失     △375,944 

自己株式の消却      

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額) 
△4,039 496 △3,543 △71,864 △75,408 

中間連結会計期間中の変動額合

計(千円) 
△4,039 496 △3,543 △71,864 △451,352 

平成18年11月30日残高(千円) 12,935 987 13,923 61,782 454,844 

 

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

株   主   資   本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年５月31日残高(千円) 533,430 597,214 367,580 ― 1,498,224 

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 79,050 79,050   158,100 

当期純損失   △901,160  △901,160 

自己株式の取得    △79 △79 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額) 
     

連結会計年度中の変動額合計

(千円) 
79,050 79,050 △901,160 △79 △743,140 

平成18年５月31日残高(千円) 612,480 676,264 △533,580 △79 755,083 
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評 価 ・ 換 算 差 額 等 
 その他有価証券 

評価差額金 
為替換算調整

勘定 
評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年５月31日残高(千円) ― ― ― ― 1,498,224 

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     158,100 

当期純損失     △901,160 

自己株式の取得     △79 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額) 
16,975 491 17,466 133,646 151,113 

連結会計年度中の変動額合計

(千円) 
16,975 491 17,466 133,646 △592,026 

平成18年５月31日残高(千円) 16,975 491 17,466 133,646 906,197 

 

 

中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

       至 平成17年11月30日 ） 

区  分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   597,214 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

1. 新株予約権の行使による増加高  2,300 2,300 

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高   599,514 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   367,580 

Ⅱ 利益剰余金減少高    

1. 中間純損失  174,731 174,731 

Ⅲ 利益剰余金中間期末残高   192,848 
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 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 
 
 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
 
 

（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度の 
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） 

金額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期)純損失(△)  △282,783 △409,608 △756,190 

減価償却費  30,185 41,950 73,126 

のれん償却額  ― 69,383 63,215 

本支店移転費用  13,478 ― 18,243 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △219 42,874 △4,336 

賞与引当金の増減額（減少：△）  503 7,728 △5,378 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  3,338 3,668 12,365 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  926 2,346 5,651 

受 注 損 失 引 当 金 の 増 減 額 （ 減 少 ： △ ）  ― △17,978 18,471 

長期未払費用の増減額（減少：△）  ― ― △16,307 

受取利息  △16 △312 △195 

支払利息  24 10,198 1,442 

新株発行費  ― ― 595 

社債発行費  ― 16,598 14,767 

投資有価証券評価損  ― ― 68,018 

投資事業組合損失  6,771 7,497 13,887 

売上債権の増減額（増加：△）  45,797 △37,202 △126,194 

たな卸資産の増減額（増加：△）  ― 22,558 44,141 

権利金の償却額  12,151 4,402 20,029 

破産更生債権の増減額（増加：△）  ― △42,000 ― 

その他の資産の増減額（増加：△）  △20,238 6,221 27,649 

仕入債務の増減額（減少：△）  54,414 52,322 15,330 

その他の負債の増減額（減少：△）  △48,071 △37,035 △28,557 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △15,938 10,673 △1,872 

小   計 △199,674 △245,714 △542,097 

利息の受取額  16 312 195 

利息の支払額  △24 △8,635 △1,442 

本支店移転による支払額  △11,596 ― △13,982 

法人税等の支払額  △20,217 △3,748 △24,634 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △231,495 △257,787 △581,961 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形・無形固定資産の取得による支出  △67,660 △48,225 △126,232 

新規連結子会社取得による支出  △479,730 ― △1,372,783 

投資有価証券取得による支出  △110,000 △10,500 △229,933 

投資有価証券売却による収入  15,000 ― 15,000 

敷金保証金の差入による支出  △19,808 △793 △34,787 

敷金保証金の返還による収入  9,275 12,350 75,015 

資金の貸付による支出  ― △26,000 ― 

貸付金の回収による収入  ― 26,000 ― 
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前中間連結会計期間 
 
 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
 
 

（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日) 

前連結会計年度の 
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） 

金額 

（千円） 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △652,924 △47,168 △1,673,721 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入による収入  ― 1,450,000 ― 

短期借入金の返済による支出  ― △650,000 ― 

短期借入金の純増減額  150,000 ― ― 

長期借入による収入  ― 700,000 ― 

社債発行による収入  ― 633,401 1,485,232 

株式発行による収入  4,600 ― 8,100 

社債償還による支出  ― △1,351,500 ― 

自己株式の取得による支出  ― ― △79 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  154,600 781,901 1,493,252 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  644 566 △184 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △729,175 477,512 △762,614 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高                  980,447 234,337 980,447 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高  16,503 ― 16,503 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間(期末)残高 ※1 267,775 711,849 234,337 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 
―――― 当社グループは、前連結会計年

度において、営業損失639百万
円、経常損失669百万円、当期純
損失901百万円を計上しており、
当中間連結会計期間においては、
営業損失323百万円、経常損失361
百万円、中間純損失375百万円を
計上しております。当該状況によ
り、当社グループは、継続企業の
前提に関する重要な疑義が存在し
ております。 
但し、当中間連結会計期間末に

おける受注残高は670百万円であ
り、これは前中間連結会計期間末
の受注残高395百万円と比べて274
百万円の増加となっております。 
当社グループは、より安定した

経営基盤の確立に向けて、事業の
採算性・成長性・必要性を厳しく
精査して不採算資産の整理や事業
費用の削減に徹底的に努めるとと
もに、限られた経営資源である人
材、設備、資金、ノウハウを効率
的に無駄なく活用して経営効率を
高めてまいります。 

また、資金面につきましては、
充分な手元資金を確保しており、
現状では資金不足等の深刻な事態
が発生することはないと判断して
おりますが、当社グループとして
は、更に安定した資金調達を今後
とも検討してまいります。 

なお、中間連結財務諸表は、継
続企業を前提として作成してお
り、このような重要な疑義の影響
を反映しておりません。 
 

―――― 
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 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

１ 連結の範囲に関

する事項 

(1)連結子会社の数  ２社 

連結子会社名  

株式会社日本ビジネスクリ

エイト 

  北京飛龍日恒科技有限公司 

 株式会社日本ビジネスクリ

エイトは当中間連結会計期間

中に新たに株式を取得したた

め、北京飛龍日恒科技有限公

司は当中間連結会計期間より

営業を開始しているため、連

結の範囲に含めております。

なお、株式会社日本ビジネス

クリエイトは、11月末日をみ

なし取得日としているため、

同日現在の貸借対照表のみを

連結しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)主要な非連結子会社の名称 

   等 

マトリックス・ＦＷＸ投

資事業組合 

 

(3)連結子会社から除いた理由 

当中間連結会計期間におい

て、新たに出資いたしました

が、総資産、売上高、中間純

損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う

額)等はいずれも重要な影響

を及ぼすことがないため、連

結の範囲から除いておりま

す。 
 

(1)連結子会社の数  ５社 
連結子会社名  
株式会社日本ビジネスクリ
エイト 

 北京飛龍日恒科技有限公司 
 株式会社シーエスシステムズ 
 C.S.Factory Co.,Ltd． 
  AGインベストメント１号 
投資事業組合 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(2)主要な非連結子会社の名称 
   等 

マトリックス・ＦＷＸ投
資事業組合 

 
 
(3)連結子会社から除いた理由 

総資産、売上高、中間純損
益（持分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合う額)
等はいずれも重要な影響を及
ぼすことがないため、連結の
範囲から除いております。 
 

(1)連結子会社の数  ５社 
連結子会社名 
株式会社日本ビジネスクリ
エイト 

 北京飛龍日恒科技有限公司 
 株式会社シーエスシステムズ 
  C.S.Factory Co.,Ltd． 
  AGインベストメント１号 
投資事業組合 

 株式会社日本ビジネスクリ
エイトは、平成17年11月に株
式を取得しているため、損益
については平成17年12月から
平成18年5月の6ヶ月間を連結
しております。なお、当連結
会計年度から、株式会社日本
ビジネスクリエイトの事業年
度の末日は、1月31日から5月
31日に変更しております。 

   北京飛龍日恒科技有限公司
は、平成17年6月より営業を開
始しているため、損益につい
ては、平成18年3月までの10ヶ
月間を連結しております。 

   株式会社シーエスシステム
ズは、平成17年12月に株式を
取得しているため、損益につ
いては平成18年1月から5月の5
ヶ月間を連結しております。
また、株式会社シーエスシス
テ ム ズ の 子 会 社 で あ る
C.S.Factory Co.,Ltd.につい
ても同様に、損益については
平成18年1月から5月の5ヶ月間
を連結しております。 
  AGインベストメント1号投資
事業組合は、平成18年1月に出
資を行っているため、損益に
ついては、平成18年1月からの
5ヶ月間を連結しております。  
 
 
(2)主要な非連結子会社の名称 
  等 

マトリックス・ＦＷＸ投
資事業組合 

 
 
(3)連結子会社から除いた理由 
 当連結会計年度において、
新たに出資いたしましたが、
総資産、売上高、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰
余金（持分に見合う額）等は
いずれも重要な影響を及ぼす
ことがないため、連結の範囲
から除いております。 
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前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

２ 持分法の適用に

関する事項 

持分法を適用していない非連
結子会社 
イ.主要な会社等の名称  
 マトリックス・ＦＷＸ投
資事業組合 

ロ.持分法を適用しない理由 
マトリックス・ＦＷＸ投

資事業組合は中間純損益
（持分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合う
額）等からみて、持分法の
対象から除いても中間連結
財務諸表に及ぼす影響は軽
微であり、かつ全体として
も重要性がないため、持分
法の適用範囲から除外して
おります。 
 

持分法を適用していない非連
結子会社 
イ.主要な会社等の名称  

マトリックス・ＦＷＸ投
資事業組合 

ロ.持分法を適用しない理由  
同左 

持分法を適用していない非連
結子会社 
イ.主要な会社等の名称  

マトリックス・ＦＷＸ投
資事業組合 

ロ.持分法を適用しない理由  
マトリックス・ＦＷＸ投

資事業組合は当期純損益(持
分に見合う額)及び利益剰余
金(持分に見合う額)等から
みて、持分法の対象から除
いても連結財務諸表に及ぼ
す影響は軽微であり、かつ
全体としても重要性がない
ため、持分法の適用範囲か
ら除外しております。 

３ 連結子会社の中

間決算日等に関

する事項 

株式会社日本ビジネスクリエ
イトの決算日は１月31日であ
り、中間連結財務諸表の作成
にあったっては、平成17年11
月30日に仮決算を行い、同仮
決算日現在の財務諸表を使用
しております。北京飛龍日恒
科技有限公司の決算日は、12
月31日であります。中間連結
財務諸表の作成にあたって
は、平成17年９月30日に仮決
算を行い、同仮決算日現在の
財務諸表を使用し、当中間連
結決算日との間に生じた重要
な取引については、連結上必
要な調整を行っております。 

株式会社日本ビジネスクリ
エイトの決算日は、中間決算
日と一致しております。 
北京飛龍日恒科技有限公司

の決算日は12月31日であり、
連結財務諸表の作成にあたっ
ては、平成18年９月30日に仮
決算を行い、同仮決算日現在
の財務諸表を使用しておりま
す。当中間決算日との間に生
じた重要な取引については、
連結上必要な調整を行ってお
ります。 
株式会社シーエスシステム

ズの決算日は中間決算日と一
致しております。 
C.S.Factory Co.,Ltd. の決

算日は６月30日であり、連結
財務諸表の作成にあたって
は、平成18年11月30日に仮決
算を行い、同仮決算日現在の
財務諸表を使用しておりま
す。 
AGインベストメント１号投

資事業組合の決算日は12月31
日であり、連結財務諸表の作
成にあたっては、平成18年11
月30日に仮決算を行い、同仮
決算日現在の財務諸表を使用
しております。 
 

株式会社日本ビジネスクリ
エイトの事業年度の末日は、1
月31日から5月31日に変更して
おりますので、決算日は連結
決算日と一致しております。 
北京飛龍日恒科技有限公司

の決算日は12月31日であり、
連結財務諸表の作成にあたっ
ては、平成18年３月31日に仮
決算を行い、同仮決算日現在
の財務諸表を使用しておりま
す。当連結決算日との間に生
じた重要な取引については、
連結上必要な調整を行ってお
ります。 
株式会社シーエスシステム

ズの決算日は連結決算日と一
致しております。 
C.S.Factory Co.,Ltd. の決

算日は６月30日であり、連結
財務諸表の作成にあたって
は、平成18年５月31日に仮決
算を行い、同仮決算日現在の
財務諸表を使用しておりま
す。 
AGインベストメント１号投

資事業組合の決算日は12月31
日であり、連結財務諸表の作
成にあたっては、平成18年５
月31日に仮決算を行い、同仮
決算日現在の財務諸表を使用
しております。 
 

４ 会計処理基準に

関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び
評価方法 

①有価証券 
イ.その他有価証券 
時価のあるもの 

   ―――― 
 
 
 
 
 
時価のないもの 
移動平均法による原価法 

 

(1)重要な資産の評価基準及び
評価方法 

①有価証券 
イ.その他有価証券 
 時価のあるもの 
   中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差
額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は
移動平均法により算定) 

 
時価のないもの 

    同左 

(1)重要な資産の評価基準及び
評価方法 

①有価証券 
イ.その他有価証券 
 時価のあるもの 
  連結決算日の市場価格
等に基づく時価法(評価差
額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は
移動平均法により算定) 

 
時価のないもの 

同左 
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 前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

 ロ.投資事業組合への出資金 
組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手
可能な最近の決算書を基
礎として、持分相当額を
純額で取り込む方法 

ロ.投資事業組合への出資金 
同左 

ロ.投資事業組合への出資金 
同左 

 ②   ―――― ②たな卸資産 
イ．商品 
  個別法による原価法 
ロ．仕掛品 
 個別法による原価法 

②たな卸資産 
イ．商品 

  同左    
ロ．仕掛品 

同左 

 

(2)重要な減価償却資産の減価
償却の方法 
①有形固定資産 

定率法（平成10年４月
１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）に
ついては、定額法を採用し
ております。） 

主な耐用年数  
建物       15～39年 
器具備品    4～15年 

②無形固定資産 
イ.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
以内)に基づく償却額を比
較し、いずれか大きい額を
償却費として計上する方法 
ロ.自社利用目的のソフトウ

ェア 
定額法  
耐用年数  社内における 

利用可能期間 
(5年) 
 

(2) 重要な減価償却資産の減価
償却の方法 
①有形固定資産 
    同左 
 
 
 
 
 
 
 
②無形固定資産 
イ.市場販売目的のソフトウ

ェア 
同左 

 
 
 
 

ロ.自社利用目的のソフトウ
ェア 

同左 
 
 
 
 
 

(2)重要な減価償却資産の減価
償却の方法 
①有形固定資産 
    同左 
 
 
 
 
 
 
 
②無形固定資産 
イ.市場販売目的のソフトウ

ェア 
同左 

 
 
 
 

ロ.自社利用目的のソフトウ
ェア 

同左 

 

(3)    ―――― 

 
(3) 重要な繰延資産の処理方法 
①社債発行費  

支出時に全額費用処理して
おります。 

②    ―――― 
 

(3)重要な繰延資産の処理方法 
①社債発行費 

同左 
 

②新株発行費 
支出時に全額費用処理して
おります。 

 

 

(4)重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるた
め、一般債権については貸
倒実績率により貸倒懸念債
権等特定の債権が発生した
場合については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しておりま
す。 
②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備

えるため、当中間連結会計

期間に負担すべき支給見込

額を計上しております。 

 

 
 

(4)重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 

 
②賞与引当金 

同左 
 
 
 
 

 
 

(4)重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 

 
②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、当連結会計年度に負

担すべき支給見込額を計上し

ております。 
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前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

 

③退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末
における退職給付債務の見込
額に基づき、当中間連結会計
期間末において発生している
と認められる額を計上してお
ります。 
④役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払に
備えるため、内規に基づく
当中間連結会計期間末要支
給額を計上しております。 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

⑤    ―――― 
 
 
 
 
 
 
 
 

③退職給付引当金 
同左 

 
 
 
 

 
 

④役員退職慰労引当金 
役員退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく
当中間連結会計期間末要支
給額を計上しております。 
なお、当社は、平成18年

８月25日開催の定時株主総
会終結の時をもって、役員
退職慰労金制度を廃止する
ことといたしました。 
当中間連結会計期間末の

役員退職慰労引当金残高
は、制度廃止時に在任して
いる役員に対する支給予定
額であり、同日以降の役員
退職慰労引当金の繰入は行
っておりません。 
⑤受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損
失に備えるため、当中間連
結会計期間末時点で将来の
損失が確実に見込まれ、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、将来の損失見
込額を計上しております。 
 

③退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務の見込額に
基づき、当連結会計年度末に
おいて発生していると認めら
れる額を計上しております。 

 
④役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払に備
えるため、内規に基づく当連
結会計年度末要支給額を計上
しております。 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

⑤受注損失引当金 
受注契約に係る将来の損

失に備えるため、当連結会
計年度末時点で将来の損失
が確実に見込まれ、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、将来の損失見込額
を計上しております。 

 

 

(5)重要な収益及び費用の計上 
基準 
売上高のうち、システム・

インテグレーション及びコン
サルティングサービスによる
売上については、プロジェク
ト毎にプロジェクト原価を発
生基準で認識し、これに対応
する売上を原価進捗率（プロ
ジェクト別の見積原価に対応
する実際発生原価の割合）に
応じて認識する方法（進行基
準）によっております。ただ
し、業務内容がプロジェクト
管理に適さないコンサルティ
ング契約については、費用は
発生時に認識する一方で、収
益は業務完了時に一括して計
上しております。 

 

(5)重要な収益及び費用の計上 
基準 
売上高のうち、システム・

インテグレーション及びコン
サルティングによる売上につ
いては、プロジェクト毎にプ
ロジェクト原価を発生基準で
認識し、これに対応する売上
を原価進捗率（プロジェクト
別の見積原価に対応する実際
発生原価の割合）に応じて認
識する方法（進行基準）によ
っております。ただし、業務
内容がプロジェクト管理に適
さないコンサルティング契約
については、費用は発生時に
認識する一方で、収益は業務
完了時に一括して計上してお
ります。 
また、一部の連結子会社の

システム・インテグレーショ
ンによる売上について、進行
基準を採用するために必要な
精緻なプロジェクト別の見積
原価の把握ができない場合
は、完成基準によっておりま
す。 
 

(5)重要な収益及び費用の計上
基準 

同左 
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前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

 

(6)重要な外貨建の資産又は負
債の本邦通貨への換算基準 
在外子会社等の資産及び負

債は、中間決算日の直物為替
相場により円貨に換算し、収
益及び費用は期中平均相場に
より円貨に換算し、換算差額
は資本の部における為替換算
調整勘定に含めて計上してお
ります。 
 

(6)重要な外貨建の資産又は負 
債の本邦通貨への換算基準 
在外子会社等の資産及び負

債は、中間決算日の直物為替
相場により円貨に換算し、収
益及び費用は期中平均相場に
より円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における少数株
主持分及び為替換算調整勘定
に含めて計上しております。 

  

(6)重要な外貨建の資産又は負
債の本邦通貨への換算基準 
在外子会社等の資産及び負

債は、連結決算日の直物為替
相場により円貨に換算し、収
益及び費用は期中平均相場に
より円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における少数株
主持分及び為替換算調整勘定
に含めて計上しております。 

 

 

 

(7)その他中間連結財務諸表作

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。 

 

(7)その他中間連結財務諸表作

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 

 
 

(7)その他連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

同左 

    
 

５ 中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書（連結キャ

ッシュ・フロー

計算書）におけ

る資金の範囲 

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

償還期限及び満期の到来する

短期投資からなっておりま

す。 
 

同左 同左 

 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日 ） 

―――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

――――― 

（中間連結貸借対照表関係） 
前中間連結会計期間において「連結調整

勘定」として掲記しておりましたものは、
当中間連結会計期間より「のれん」として
表示しております。 
前中間連結会計期間において投資その他

の資産に区分掲記しておりました「敷金保
証金」は、資産総額の100分の5以下となっ
たため、当中間連結会計期間より投資その
他の資産の「その他」に含めて表示してお
ります。なお当中間連結会計期間の投資そ
の他の資産の「その他」に含まれる「敷金
保証金」は、100,077千円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 
前中間連結会計期間において短期借入に

よる収入及び短期借入金の返済による支出
について「短期借入金の純増減額」として
純額で表示しておりましたが、当中間連結
会計期間より総額で表示しております。 
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追加情報 

前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５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)を適用しており
ます。 
 なお、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
関する会計基準等） 
 当連結会計年度から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準第５号）
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12
月９日 企業会計基準適用指針第８
号）を適用しております。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は772,550千円であ
ります。 
 連結財務諸表規則の改正により、
当連結会計年度における連結財務諸
表は、改正後の連結財務諸表規則に
より作成しております。 

 

 

 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 

（ 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間末 

（ 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 平成18年５月31日 ） 

※1 有形固定資産減価償却累計額    
85,621千円 

 
※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、金額的重要性が乏
しいため、流動負債の「その他」に
含めて表示しております。 

 

※1 有形固定資産減価償却累計額    
106,883千円 

 
※2 消費税等の取扱い 

同左 
 

※1 有形固定資産減価償却累計額    
91,588千円  

 
―――― 

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

※1 販売費及び一般管理費の主要な科

目は以下の通りであります。 

役員報酬 37,801千円 

給与手当 102,975 千円 

賞与引当金繰入額 4,264 千円 

退職給付費用 849 千円 

役員退職慰労引当

金繰入額 
4,633 千円 

貸倒引当金繰入額 3,551 千円 
 

※1 販売費及び一般管理費の主要な科

目は以下の通りであります。 

役員報酬 51,639千円 

給与手当 237,757 千円 

賞与引当金繰入額 13,244千円 

退職給付費用 3,573 千円 

役員退職慰労引当

金繰入額 
2,346 千円 

貸倒引当金繰入額 874 千円 

のれん償却額 69,383千円 
 

※1 販売費及び一般管理費の主要な

科目は以下の通りであります。 

役員報酬 110,338 千円 

給与手当 270,793 千円 

賞与引当金繰入額 11,047千円 

退職給付費用 4,680 千円 

役員退職慰労引当

金繰入額 
9,358 千円 

貸倒引当金繰入額 3,611 千円 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（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に関する事項 

株式の種類 平成18年５月31日 増加 減少 平成18年11月30日 

  普通株式（株） 66,688.87 ― 0.87 66,688 

  （変動事由の概要） 減少数の内訳は自己株式の消却による減少であります。 

   

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 平成18年５月31日 増加 減少 平成18年11月30日 

普通株式（株） 0.87 ― 0.87 ― 

  （変動事由の概要） 減少数の内訳は端株の消却による減少であります。 

 

前連結会計年度（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 

株式の種類 平成17年５月31日 増加 減少 平成18年５月31日 

  普通株式（株） 65,070 1,618.87 ― 66,688.87 

  （変動事由の概要） 

    増加数の内訳は、次のとおりであります。 

     新株予約権付社債の転換による増加    1,456.87株 

     ストック・オプションの行使による増加       162株 

 

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 平成17年５月31日 増加 減少 平成18年５月31日 

普通株式（株） ― 0.87 ― 0.87 

（変動事由の概要） 

    増加数の内訳は、次のとおりであります。 

     端株の買取による増加             0.87株 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

※1 現金及び現金同等物の中間連結
会計期間末残高と中間連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との
関係 
（平成17年11月30日現在） 
現金及び預金勘定   267,775千円 
現金及び現金同等物  267,775千円 
 

※1 現金及び現金同等物の中間連結
会計期間末残高と中間連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との
関係 
（平成18年11月30日現在） 
現金及び預金勘定   711,849千円 
現金及び現金同等物  711,849千円 

 

※１現金及び現金同等物の期末残高
と連結貸借対照表に掲記されている
科目の金額との関係 
 
（平成18年５月31日現在） 
現金及び預金勘定   234,337千円 
現金及び現金同等物  234,337千円 
 

 

(リ ー ス 取 引 関 係         ) 

前中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末（平成17年11月30日） 

１ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

(1) その他有価証券  

  非上場株式 65,730千円 

 

当中間連結会計期間末（平成18年11月30日） 

１ 時価のある有価証券 

当中間連結会計年度（平成18年11月30日） 

 種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

その他有価証券 株式 40,144 61,610 21,466 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

その他有価証券  

  非上場株式         73,000千円 

（注）当連結会計年度において非上場株式について減損処理を行っているものはありません。 

 

前連結会計年度（平成18年５月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度（平成18年５月31日） 

 種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

その他有価証券 株式 108,163 68,314 △39,848 

（注）当連結会計年度において、上場株式68,018千円について減損処理を行っております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

その他有価証券  

  非上場株式         70,000千円 

（注）当連結会計年度において非上場株式について減損処理を行っているものはありません。 

 

 

(デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 

当社及び連結子会社は、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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

当社及び連結子会社は、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。 

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

当社及び連結子会社は、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。 
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(セグメント情報) 

 【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 

当連結グループはサプライチェーン・ロジスティクスソリューション、ソフトウェアライセンス、ハードウェ

ア・ソフトウェアプロダクトセールスを一体として提供しているため、これらは同一セグメントであります。他

に開示すべきセグメントはないため、事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 

当連結グループはサプライチェーン・ロジスティクスソリューション、ソフトウェアライセンス、ハードウェ

ア・ソフトウェアプロダクトセールスを一体として提供しているため、これらは同一セグメントであります。他

に開示すべきセグメントはないため、事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

当連結グループはサプライチェーン・ロジスティクスソリューション、ソフトウェアライセンス、ハードウェ

ア・ソフトウェアプロダクトセールスを一体として提供しているため、これらは同一セグメントであります。他

に開示すべきセグメントはないため、事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 
本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 
本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 
本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 
海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

 

当中間連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日） 
海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 
海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

 

 

(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年６月1日 至 平成18年11月30日） 

当中間連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。 
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(１株当たり情報)  

前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 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  20,389円83銭 １株当たり純資産額  5,894円05銭 １株当たり純資産額 11,584円55銭 

１株当たり中間純損失金額   
2,682円98銭 

１株当たり中間純損失金額   
5,637円36銭 

１株当たり当期純損失金額       
13,788円71銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在するものの、１株当たり中間純
損失であるため、記載しておりませ
ん。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在するものの、１株当たり中間純
損失であるため、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、潜在株式が
存在するものの、１株当たり当期純
損失であるため、記載しておりませ
ん。 

 

(注) １株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、下記のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成18年11月30日） 

前連結会計年度 
（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）純損失金額    

中間（当期）純損失（△） 

（千円） 
△174,731 

 

△375,944 

 

△901,160 

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）純損

失（△）（千円） 
△174,731 △375,944 △901,160 

普通株式の期中平均株式数（株） 65,126 66,688 65,355 

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 

 旧商法第280条ノ19第
１項の規定に基づく新
株引受権1種類(潜在株
式の数1,318個)、平成
13年改正旧商法第280条
ノ20及び第280条ノ21の
規定に基づく新株予約
権1種類(潜在株式の数
1,572個) 

 

 旧商法第280条ノ19
第１項の規定に基づく
新株引受権1種類(潜在
株式の数1,240個)、平
成13年改正旧商法第
280条ノ20及び第280条
ノ21の規定に基づく新
株予約権1種類(潜在株
式の数1,364個) 
 

 旧商法第280条ノ19第
１項の規定に基づく新
株引受権1種類(潜在株
式の数1,248個)、平成
13年改正旧商法第280条
ノ20及び第280条ノ21の
規定に基づく新株予約
権1種類(潜在株式の数
1,379個)及び第1回無担
保転換社債型新株予約
権付社債(目的となる株
式 の 数  普 通 株 式 
14,516株)(平成18年５
月31日現在) 
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(重要な後発事象) 
 

前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

    至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日 ） 
 

―――― 

 

―――― （社債の繰上償還） 

当社は、平成18年7月3日開催の取締
役会において、平成18年2月3日に発行
いたしました第１回無担保転換社債型
新株予約権付社債（以下、「本新株予
約権付社債」という。）について、繰
上償還条項に基づき繰上償還すること
を決議いたしました。 
1.繰上償還を行う理由 
当社は、新規子会社（株式会社日本

ビジネスクリエイトおよび株式会社シ
ーエスシステムズ）の株式取得資金に
つきまして、有利子負債抑制による財
務体質の健全化などを目的として平成
18年2月3日に本新株予約権付社債
1,500,000千円を発行いたしました。 
しかしながら、その後の業績推移や

株式市場環境の変化による株価の動向
から、当社は当初の資本戦略を見直す
こととし、本新株予約権付社債の残存
する額面総額を繰上償還することとい
たしました。 
2.繰上償還する本新株予約権付社債に
ついて 
イ.銘柄（回号） 
株式会社フレームワークス第１回無
担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限
定同順位特約付） 

ロ.転換状況       
累計転換価額   150,000千円 

（転換率10％） 
転換株式総数   1,456.87株 
発行株式の種類  普通株式 
発行済株式数   66,688.87株 

(平成18年5月31日現在） 
資本金      612,480千円 

(平成18年5月31日現在） 
ハ.繰上償還対象総額 1,350,000千円 
ニ.繰上償還期日    平成18年7月18日 
ホ.繰上償還金額    額面100円につき 

金100円 
なお、本新株予約権付社債の繰上償

還資金につきましては、銀行借入によ
り充当いたしました。 
＜資金の借入＞ 
(1) 長期借入金 
①借入先  株式会社静岡銀行 
②借入金額 700,000千円 
③借入利率 当初2.0％（変動金利） 
④借入日  平成18年６月30日 
⑤借入期間 7年間 
⑥返済方法  1年間据置後、 

元金均等返済 
⑦借入方法 無担保・無保証 
⑧資金使途 本新株予約権付社債の 

償還資金 
(2) 残りの償還資金650,000千円につ
きましては、一旦、短期銀行借入によ
り賄い、返済期限(平成18年７月25日)
到来後は第１回無担保社債(私募債)の
発行により充当しました。 
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前中間連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

    至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日 ） 

―――― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――― 
 

（社債の発行） 

当社は、平成18年7月14日開催の取

締役会において、第１回無担保社債

(私募債)の発行を決議いたしました。 

1.資金調達の目的 

第1回無担保転換社債型新株予約権

付社債の繰上償還資金1,350,000千円

の資金調達に関しまして、長期銀行借

入700,000千円と短期銀行借入650,000

千円により充当していましたが、短期

銀行借入の返済期限が到来したことに

より本社債の発行にて650,000千円を

資金調達することといたしました。 

2.第1回無担保社債（私募債）の概要 

(1)社債の名称 株式会社フレームワ 

ークス第１回無担保

社債（株式会社みず

ほ銀行保証付及び適

格機関投資家限定） 

(2)社債の総額 650,000千円 

(3)年限    5年 

(4)償還方法  半年毎定時償還 

(5)利率    当初0.68％ 

（変動金利） 

(6)発行価額   額面100円につき 

金100円  

(7)償還価額   額面100円につき 

金100円 

(8)発行日    平成18年7月25日 

(9)償還期日   平成23年7月25日 

(10)発行形態  無担保・無格付 

(11)総額引受人 株式会社みずほ銀行 

(12)財務代理人 株式会社みずほ銀行 

(13)保証人   株式会社みずほ銀行 

(14)資金使途  第1回無担保転換社債 

型新株予約権付社債 

の償還資金 

(15)その他重要な特約事項  

本社債には、財務制限条項がついて

おり、以下の条項に抵触した場合、総

額引受人の請求によって一括償還する

ことがあります。 

・平成19年5月期において、損益計算

書に示される経常損益が経常損失と

なった場合、その基準とした決算期

の末日より4ヶ月を経過したとき 

・払込期日以降2期連続して損益計算

書に示される経常損益が経常損失と

なった場合、その基準とした2期目

の決算期の末日より4ヶ月を経過し

たとき 
・払込期日以降、平成18年5月期末の
貸借対照表の純資産の部の金額の
70％を下回った場合、その基準とし
た決算期の末日より4ヶ月を経過し
たとき 
 

 



 

―   ― 35 

 

 

 

前中間連結会計期間 
（ 自 平成17年６月１日 

    至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 
（ 自 平成18年６月１日 

     至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 
（ 自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 ） 

（株式取得による子会社化） 

当社は、平成17年12月27日開催の

取締役会において、医療情報システ

ムの提供等を目的として株式会社シ

ーエスネットから、平成17年12月1日

に分割された株式会社シーエスシス

テムズの株式を取得することを決議

し、当社の子会社といたしました。 

1.株式の取得先 

商号 株式会社シーエスネット 

2.株式を取得した会社の概要 

（1）商号 株式会社シーエスシステ 

ムズ 

（2）主な事業内容    

医療情報系システム開発、シス

テム・インテグレーション事業 

（3）決算期  5月 

（4）従業員数 50名 

（5）子会社  C.S.Factory Co.,Ltd. 

（ベトナム社会主義共和国、 

出資比率100％､従業員数46名）

（6）資本の額 10百万円 

3.取得株式数、取得価額および取得

前後の所有株式の状況 

（1）異動前の所有株式数 

  0株（所有割合    0％） 

（議決権の数   0個） 

（2）取得株式数 

  102株（取得価額 790百万円） 

（議決権の数  102個） 

（3）異動後の所有株式数 

 102株（所有割合   51.0％） 

（議決権の数  102個） 

 

(社債の発行) 
 当社は、平成18年１月18日開催の取
締役会において、第１回無担保転換社
債型新株予約権付社債の発行を決議い
たしました。 
1.発行総額  1,500,000千円 
2.発行価額  額面100円につき 

金100円 
3.利率     本社債には利息を付   
        さない 
4.発行日    平成18年２月３日 
5.償還方法  満期償還、繰上償還 
       又は買入消却 
6.償還期限  平成20年２月１日 
7.担保の内容 担保又は保証を付さな   

い 
8.資金の使途  

子会社取得のため､一時的に発生
した短期借入金の返済及び運転資金 

 

 

―――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―――― 
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前中間連結会計期間 
（ 自 平成17年６月１日 

    至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 
（ 自 平成18年６月１日 

     至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 
（ 自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 ） 

9.新株予約権の内容 
①新株予約権の目的となる株式の種類 

普通株式 
②新株予約権の目的となる株式の数 

社債の発行価額を下記の転換価額
で除した数（100分の１株未満は切り
捨て） 
③転換価額   

１株当たり 当初 155,000円 
④転換価額の修正 
毎月第２金曜日まで（当日を含む）

の５連続取引日の㈱東京証券取引所に

おける普通株式の普通取引の毎日の終

値の平均値の90％に相当する金額に修

正される。ただし、上限転換価額は

217,000円、下限転換価額は93,000円

とする。 

⑤行使請求期間 

平成18年２月６日から平成20年１月

31日までの間。 
 
(投資事業組合への出資及び子会社化) 
当社は、平成18年１月16日及び平成

18年１月27日開催の取締役会におい
て、ＡＧインベストメント１号投資事
業組合に出資し、当社の子会社といた
しました。 
1.組合の概要 
(1)名称  ＡＧインベストメント１号

投資事業組合 
(2)目的   

主に中国、香港の物流、商流をは
じめとするサービス業界等において
高い付加価値を有するビジネス展開
をしている企業に対する投資 
(3)業務執行組合員 
  株式会社アクアRIMCO 
  Go-To-Asia Investment Limited 
(4)設立年月日 
 平成18年１月27日 

(5)ファンドの期間  
 ５年間（延長期間２年） 

2.出資の目的  
 業務執行組合員が投資判断や運営
を行い、主に中国、香港の物流、商
流をはじめとするサービス業界等に
おいて高い付加価値を有するビジネ
スを展開している企業を中心に投資
し、当社は、これらの企業の成長を
支援すると共に、出資先企業との業
務的な連携により、当社事業領域の
補完や新ビジネス展開などのシナジ
ー効果を得ることを目的としており
ます。 
3.出資の時期  平成18年１月27日 
4.出資口数及び出資金比率 
(1)出資口数      8,498口 
(2)出資金の総額 125,141千円 
(3)出資金比率     99.98％ 
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前中間連結会計期間 
（ 自 平成17年６月１日 

    至 平成17年11月30日 ） 

当中間連結会計期間 
（ 自 平成18年６月１日 

     至 平成18年11月30日 ） 

前連結会計年度 
（ 自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日 ） 
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６．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 品目 

生産高(千円) 前年同期比(％) 

サプライチェーン・ロジスティクス 
ソリューション 

1,058,426 250.8 

合計 1,058,426 250.8 

(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

    ２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 品目 

仕入高(千円) 前年同期比(％) 

ハードウェア・ソフトウェア 
プロダクトセールス 

253,433 308.2 

合計 253,433 308.2 

(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

    ２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 受注実績 

当中間連結会計期間の受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 品目 

受注高 
(千円) 

前年同期比 
(％) 

受注残高 
(千円) 

前年同期比 
(％) 

サプライチェーン・ロジスティクス 
ソリューション 

1,012,140 249.4 429,407 128.1 

ソフトウェアライセンス 589,690 576.1 230,953 492.3 

ハードウェア・ソフトウェア 
プロダクトセールス 

290,527 297.4 9,861 74.4 

合計 1,892,359 312.4 670,222 169.5 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(4) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 品目 

金額(千円) 前年同期比(％) 

サプライチェーン・ロジスティクス 

ソリューション 
1,011,999 238.6 

ソフトウェアライセンス 440,043 309.1 

ハードウェア・ソフトウェア 

プロダクトセールス 
309,773 325.6 

合計 1,761,817 266.2 

(注) １ 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。 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日) 相手先 

金額 
(千円) 

割合 
(％) 

金額 
(千円) 

割合 
(％) 

SBSホールディングス株式会社 ― ― 287,499 16.3 

株式会社シーエスネット ― ― 263,324 14.9 

日本電気株式会社 181,748 27.5 281,466 16.0 

松下電器産業株式会社 139,895 21.1 ― ― 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 当中間連結会計期間の松下電器産業株式会社については、当該割合が100分の10未満のため記載を省略して
おります。 


