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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　有

（内容）連 結　（新規） １ 社 （除外） １ 社　     持分法（新規） － 社 （除外） － 社

当第３四半期連結会計期間においてポータル株式会社を株式交換により完全子会社としております。また、同社と

６月30日付で合併した事により連結の範囲から除外しております。

④　監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

四半期連結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３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日　～　平成18年12月31日）

(1）連結経営成績の進捗状況 (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。 

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３月期第３四半期 2,104 160.9 123 － 118 － △148 －

18年３月期第３四半期 806 (－) △164 (－) △164 (－) △109 (－)

（参考）18年３月期 2,031  199  196  91  

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３月期第３四半期 △9,595 12 － －

18年３月期第３四半期 △7,575 48 － －

（参考）18年３月期 6,270 36 5,894 00

　（注）　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当社の顧客対象である製造業の経営環境は、「団塊世代の退職に伴う匠の危機」や「日本版SOX法への対応」「環境規制

物質への対応」等によって様々な課題解決へのニーズが高まり、積極的な投資が行われております。

 こうした旺盛な需要を背景に、当社グループの当第３四半期連結会計期間の業績は、既存顧客を中心に受注が増加し順調

に推移しました。特に、長期かつ大型の案件受注に伴い、一部の案件において「進行基準」（※）という会計基準が適用

されたことから、売上高は2,104百万円(前年同期比160.9％増)、経常利益118百万円(前年同期は経常損失164百万円)と大

きく伸長いたしました。しかしながら、ソフトウェア仮勘定評価損として特別損失321百万円を計上した結果、第３四半期

純損失は148百万円(前年同期は第３四半期純損失109百万円)となりました。

　なお、当第３四半期連結会計期間においては、引き続きＰＬＭソフトウェアパッケージ「SpeedPLMware®」の開発、マー

ケティング、販売体制強化など、今後の成長にむけた積極的な活動もおこなっております。また、当面の課題となってい

る人材の確保に関しては、積極的な採用活動を行った結果、12月末現在の従業員数は120名(前年同月末比43名増)と増加し

ております。しかしながら、予想を上回る旺盛な需要に対応するため、今後はより一層採用活動を強化してまいります。

※ 進行基準：案件の進捗度に応じて売上を計上する会計基準であり、当社においては、「作業期間6ヶ月超かつ受注金額が5千万円以上で、収

益及び費用の見積りが可能な案件」を対象としています。
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 (2）連結財政状態の変動状況 (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。

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３月期第３四半期 3,525 1,559 39.8 89,808 44

18年３月期第３四半期 2,284 953 41.7 64,026 98

（参考）18年３月期 3,100 1,155 37.3 77,313 30

(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３月期第３四半期 313 △442 36 966

18年３月期第３四半期 △202 △461 709 683

（参考）18年３月期 △67 △676 1,157 1,051

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前第３四半期純損失182百万円(前年同

期比5.9％増)、売上債権の減少による収入188百万円(同46.1％増)、ソフトウェア仮勘定評価損321百万円(前年同期は－百

万円)の発生、たな卸資産の増加108百万円(前年同期比17.6％増)、法人税等の支払額80百万円(同25.2％減)などにより、

313百万円の資金の獲得(前年同期は202百万円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、オフィス増

床に伴う敷金保証金の支出40百万円(前年同期比44.4％減)、ソフトウェアの開発に伴う無形固定資産の取得による支出350

百万円(同31.4％増)などにより、442百万円の資金の支出(同4.3％減)となりました。財務活動によるキャッシュ・フロー

は、主に短期借入金の純増220百万円(同55.9％減)、長期借入金の純減183百万円(前年同期は借入の純増200百万円)などに

より36百万円の資金の獲得(前年同期比94.9％減)となりました。以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における連結

ベースの現金及び現金同等物は、966百万円(同41.5％増)となりました。

３．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日　～　平成19年３月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通期 3,000 400 7

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）510円52銭

［業績予想に関する定性的情報等］

 先述いたしましたとおり、当社サービスに対する旺盛な需要を背景に、当第3四半期において大型案件を受注したこと等

から、連結および個別の売上高が当初の通期予想を上回る見込みとなりました。従いまして、平成18年11月14日に発表い

たしました業績予想を、上記のとおり修正しております。

 なお、前回発表いたしました予想との差異等、詳細につきましては、本日別途開示しております「平成19年3月期通期業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

上記の予想は、現時点において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての仮定を前提としており

ます。実際の業績等は、今後の様々な要因により、上記予想数値と異なる可能性がございます。
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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   685,336   967,971   1,053,726  

２．売掛金  225,537  649,245  824,147  

３．たな卸資産  173,247  128,845  19,982  

４．未収入金 ※２ 129,549  －  －  

５．その他  121,372  77,803  91,997  

貸倒引当金  △29,292  △12,910  △13,440  

流動資産合計   1,305,750 57.2  1,810,956 51.4  1,976,414 63.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  95,098   132,264  104,114  

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  229,741  270,507  267,795  

(2）ソフトウェア
仮勘定

 268,016  280,700  346,397  

(3）連結調整勘定  252,044  －  247,197  

(4）のれん  －  232,656  －  

(5）その他  3,672  17,069  3,582  

 無形固定資産合計  753,475  800,934  864,973  

３．投資その他の資産        

(1）繰延税金資産  －  589,298  1,921  

(2）その他  165,512  195,569  209,988  

貸倒引当金  △35,700  △3,321  △56,592  

投資その他の
資産合計

 129,812  781,546  155,317  

固定資産合計  978,386 42.8 1,714,744 48.6 1,124,405 36.3

資産合計  2,284,137 100.0  3,525,700 100.0 3,100,819 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成17年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  112,581  233,950  203,257  

２．短期借入金  530,000  800,000  500,000  

３．１年内返済予定
長期借入金

 102,942  244,092  272,192  

４．その他  143,707  213,280  228,767  

流動負債合計  889,230 38.9 1,491,322 42.3 1,204,217 38.8

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※３ 283,399  434,723  590,601  

２．その他  1,273  40,402  －  

固定負債合計  284,672 12.5 475,125 13.5 590,601 19.1

負債合計   1,173,903 51.4  1,966,448 55.8  1,794,818 57.9

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   156,744 6.9  － －  150,321 4.8

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   398,920 17.4  － －  399,480 12.9

Ⅱ　資本剰余金   447,020 19.6  － －  447,580 14.4

Ⅲ　利益剰余金   107,549 4.7  － －  308,619 10.0

資本合計   953,489 41.7  － －  1,155,679 37.3

負債、少数株主持分
及び資本合計

  2,284,137 100.0  － －  3,100,819 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  402,710 11.4  － －

２．資本剰余金   － －  844,916 24.0  － －

３．利益剰余金  － － 160,264 4.6 － －

４．自己株式  － － △5,635 △0.2 － －

株主資本合計   － －  1,402,255 39.8  － －

Ⅱ　少数株主持分   － －  156,997 4.4  － －

純資産合計   － －  1,559,252 44.2  － －

負債・純資産合計   － －  3,525,700 100.0  － －
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   806,716 100.0  2,104,373 100.0  2,031,159 100.0

Ⅱ　売上原価   469,273 58.2  1,160,577 55.2  1,124,593 55.4

売上総利益   337,443 41.8  943,795 44.8  906,566 44.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  501,711 62.2  819,994 38.9  707,479 34.8

営業利益又は損失
(△)

  △164,268 △20.4  123,800 5.9  199,087 9.8

Ⅳ　営業外収益           

１．印税収入  728   －   728   

２．負ののれん償却  －   6,870   －   

３．その他  170 898 0.1 2,130 9,000 0.4 3,120 3,848 0.2

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  888   12,098   4,126   

２．新株発行費  352   －   807

３．支払手数料  －   1,780   －   

４．その他  23 1,265 0.1 871 14,750 0.7 1,060 5,995 0.3

経常利益又は経常
損失(△)

  △164,635 △20.4  118,050 5.6  196,941 9.7

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  －   19,800   －   

２．その他  － － － 810 20,610 1.0 － － －

Ⅶ　特別損失           

１．移転関連費  7,667   －   7,667   

２．ソフトウェア仮勘定
評価損

 －   321,318   －   

３．その他  167 7,834 1.0 － 321,318 15.3 33,116 40,783 2.0

税金等調整前第３
四半期(当期)純利
益又は純損失(△)

  △172,470 △21.4  △182,656 △8.7  156,157 7.7

法人税、住民税
及び事業税

 442   994   94,303   

法人税等調整額  △63,264 △62,822 △7.8 △41,621 △40,627 △1.9 △23,145 71,158 3.5

少数株主利益又は少
数株主損失(△)

  － －  6,675 0.3  △6,422 0.3

第３四半期(当期)
純利益又は純損失
(△)

  △109,647 △13.6  △148,705 △7.1  91,421 4.5
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(3）四半期連結剰余金計算書

  

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の

連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   441,850  441,850

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  5,170 5,170 5,730 5,730

Ⅲ　資本剰余金第３四半期末

（期末）残高
  447,020  447,580

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   217,197  217,197

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．当期純利益  － － 91,421 91,421

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．第３四半期純損失  △109,647 △109,647 － －

Ⅳ　利益剰余金第３四半期末

（期末）残高
  107,549  308,619

      

(4）四半期連結株主資本等変動計算書

当第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計

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３月31日　残高

（千円）
399,480 447,580 308,619 － 1,155,679 150,321 1,306,000

当第３四半期連結会計期間中の

変動額

新株の発行（千円） 3,230 3,230   6,460  6,460

当期純利益（千円）   △148,705  △148,705  △148,705

自己株式の取得（千円）    △5,635 △5,635  △5,635

株式交換（千円）  394,106   394,106  394,106

連結子会社の合併による

増加（千円）
  350  350  350

株主資本以外の項目の当第３

四半期連結会計期間中の変動

額(純額)（千円）

     6,675 6,675

当第３四半期連結会計期間中の

変動額合計（千円）
3,230 397,336 △148,354 △5,635 246,576 6,675 253,251

平成18年12月31日　残高

（千円）
402,710 844,916 160,264 △5,635 1,402,255 156,997 1,559,252
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(5）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ

シュ・フロー
    

税金等調整前第３四半

期(当期)純利益又は純

損失(△)

 △172,470 △182,656 156,157

減価償却費  50,549 125,705 84,667

連結調整勘定償却額  － － 4,847

のれん償却額  － 14,541 －

負ののれん償却額  － △6,870 －

受取利息及び

受取配当金
 △2 △37 △5

支払利息  888 12,098 4,126

移転関連費  2,985 － 1,520

ソフトウェア仮勘定評

価損
 － 321,318 －

固定資産除却損  167 － 251

受託業務解約損  － － 32,864

売上債権の減少額

（△増加額）
 129,049 188,530 △337,596

たな卸資産の減少額

（△増加額）
 △92,601 △108,862 27,797

未収入金の増加額  △7,356 △7,323 －

未収消費税等の増加額  △19,865 － △19,347

未払消費税等の減少額  △17,187 － △14,379

預り金の増加額  16,836 － 11,865

仕入債務の増加額

（△減少額）
 △8,475 12,606 87,155

未払金の増加額  24,432 32,278 4,933

その他  △608 3,793 375

小計  △93,657 405,121 45,233

利息及び配当金の

受取額
 2 37 5

利息の支払額  △1,294 △11,222 △4,700

法人税等の支払額  △107,798 △80,603 △107,722

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 △202,749 313,333 △67,185
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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
 △36,213 △59,386 △79,440

無形固定資産の取得に

よる支出
 △267,033 △350,918 △420,691

投資有価証券の取得に

よる支出
 △12,500 － △31,250

株式交換による子会社

資金の受入額
 － 5,462 －

連結の範囲の変更を

伴う子会社株式の取得

による支出

 △72,810 － △72,810

敷金・保証金の支出  △72,404 △40,288 △76,289

その他  △868 3,079 4,285

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △461,831 △442,051 △676,197

     

Ⅲ　財務活動によるキャッ

シュ・フロー
    

短期借入れによる収入  500,000 300,000 500,000

短期借入金の返済によ

る支出
 － △79,690 △30,000

長期借入れによる収入  200,000 100,000 700,000

長期借入金の返済によ

る支出
 － △283,978 △23,548

株式の発行による収入  9,987 5,671 10,652

自己株式の取得による

支出
 － △5,635 －

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
 709,987 36,368 1,157,104

Ⅳ　現金及び現金同等物に

係る換算差額
 － 7,445 △74

Ⅴ　現金及び現金同等物の

増加額（△減少額）
 45,406 △84,904 413,646

Ⅵ　現金及び現金同等物の

期首残高
 638,029 1,051,676 638,029

Ⅶ　現金及び現金同等物の

第３四半期末(期末)残高
 ※1 683,436 966,771 1,051,676
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

　㈱フォー・リンク・システムズ

※ネクステックシステムズ㈱につい

ては当第３四半期連結会計期間にお

いて新たに設立したことにより連結

の範囲に含めております。

※㈱フォー・リンク・システムズに

ついては平成17年12月に株式を新規

に取得したことにより当第３四半期

連結会計期間より連結の範囲に含め

ておりますが、みなし取得日を当第

３四半期連結会計期間末としている

ため貸借対照表のみ連結しておりま

す。

連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

　㈱フォー・リンク・システムズ

※当第３四半期連結会計期間中に株

式交換により完全子会社といたしま

したポータル㈱につきましては、平

成18年６月30日付で当社を存続会社

とする吸収合併を行ったことにより

連結の範囲から除外しております。

なお、合併までの期間の損益及び

キャッシュ・フローは四半期連結損

益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書に含まれており

ます。

連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

　㈱フォー・リンク・システムズ

※ネクステックシステムズ㈱につい

ては当連結会計年度において新たに

設立したことにより連結の範囲に含

めております。

※㈱フォー・リンク・システムズに

ついては平成17年12月16日に株式を

新規に取得して当連結会計年度より

連結子会社となっており、平成17年

12月31日をみなし取得日とし、平成

18年3月31日までの期間を連結財務諸

表に含めております。

２．持分法の適用に関する事

項

非連結子会社及び関連会社がないた

め、該当事項はありません。

同左 同左

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

連結子会社の四半期決算日が四半期

連結決算日と異なる会社は、次の通

りであります。

会社名 ㈱フォー・リンク・システム

ズ

第３四半期決算日 ６月30日

第３四半期連結財務諸表の作成にあ

たっては、第３四半期連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。

すべての連結子会社の四半期の末日

は、四半期連結決算日と一致してお

ります。

すべての連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しております。

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

イ 有価証券

(イ)その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し

ております。

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ 有価証券

(イ)その他有価証券

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

イ 有価証券

(イ)その他有価証券

時価のないもの

　　　　　　同左

 ロ　たな卸資産

(1) 商品

総平均法による原価法を採用してお

ります。

(2) 仕掛品

個別法による原価法を採用しており

ます。

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

ロ　たな卸資産

(1) 商品

　　　　　　同左

(2) 仕掛品

　　　　　　同左

(3) 貯蔵品

　　　　　　同左

ロ　たな卸資産

(1) 商品

　　　　　　同左

(2) 仕掛品

　　　　　　同左

(3) 貯蔵品

　　　　　　同左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ 有形固定資産

定率法によっております。なお、

耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ 有形固定資産

定率法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　　　　　８～18年

器具及び備品　　４～15年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ 有形固定資産

定率法によっております。

 ロ 無形固定資産

定額法によっております。なお、

市場販売目的のソフトウェアにつ

いては、見込有効期間(３年)にお

ける見込販売収益に基づく償却額

と販売可能な残存有効期間に基づ

く均等配分額を比較しいずれか大

きい金額を計上しております。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。

ロ 無形固定資産

定額法によっております。なお、

市場販売目的のソフトウェア及び

コンテンツについては、見込有効

期間(３年)における見込販売収益

に基づく償却額と販売可能な残存

有効期間に基づく均等配分額を比

較しいずれか大きい金額を計上し

ております。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。

ロ 無形固定資産

定額法によっております。なお、

市場販売目的のソフトウェアにつ

いては、見込有効期間(３年)にお

ける見込販売収益に基づく償却額

と販売可能な残存有効期間に基づ

く均等配分額を比較しいずれか大

きい金額を計上しております。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。

 ハ　長期前払費用

均等償却によっております。なお、

償却期間については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっ

ております。

ハ　長期前払費用

当社は均等償却によっております。

ハ 長期前払費用

　　　　　　同左

 (3）重要な引当金の計上基準

イ 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

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

同左

(3）重要な引当金の計上基準

同左

 (4）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

 (5）収益及び費用の計上基準

 収益及び費用の計上は、原則とし

て検収基準によっております。た

だし、作業期間が６ヶ月超、かつ、

受注金額が５千万円以上で、収益

及び費用の見積りが可能なプロ

ジェクトについては、進行基準を

採用しております。

(5）収益及び費用の計上基準

 当社の収益及び費用の計上は、原

則として検収基準によっておりま

す。ただし、作業期間が６ヶ月超、

かつ、受注金額が５千万円以上で、

収益及び費用の見積りが可能なプ

ロジェクトについては、進行基準

を採用しております。

(5）収益及び費用の計上基準

同左

 (6）その他四半期連結財務諸表作成

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

(6）その他四半期連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

同左

(6）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

同左

５．四半期連結キャッシュ・

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、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、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

スクしか負わない短期的な投資であ

ります。

同左 同左

－ 10 －



四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

───────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準)

「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)を当第３四半

期連結会計期間から適用しております。これに

よる損益に与える影響はありません。これまで

の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,402,255千円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間における四半

期連結貸借対照表の純資産の部については、中

間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しております。

─────────

───────── (企業結合に係る会計基準)

当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に

係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月

31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企

業会計基準第７号平成17年12月27日)並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10

号 平成17年12月27日)を適用しております。

─────────

───────── (繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)

当第３四半期連結会計期間より、「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報

告 第19号 平成18年８月11日)を適用しており

ます。これに伴い、前第３四半期連結会計期間

において営業外費用の内訳として表示しており

ます「新株発行費」については「株式交付費」

(当第３四半期連結会計期間は788千円)とし、

営業外費用の総額の100分の10以下となったた

め、営業外費用の「その他」に含めて表示する

ことにいたしました。

─────────
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表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

───────── (四半期連結貸借対照表)

１.前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「未収

入金」(当第３四半期連結会計期間末残高51,806千円)は、資産の総額

の100分の５以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示す

ることにいたしました。

２．前第３四半期連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、当第３四半期連結会計期間から「のれん」とし

て表示しております。

３．前第３四半期連結会計期間まで投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しておりました「繰延税金資産」は、当第３四半期連結会

計期間末において資産の総額の100分の５を超えることとなったため区

分掲記しております。なお、前第３四半期連結会計期間末における「繰

延税金資産」は785千円であります。

(四半期連結損益計算書) 

１．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「印

税収入」(当第３四半期連結会計期間は417千円)は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示

することにいたしました。 

２．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「新

株発行費」(当第３四半期連結会計期間は788千円)は、営業外費用の総

額の100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表

示することにいたしました。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書) 

１．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました営業

活動によるキャッシュ・フローの「未収消費税等の増加額」(当第３四

半期連結会計期間は減少15,642千円)は、金額的重要性が乏しくなった

ため、「その他」に含めて表示することにいたしました。

２．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました営業

活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増加額」(当第３四半期連

結会計期間は増加751千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、「そ

の他」に含めて表示することにいたしました。

３．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました営業

活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等の減少額」(当第３四

半期連結会計期間は増加4,385千円)は、金額的重要性が乏しくなった

ため、「その他」に含めて表示することにいたしました。
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(6）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※1.有形固定資産の減価償却累計額

29,489千円

※1.有形固定資産の減価償却累計額

56,521千円

※1.有形固定資産の減価償却累計額

35,516千円

※２.ファクタリング方式により譲渡した売上

債権の未収額98,280千円が含まれております。

※２.ファクタリング方式により譲渡した売上

債権の未収額19,372千円が含まれております。

※２.　　　　─────────

※３．日本政策投資銀行からの長期借入金

74,300千円(うち１年内返済予定長期借入金

18,470千円)については、下記に記載するプロ

グラム著作権等(１)について質権、教育システ

ム事業(２)に譲渡担保権が設定されております。

　(１)「toremas.com」に係るプログラム著作

権及び同プログラムの関連著作物に関する著

作権 

　(２)「toremas.com」名にて表示されるイン

ターネット上のWebサイト(以下、「本件サイ

ト」という。)上で若しくは本件サイトを利

用し、又は本件サイトと同一の著作物等を一

部でも用いて本件サイト外で営まれている一

切の事業

※３.　　　　───────── ※３．日本政策投資銀行からの長期借入金

71,870千円(うち１年内返済予定長期借入金

22,220千円)については、下記に記載するプロ

グラム著作権等(１)について質権、教育システ

ム事業(２)に譲渡担保権が設定されております。

　(１)「toremas.com」に係るプログラム著作

権及び同プログラムの関連著作物に関する著

作権 

　(２)「toremas.com」名にて表示されるイン

ターネット上のWebサイト(以下、「本件サイ

ト」という。)上で若しくは本件サイトを利

用し、又は本件サイトと同一の著作物等を一

部でも用いて本件サイト外で営まれている一

切の事業

　４．当社及び連結子会社２社は、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸

越契約を締結しております。これら契約に基づ

く当第３四半期連結会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

当座貸越限度額の総額 2,100,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 1,600,000千円 

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当第３四半期連結

会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 800,000千円

差引額 1,700,000千円 

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 2,000,000千円 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次の通りであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次の通りであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次の通りであります。

給与手当 120,953千円

賃借料 52,737千円

業務委託費 62,149千円

給与手当 232,162千円

賃借料 84,688千円

役員報酬 82,108千円

給与手当 184,661千円

役員報酬 76,761千円

業務委託費 82,195千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

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  

 
前連結会計年度末株式数

(株)

当第３四半期連結会計期

間増加株式数(株)

当第３四半期連結会計期

間減少株式数(株)

当第３四半期連結会計期

間末株式数(株)

 発行済株式     

 普通株式(注１) 14,948.00 676.86 － 15,624.86

合計 14,948.00 676.86 － 15,624.86

 自己株式     

 普通株式(注２) － 11.01 － 11.01

合計 － 11.01 － 11.01

  (注)１．普通株式の発行済株式総数の増加676.86株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加344株、ポー

タル㈱との株式交換(ポータル㈱との普通株式１株に対して当社の普通株式0.013㈱を割当)による増加332.86株で

あります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の第３四半期連結会

計期間末残高と四半期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12月31日現在)

現金及び預金勘定 685,336千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金

△1,900千円

現金及び現金同等物 683,436千円

※１．現金及び現金同等物の第３四半期連結会

計期間末残高と四半期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12月31日現在)

現金及び預金勘定 967,971千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金

1,200千円

現金及び現金同等物 966,771千円

※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３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,053,726千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金

2,050千円

現金及び現金同等物 1,051,676千円
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（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第３四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 22,859 3,271 19,588

ソフトウェア 4,443 888 3,554

合計 27,302 4,160 23,142

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 41,184 8,972 32,212

車両 4,067 1,129 2,937

ソフトウェア 45,169 39,302 5,866

合計 90,421 49,405 41,016

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具及び備品 22,859 4,300 18,559

車両 4,072 113 3,959

ソフトウェア 4,443 1,110 3,332

合計 31,375 5,524 25,851

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第３四半期末残高相当額

　未経過リース料第３四半期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

　未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,693千円

１年超 19,157千円

合計 23,851千円

１年内 9,945千円

１年超 32,194千円

合計 42,140千円

１年内 5,560千円

１年超 21,096千円

合計 26,657千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 2,577千円

減価償却費相当額 2,513千円

支払利息相当額 564千円

支払リース料 13,044千円

減価償却費相当額 8,053千円

支払利息相当額 1,317千円

支払リース料 4,111千円

減価償却費相当額 3,832千円

支払利息相当額 876千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

　　　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 12,500

出資金 500

当第３四半期連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 32,750

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 非上場株式 31,250

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日）、当第３四半期連結会計期間（自 平成

18年４月１日 至 平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において、

当社グループ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。

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

 　該当事項はありません。

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 
㈱フォー・リンク・システムズ

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・システムズ

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社
子会社㈱フォー・リンク・システムズの

取締役 1名、同社従業員 4名

 株式の種類別のストック・オプショ

ンの付与数
普通株式　365株 普通株式　200株

 付与日 平成18年７月31日 平成18年７月31日

 権利確定条件
 付与日(平成18年７月31日)以降、権利確定日(平成20

年６月17日)まで継続して業務提携先であること。

 付与日(平成18年７月31日)以降、権利確定日(平成20

年６月17日)まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間 －  自平成18年7月31日　至平成20年6月17日

 権利行使期間  権利確定後８年以内  権利確定後８年以内

 権利行使価格（円） 120,000 120,000

 付与日における公正な評価単価

（円）
0 0
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（企業結合会計）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

（パーチェス法適用関係）

１　企業結合の概要

   被取得企業の名称　　　　　　ポータル㈱

   被取得企業の事業の内容　　　製造業向けデータコンサルティング

   企業結合を行った主な理由　　データクレンジング分野の強化のため

   企業結合日　　　　　　　　　平成18年４月６日（株式交換）、平成18年6月30日（合併）

   企業結合の法的形式　　　　　株式交換による完全子会社化及び当社との吸収合併

   結合後企業の名称　　　　　　ネクステック㈱（存続会社）

   取得した議決権比率　　　　　100％（株式交換時）

２　四半期連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　自　平成18年４月１日　至　平成18年６月29日

３　取得企業の取得原価及びその内訳

　(1) 被取得企業の取得原価　395,606千円

　(2) 取得原価の内訳　株式取得費用　394,106千円

　　　　　　　　　　　株式取得に直接要した支出額（デューデリジェンス費用）1,500千円

４　交付株式の内訳

　(1) 交換比率　普通株式　ネクステック㈱　1：ポータル㈱　0.013

　(2) 算定方法　中央青山PwCコンサルティング㈱に株式交換比率の算定を依頼し、同社から提出された参考資料

に基づきポータル㈱と協議の上、算定

　(3) 交付株式数及びその評価額　332.86株　394,106千円

５　発生した負ののれんの金額等

　(1) 負ののれんの金額　47,272千円

　(2) 発生原因　ポータル㈱の今後の事業展開によって期待される将来の収益力から、同社より引き継ぐ繰越欠

損金から生ずる税効果を控除したことにより発生

　(3) 償却方法及び償却期間　　負ののれんの償却については、5年間で均等償却いたします。

６　企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

　　(平成18年６月30日現在)

　　流動資産　　　　　102,033千円

　　固定資産　　　　　　1,718千円

　　資産計　　　　　　103,752千円

　　流動負債　　　　　102,215千円

　　負債計　　　　　　102,215千円

７　取得原価の配分

繰延税金資産等の項目において、四半期連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的な情報等に基づき

暫定的な会計処理を行っているため、取得原価の配分は完了しておりません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日）、当第３四半期連結会計期間（自 平成

18年４月１日 至 平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）において、

当社グループは製造業特化型ソリューションサービスベンダーとして、同一セグメントに属するグランドデザイン、

データマネジメント、情報(IT)システム構築(開発・導入・運用)等のプロフェッショナルサービスを行っており、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

　前第３四半期連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年12月31日）、当第３四半期連結会計期間（自 平

成18年４月１日 至 平成18年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）にお

いて、当社グループには本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項は

ありません。

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年12月31日）

　　　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 香港

Ⅰ　海外売上高（千円） 424,989

Ⅱ　連結売上高（千円） 2,031,159

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
20.9

　（注）海外売上高は、当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 64,026円98銭

１株当たり第３四半期

純損失金額
7,575円48銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの1株当たり第３四半期純損失であるため記

載しておりません。

１株当たり純資産額 89,808円44銭

１株当たり当第３四半期

純損失金額
9,595円12銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり第３四半期純損失であるため記

載しておりません。

１株当たり純資産額 77,313円30銭

１株当たり当期純利益

金額
6,270円36銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
5,894円00円

　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結会計期間

(自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日)

１株当たり第３四半期(当期)純利益金額

又は純損失金額（△）
   

第３四半期(当期)純利益又は純損失

(△)（千円）
△109,647 △148,705 91,421

普通株主に帰属しない金額（千円) － － －

（うち利益処分による役員賞与金) (－) (－) (－)

普通株式に係る第３四半期(当期)純利

益又は純損失(△)（千円）
△109,647 △148,705 91,421

期中平均株式数（株） 14,474 15,504 14,580

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期

(当期)純利益金額
   

第３四半期(当期)純利益調整額（千円） － － －

（うち支払利息(税額相当額控除後)) (－) (－) (－)

普通株式増加数（株） 692 332 931

（うち新株予約権） (692) (332) (931)

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

定に含めなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類 新株予約権　６

種類

新株予約権の数 1,868個

ストックオプション　６種類

 新株予約権の数　1,887個

 (普通株式　　　 2,069株)

平成17年６月29日定時株主総会

決議ストック・オプション(新

株予約権の数1,895個）普通株

式1,895株
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（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

───────── ───────── (ポータル㈱との株式交換)

当社は平成18年２月８日にポータル㈱を当社の

完全子会社とする株式交換契約を締結し、平成

18年４月６日に株式交換を行いました。

(1) 株式交換の目的

当社は大手製造業の顧客のニーズに幅広く対応

すべく、戦略的アライアンス及びＭ＆Ａの積極

的推進により、事業領域の拡大を進めておりま

す。ポータル㈱は、大手電気メーカー及び大手

機械メーカー数十社を主要顧客とし、同社の

サービス及び同社の持つ部品データ整備ツール

「BizContentsEngine(以下、BizConE)」は部

品データの維持、メンテナンス分野で競争力を

有しております。よって同社の子会社化により、

当社サービスのデータマネジメント分野におけ

る顧客の利便性向上と収益獲得機会の拡大が期

待されます。このような認識のもと、ポータル

㈱を当社の完全子会社とすることを決定いたし

ました。

(2) 株式交換の内容

①当社は、ポータル㈱と商法第352条の規定に

基づく株式交換を行い、交換方法については商

法第358条１項の規定に基づく「簡易株式交換

制度」を用いました。

②株式交換の日　平成18年４月６日

③株式の割当比率

ポータル㈱の普通株式１株に対して当社の普通

株式0.013株を割当交付いたしました。

④株式交換により交付する株式数

普通株式　332.86株

⑤株式交換交付金

株式交換交付金の支払いはありません。

(3) ポータル㈱の概要

①設立年月　平成11年11月24日

②本店所在地　東京都港区六本木二丁目２番６

号

③代表者　代表取締役社長　藤永 和也

④資本金　100,000千円

⑤事業内容　製造業向けデータコンサルティン

グ、データベース検索エンジン開発及び販売

⑥売上高及び当期純利益(平成17年３月期)

売上高　　　129,870千円

当期純利益 　15,816千円
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

(ポータル㈱との合併契約の締結)

当社は平成18年５月22日開催の取締役会で、平

成18年６月30日付で当社の連結子会社である

ポータル㈱を吸収合併することを決議し、同日

付で合併契約を締結いたしました。

(1) 合併の目的

①サービス面

ポータル㈱の部品データ整備ツールBizConEを

活用することによって、データマネージメント

サービス（部品の標準化、モジュール化を中心

とした部品情報整備コンサルティング）を従来

の工数の1/2～1/3に効率化できることが同社の

子会社化における最大の利点でした。加えて吸

収合併後は、当社の製造業向け基幹システムソ

フトウエア「SpeedPLMware.（以下、SPw.）」

にBizConEの機能を取り入れてSPw.の製品力を

強化し、SPw.の範疇外の機能やサービスについ

ては当社の新たなサービスメニューとすること

で顧客に対しより広範なサービスを提供できま

す。

②セールス・マーケティング面

ポータル㈱の子会社化により、同社の製品を仕

入販売可能になったことで新たな売上の獲得を

見込んでおりましたが、今後は仕入・共同提案

などの中間プロセスが無くなり、かつ対顧客窓

口も一本化されることで販売結果が素早くダイ

レクトに売上となるなど営業効率が向上し、よ

り大きな利益を見込めます。

③財務面

財務面においても、同社の繰越欠損金1,073百

万円を吸収することで、営業キャッシュ・フ

ローを451百万円改善させる効果が見込めるこ

とから、同社と合併することを決定いたしまし

た。

(2) 合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併（簡易合併）方

式で、ポータル㈱は解散いたします。

(3) 合併により発行する株式の種類及び数、増

加すべき資本金

当社はポータル㈱の発行済株式全てを所有して

おりますので、合併による新株式の発行、資本

金の増加は行いません。

(4) 財産の引継ぎ

当社はポータル㈱の平成18年３月31日現在の財

産目録・貸借対照表その他同日現在の計算を基

礎とし、これに合併期日までの増減を加減した

資産、負債及び権利義務一切を合併期日におい

て承継いたしました。

(5) 合併交付金

合併交付金の支払いはありません。
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(財)財務会計基準機構会員  

平成19年３月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年２月13日

上場会社名　ネクステック株式会社 （コード番号：3767　　　　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.nextechcorp.co.jp/　）  

代　　表　　者　代表取締役社長　山田 太郎 　ＴＥＬ：（03）6717－6951　　　　　

問合せ先責任者　取締役ＣＦＯ　　斎藤 泰志  

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　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３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日　～　平成18年12月31日）

(1）経営成績の進捗状況 (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。

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３月期第３四半期 1,731 114.7 162 － 156 － △123 －

18年３月期第３四半期 806 21.0 △153 － △153 － △98 －

（参考）18年３月期 1,724  201  197  118  

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年３月期第３四半期 △7,957 08

18年３月期第３四半期 △6,795 76

（参考）18年３月期 8,151 46

　（注）　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(2）財政状態の変動状況 (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。

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３月期第３四半期 3,288 1,454 44.2 93,168 42

18年３月期第３四半期 1,891 964 51.0 64,784 82

（参考）18年３月期 2,774 1,183 42.6 79,148 09

３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日　～　平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 2,400 400 24

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　1,570円　20銭

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３月期 0.0 0.0 0.0

19年３月期（実績） ― ― ―

19年３月期（予想） ― ― ―
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   301,744   856,167   730,721  

２．売掛金   135,240   547,202   721,306  

３．たな卸資産   112,183   112,793   14,892  

４．未収入金 ※3  123,121   －   －  

５．その他 ※2,3  117,815   81,452   88,770  

流動資産合計   790,105 41.8  1,597,616 48.6  1,555,691 56.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1  92,871   112,650   87,450  

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア   172,379   158,490   205,872  

(2）ソフトウェア
仮勘定

  251,583   186,266   320,118  

(3）その他   3,552   3,410   3,462  

無形固定資産合計   427,515   348,168   529,453  

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式   464,000   464,000   464,000  

(2）敷金保証金   98,870   －   98,870  

(3）繰延税金資産   －   589,298   1,921  

(4）その他   17,932   176,503   37,203  

投資その他の資産合
計

  580,802   1,229,802   601,995  

固定資産合計   1,101,190 58.2  1,690,621 51.4  1,218,899 43.9

資産合計   1,891,295 100.0  3,288,237 100.0  2,774,591 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   95,671   186,684   185,658  

２．短期借入金   500,000   800,000   500,000  

３．１年内返済予定
長期借入金

  40,000   228,000   208,000  

４．未払金   100,404   －   50,178  

５．その他 ※2  30,444   177,432   165,649  

流動負債合計   766,520 40.5  1,392,117 42.4  1,109,485 40.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   160,000   401,000   482,000  

２．その他   －   40,402   －  

固定負債合計   160,000 8.5  441,402 13.4  482,000 17.4

負債合計   926,520 49.0  1,833,519 55.8  1,591,485 57.4

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   398,920 21.1  － －  399,480 14.4

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  447,020   －   447,580   

資本剰余金合計   447,020 23.6  － －  447,580 16.1

Ⅲ　利益剰余金           

第３四半期(当期)
未処分利益

 118,835   －   336,045   

利益剰余金合計   118,835 6.3  － －  336,045 12.1

資本合計   964,775 51.0  － －  1,183,105 42.6

負債・資本合計   1,891,295 100.0  － －  2,774,591 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  402,710 12.2  － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   844,916   －   

資本剰余金計   － －  844,916 25.7  － －

３．利益剰余金           

(1）繰越利益剰余金  －   212,726   －   

利益剰余金計   － －  212,726 6.5  － －

４．自己株式   － －  △5,635 △0.2  － －

株主資本合計   － －  1,454,717 44.2  － －

純資産合計   － －  1,454,717 44.2  － －

負債・純資産合計   － －  3,288,237 100.0  － －
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   806,716 100.0  1,731,768 100.0  1,724,484 100.0

Ⅱ　売上原価   469,273 58.2  929,258 53.7  878,400 50.9

売上総利益   337,443 41.8  802,509 46.3  846,084 49.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   490,531 60.8  640,380 36.9  644,361 37.4

営業利益又は損失
(△)

  △153,087 △19.0  162,128 9.4  201,722 11.7

Ⅳ　営業外収益 ※1  898 0.1  6,635 0.4  938 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※2  1,265 0.1  12,033 0.7  5,073 0.3

経常利益又は損失
(△)

  △153,454 △19.0  156,730 9.1  197,586 11.5

Ⅵ　特別利益   － －  － －  － －

Ⅶ　特別損失 ※3  7,834 1.0  321,318 18.6  7,918 0.5

税引前第３四半期
(当期)純利益
又は純損失(△)

  △161,289 △20.0  △164,587 △9.5  189,667 11.0

法人税、住民税
及び事業税

 337   397   93,964   

法人税等調整額  △63,264 △62,927 △7.8 △41,666 △41,268 △2.4 △23,145 70,819 4.1

第３四半期(当期)
純利益又は純損失
(△)

  △98,361 △12.2  △123,318 △7.1  118,848 6.9

前期繰越利益   217,197   －   217,197  

第３四半期(当期)
未処分利益

  118,835   －   336,045  

           

(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４月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金

その他利益剰余金
自己株式 株主資本合計

 利益剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 399,480 447,580 336,045 － 1,183,105 1,183,105

当第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 3,230 3,230 － － 6,460 6,460

第３四半期純損失（千円） － － △123,318 － △123,318 △123,318

自己株式の取得（千円） － － － △5,635 △5,635 △5,635

株式交換（千円） － 394,106 － － 394,106 394,106

当第３四半期会計期間中の変動額合計（千

円）
3,230 397,336 △123,318 △5,635 271,612 271,612

平成18年12月31日　残高（千円） 402,710 844,916 212,726 △5,635 1,454,717 1,454,717
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

 移動平均法による原価法を採用して

おります。

その他有価証券

　時価のないもの

移動平均法による原価法を採用

しております。

(1）有価証券

子会社株式

 　　　　　　　同左

 

その他有価証券

 　　　　　　　同左

 

(1）有価証券

子会社株式

 　　　　　　　同左

 

その他有価証券

 　　　　　　　同左

 

 (2）たな卸資産

商品

　総平均法による原価法を採用して

おります。 

仕掛品

　個別法による原価法を採用してお

ります。

貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(2）たな卸資産

商品

　　　　　　　同左

 

仕掛品

　　　　　　　同左

 

貯蔵品

　　　　　　　同左

(2）たな卸資産

商品

　　　　　　　同左

 

仕掛品

　　　　　　　同左

 

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、耐

用年数及び残存価額については、法

人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

(1）有形固定資産

イ 有形固定資産

定率法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　　　　　８～18年

器具及び備品　　４～８年

(1）有形固定資産

定率法によっております。なお、耐

用年数及び残存価額については、法

人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

 (2）無形固定資産

定額法によっております。なお、市

場販売目的のソフトウェアについて

は、見込有効期間(３年)における見

込販売収益に基づく償却額と販売可

能な残存有効期間に基づく均等配分

額を比較しいずれか大きい金額を計

上しております。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）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

均等償却によっております。なお、

償却期間については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によってお

ります。

(3）長期前払費用

均等償却によっております。

(3）長期前払費用

均等償却によっております。なお、

償却期間については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によってお

ります。

３．収益及び費用の計上基準 収益及び費用の計上は、原則として

検収基準によっております。ただし、

作業期間が６ヶ月超、かつ、受注金

額が５千万円以上で、収益及び費用

の見積りが可能なプロジェクトにつ

いては、進行基準を採用しておりま

す。

同左 同左

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

５．その他四半期財務諸表

（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。

同左 同左

－ 26 －



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

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (固定資産の減損に係る会計基準)

 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針 第６号平成15年10月31日)

が平成17年４月１日以降開始する事業年度に係

る財務諸表から適用されることになったことに

伴い、当第３四半期会計期間から同会計基準及

び適用指針によっております。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。

これまでの「資本の部」の合計に相当する金

額は1,454,717千円であります。なお、当第３

四半期会計期間における四半期貸借対照表の

純資産の部については、中間財務諸表等規則

の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

─────────

───────── （企業結合に係る会計基準等）

当第３四半期会計期間より、「企業結合に係

る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月

31日)及び「事業分離等に関する会計基準」

(企業会計基準第7号 平成17年12月27日)並び

に「企業結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針

第10号 平成17年12月27日)を適用しておりま

す。

─────────
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表示方法の変更

前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

(四半期貸借対照表)

１.前第３四半期会計期間末は、流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「未収入金」は、資産の総額の100分の５を超えることと

なりましたため、当第３四半期会計期間より区分掲記しております。

なお、前第３四半期会計期間末における「未収入金」の金額は8,580千

円であります。

２.前第３四半期会計期間末は、投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました「敷金保証金」は、資産の総額の100分の５を超

えることとなりましたため、当第３四半期会計期間より区分掲記して

おります。なお、前第３四半期会計期間末における「敷金保証金」の

金額は30,958千円であります。

３.前第３四半期会計期間末は、流動負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「未払金」は、資産の総額の100分の５を超えることとな

りましたため、当第３四半期会計期間より区分掲記しております。な

お、前第３四半期会計期間末における「未払金」の金額は19,655千円

であります。

(四半期貸借対照表)

１.前第３四半期会計期間において区分掲記しておりました「未収入

金」(当第３四半期会計期間末残高51,806千円)は、資産の総額の100分

の５以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示すること

にいたしました。

２.前第３四半期会計期間において区分掲記しておりました「敷金保証

金」(当第３四半期会計期間末残高140,179千円)は、資産の総額の100

分の５以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表

示することにいたしました。

３.前第３四半期会計期間まで、投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました「繰延税金資産」は、当第３四半期会計期間末

において資産の総額の100分の５を超えることとなったため、区分掲記

しております。なお、前第３四半期会計期間における「繰延税金資産」

の金額は785千円であります。

４.前第３四半期会計期間において区分掲記しておりました「未払金」

(当第３四半期会計期間末残高54,539千円)は、資産の総額の100分の５

以下となったため、流動負債の「その他」に含めて表示することにい

たしました。
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(3）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

27,036千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

50,788千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

32,301千円

※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、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※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。

※２．　　　　─────────

※３．ファクタリング方式により譲渡した売上

債権の未収額98,280千円が含まれております。

※３．ファクタリング方式により譲渡した売上

債権の未収額19,372千円が含まれております。

※３．　　　　─────────

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座借越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当第３四半期会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越限度額の総額 2,100,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 1,600,000千円 

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座借越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当第３四半期会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 800,000千円

差引額 1,700,000千円 

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座借越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当事業年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 2,000,000千円 

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの

印税収入　　　　　　　　　　　728千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

負ののれん償却額　　　　　　4,489千円

為替差益　　　　　　　　　　　672千円　　

　　　

※1．営業外収益のうち主要なもの

印税収入　　　　　　　　　　　 728千円

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息　　　　　　　　　　　888千円

新株発行費　　　　　　　　　　352千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　　　　 11,245千円

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息　　　　　　　　　　3,173千円

為替差損　　　　　　　　　　1,069千円

※３．特別損失のうち主要なもの

移転関連費　　　　　　　　　7,667千円

※３．特別損失のうち主要なもの

ソフトウェア仮勘定評価損　321,318千円

※３．特別損失のうち主要なもの

移転関連費　　　　　　　　　7,667千円

  ４．減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　　11,961千円

無形固定資産　　　　　　　38,588千円

  ４．減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　　18,487千円

無形固定資産　　　　　　  61,203千円

  ４．減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　　 17,899千円

無形固定資産　　　 　　　　54,769千円

（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４月１日　至　平成18年12月31日）

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)

 自己株式     

 普通株式(注１) － 11.01 － 11.01

合計 － 11.01 － 11.01

  (注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第３四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 22,859 3,271 19,588

ソフトウェア 4,443 888 3,554

合計 27,302 4,160 23,142

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 41,184 8,972 32,212

ソフトウェア 45,169 39,302 5,866

合計 86,353 48,275 38,078

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具及び備品 22,859 4,300 18,559

ソフトウェア 4,443 1,110 3,332

合計 27,302 5,411 21,891

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第３四半期末残高相当額

　未経過リース料第３四半期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

　未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,693千円

１年超 19,157千円

合計 23,851千円

１年内 9,132千円

１年超 30,070千円

合計 39,202千円

１年内 4,746千円

１年超 17,951千円

合計 22,697千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 2,577千円

減価償却費相当額 2,513千円

支払利息相当額 564千円

支払リース料 12,330千円

減価償却費相当額 7,646千円

支払利息相当額 1,010千円

支払リース料 3,992千円

減価償却費相当額 3,764千円

支払利息相当額 825千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

(減損損失について）

同左

（有価証券関係）

当第３四半期会計期間末（平成18年12月31日現在）、前第３四半期会計期間末（平成17年12月31日現在）及び前事

業年度末（平成18年３月31日現在）において、子会社株式で時価のあるものはありません。

（企業結合会計）

当第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

（パーチェス法適用関係）

当第３四半期会計期間における「企業結合会計(パーチェス法適用関係)」については、四半期連結財務諸表におけ

る注記事項として記載しておりますので、四半期財務諸表における注記事項としては記載しておりません。 
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（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 64,784円82銭

１株当たり当第３四半期

純損失金額
6,795円76銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり第３四半期純損失であるため記

載しておりません。

１株当たり純資産額 93,168円42銭

１株当たり当第３四半期

純損失金額
7,957円08銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり第３四半期純損失であるため記

載しておりません。

１株当たり純資産額 79,148円09銭

１株当たり当期純利益

金額
8,151円46銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
7,662円20銭

　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期会計期間

(自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日)

当第３四半期会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日)

１株当たり第３四半期(当期)純利益金額

又は純損失金額(△)
   

第３四半期(当期)純利益又は純損失

(△)（千円）
△98,361 △123,318 118,848

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る第３四半期(当期)純利

益又は純損失(△)（千円）
△98,361 △123,318 118,848

期中平均株式数（株） 14,474 15,504 14,580

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当

期)純利益金額
   

第３四半期(当期)純利益調整額

（千円）
－ － －

（うち支払利息(税額相当額控除後)) (－) (－) (－)

普通株式増加数（株） 692 332 931

（うち新株予約権） (692) (332) (931)

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

定に含めなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類 新株予約権　６

種類

新株予約権の数 1,868個

ストックオプション　６種類

 新株予約権の数　1,887個

 (普通株式　　　 2,069株)

 平成17年６月29日定時株主総

会決議ストック・オプション

(新株予約権の数1,895個）普通

株式1,895株
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

───────── ──────── (ポータル㈱との株式交換)

当社は平成18年２月８日にポータル㈱を当社の

完全子会社とする株式交換契約を締結し、平成

18年４月６日に株式交換を行いました。

(1) 株式交換の目的

当社は大手製造業の顧客のニーズに幅広く対応

すべく、戦略的アライアンス及びＭ＆Ａの積極

的推進により、事業領域の拡大を進めておりま

す。ポータル㈱は、大手電気メーカー及び大手

機械メーカー数十社を主要顧客とし、同社の

サービス及び同社の持つ部品データ整備ツール

「BizContentsEngine(以下、BizConE)」は部

品データの維持、メンテナンス分野で競争力を

有しております。よって同社の子会社化により、

当社サービスのデータマネジメント分野におけ

る顧客の利便性向上と収益獲得機会の拡大が期

待されます。このような認識のもと、ポータル

㈱を当社の完全子会社とすることを決定いたし

ました。

(2) 株式交換の内容

①当社は、ポータル㈱と商法第352条の規定に

基づく株式交換を行い、交換方法については商

法第358条１項の規定に基づく「簡易株式交換

制度」を用いました。

②株式交換の日　平成18年４月６日

③株式の割当比率

ポータル㈱の普通株式１株に対して当社の普通

株式0.013株を割当交付いたしました。

④株式交換により交付する株式数

普通株式　332.86株

⑤株式交換交付金

株式交換交付金の支払いはありません。

(3) ポータル㈱の概要

①設立年月　平成11年11月24日

②本店所在地　東京都港区六本木二丁目２番６

号

③代表者　代表取締役社長　藤永 和也

④資本金　100,000千円

⑤事業内容　製造業向けデータコンサルティン

グ、データベース検索エンジン開発及び販売

⑥売上高及び当期純利益(平成17年３月期)

売上高　　　129,870千円

当期純利益 　15,816千円
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前第３四半期会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

(ポータル㈱との合併契約の締結)

当社は平成18年５月22日開催の取締役会で、平

成18年６月30日付で当社の連結子会社である

ポータル㈱を吸収合併することを決議し、同日

付で合併契約を締結いたしました。

(1) 合併の目的

①サービス面

ポータル㈱の部品データ整備ツールBizConEを

活用することによって、データマネージメント

サービス（部品の標準化、モジュール化を中心

とした部品情報整備コンサルティング）を従来

の工数の1/2～1/3に効率化できることが同社の

子会社化における最大の利点でした。加えて吸

収合併後は、当社の製造業向け基幹システムソ

フトウエア「SpeedPLMware.（以下、SPw.）」

にBizConEの機能を取り入れてSPw.の製品力を

強化し、SPw.の範疇外の機能やサービスについ

ては当社の新たなサービスメニューとすること

で顧客に対しより広範なサービスを提供できま

す。

②セールス・マーケティング面

ポータル㈱の子会社化により、同社の製品を仕

入販売可能になったことで新たな売上の獲得を

見込んでおりましたが、今後は仕入・共同提案

などの中間プロセスが無くなり、かつ対顧客窓

口も一本化されることで販売結果が素早くダイ

レクトに売上となるなど営業効率が向上し、よ

り大きな利益を見込めます。

③財務面

財務面においても、同社の繰越欠損金1,073百

万円を吸収することで営業キャッシュ・フロー

を451百万円改善させる効果が見込めることか

ら、同社と合併することを決定いたしまし

た。

(2) 合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併（簡易合併）方

式で、ポータル㈱は解散いたします。

(3) 合併により発行する株式の種類及び数、増

加すべき資本金

当社はポータル㈱の発行済株式全てを所有して

おりますので、合併による新株式の発行、資本

金の増加は行いません。

(4) 財産の引継ぎ

当社はポータル㈱の平成18年３月31日現在の財

産目録・貸借対照表その他同日現在の計算を基

礎とし、これに合併期日までの増減を加減した

資産、負債及び権利義務一切を合併期日におい

て承継いたしました。

(5) 合併交付金

合併交付金の支払いはありません。

－ 33 －


