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１．平成18年12月中間期の連結業績（平成18年７月１日～平成18年12月31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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月中間期 1,247 △16.2 △115 － △102 －

17年12月中間期 1,488 △10.1 △419 － △387 －

18年６月期 2,856 △10.2 △710 － △570 －

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年12月中間期 91 － 1,152 22 － －

17年12月中間期 △400 － △5,030 65 － －

18年６月期 △706 － △8,853 71 － －

（注）①持分法投資損益 18年12月中間期 －百万円 17年12月中間期 －百万円 18年６月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年12月中間期 79,833株 17年12月中間期 79,698株 18年６月期 79,765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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月中間期 3,108 2,448 78.8 30,673 99

17年12月中間期 3,204 2,592 80.9 32,475 32

18年６月期 2,918 2,255 77.3 28,248 21

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月中間期 79,833株 17年12月中間期 79,833株 18年６月期 79,833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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年12月中間期 26 175 － 1,220

17年12月中間期 28 △39 31 966

18年６月期 69 △40 31 1,005

(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 2社 持分法適用非連結子会社数 －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6月期の連結業績予想（平成18年7月１日～平成19年６月30日）

　当期の業績予想に関しては、現時点では平成18年８月11日に公表した数値を修正しておりません。

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 2,600 △190 △190

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）　△2,379円 97銭

※　上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報および将来業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発

表日現在における仮定を前提としており、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。
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１．企業集団の状況
　当社（株式会社セラーテムテクノロジー）の企業集団は、当社と子会社２社で構成され、デジタルコンテンツの保存、

制作、管理、複製、配信、共有などに関するソフトウェアの開発、販売を行っています。

　企業集団についての事業系統図は次のとおりであります。

　当社グループは、日本、韓国、米国及び欧州に拠点を置き、グローバルな展開を行っております。㈱セラーテムテク

ノロジー、Celartem, Inc.が基礎技術及び製品の開発を行うとともに、日本、アジア、米国、欧州それぞれの市場の顧

客ニーズに応じたローカライズを行い、販売及びサポート活動を展開しております。

 

 

２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、世界中のデジタルコンテンツの価値が見出され、社会の中で広く活用でき、あらゆる人が新しい

機会と感動を得られる社会の実現を目指します。具体的には、デジタルコンテンツの複製、保存、管理、配信、共有

に関する独自の知識と技術をベースに、あらゆる利用シーンで、その時代に適応した世界最高のソリューション（技

術、アプリケーション等）を提供して行きます。

　このミッション達成のために、当社はグローバルな視点に立ちつつも迅速な経営判断を行い、他の参入企業との競

争に打克ち、世界中のお客様に満足いただける製品・サービスを提供する方針です。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識し、また、配当政策については企業体質の強化と将来

の事業展開のために内部留保の充実を図るとともに業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。

　なお、内部留保資金につきましては、経営環境の変化や技術革新のスピードに対応すべく、新製品及び新技術の研

究開発を中心として、企業経営のスピードアップのために有効活用してまいります。

(3）目標とする経営指標

①　連結経営

　当社グループは、ＩＴ業界において世界をマーケットとしたグローバルな事業活動を行っており、また、製品の

開発や営業戦略の策定も国境を越えた形になっております。売上の約9割が米国および欧州で発生しているため、欧

米中心の事業展開に即した経営資源投下を行ってまいります。また、販売、開発といった事業活動の中心が欧米中

心である一方で、日本の本社部門はグループ全体の連結経営に特化いたします。日本の組織は本社部門と事業部門

に分離することにより、連結経営を行うグループ本社機能を明確にします。 

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、「技術」に裏打ちされた「成長」を目指すリーディングソフトウェアカンパニーたることを目

標として、中長期的な経営戦略を実施してまいります。上半期の施策を通じて実現された成果に基づき、今後の収

益機会を逃すことのないよう、可能なところから中期戦略を前倒しで実施する予定です。中期経営方針を実現する
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ための具体的な諸策は以下のとおりです。

　1. 開発力の強化

　　リサーチ部門の拡充、将来的な事業機会を見据えた製品開発投資の実施、優秀な技術者が集まる場の提供。

　2. 投資事業の推進

　　M&A機会の促進を目的とした投資事業専任部署の設置。

　3. 経営指導力の向上

　　ハンズオン経営要員の育成と派遣、有識者の意見を取り入れる場の提供。

　4. 既存事業の育成と価値の最大化　

　　既存事業への効果的な資源配分の継続的な実施。　

　

(5）会社の対処すべき課題

① 日本における営業基盤の確立 

  日本の事業部門においてはいまだ売上高が不十分であり黒字化に至っておらず、早急に強固な営業基盤を固める

必要があります。そのためには、引続き徹底した採算重視の経営を行い、黒字体質への転換を図っていきます。

② 米国子会社の黒字化の定着

  収益力の中核をなす米国子会社においては、無駄な経費を省き効率的な運営を行うことにより、業界環境の予想

外の変動に影響されにくい体質を構築し、市場での強力なプレゼンスを保持し利益の確保が見えてきているフォン

ト管理、デジタル資産管理(DAM)および地理情報システム(GIS)の3分野に経営資源を集中し、黒字の定着と収益の拡

大を着実なものとするように努めます。 

③ DjVu分野の対策

　従来成長戦略の中核としてきたデジタル文書圧縮配信(DjVu)事業についてはいまだに全世界的な規模では立ち上

がってきておらず、これまでとってきた広範な商品化・拡販のアプローチを一旦縮小いたしました。韓国において

成功してきたソリューション中心の事業モデルに特化して事業の足場を固めてまいります。

④ 真のグローバル経営の実現

　当社グループは、日本に本社を置いておりますが、全世界を対象にビジネスを行っております。より有効でバラ

ンスのとれた経営資源の配分を行い、最大限の収益を生み出すために、グローバル経営を実現したいと考えていま

す。そのため、日本における本社部門と事業部門の役割を明確に分離いたしました。

⑤ 成長に向けての事業展開の推進

　短期的な課題はまだ残されておりますが、上述の中長期的な経営戦略を実施するため、より積極的に事業機会と

成長機会を追求してまいります。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業活動を中心とした底堅い動きがみられ、景気拡大期間として戦後

最長記録を更新するなど、総じて順調に推移しました。一方、米国経済は、家計部門や住宅部門では堅調な動きを維

持するものの、企業の景況感はわずかに弱まるなど、全般的には減速基調がみられました。

　当中間連結会計期間におきましては、単体の売上高は概ね当初の予想通りに推移した一方で、販管費は人員削減や

諸経費の見直しを行った結果、当初の予測を上回って削減されました。円安による米国製品の仕入コストは上昇した

ものの、徹底した経費削減が功を奏し、経常利益は当初計画に比べて大幅に改善されました。また、投資先でありま

す株式会社リミックス・ポイントが東証マザーズに上場したことに伴い、当社が保有する同社株式のうちの一部を売

却し、投資有価証券売却益を特別利益として計上いたしました。

　連結業績に関しましては、欧米における最大事業であるフォント管理分野において、米国アップル社の製品仕様変

更に伴うコーポレート顧客の買い渋りを当初から見込んでいたものの、欧州等では予想を上回る売上減少がみられま

した。しかし、米国におけるGIS（地理情報システム）事業が予想を上回ったこと、ならびに予想以上に円安が進行し

たことにより、連結売上としては当初計画を上回る結果となりました。また、事業年度当初の経営方針の一つである

「外部環境の変化に対する対応力の強化」を徹底した結果、フォント事業の予想を上回る売上減少に対応した経費コ

ントロールが実現でき、連結経常損益は改善いたしました。中間純利益に関しましては、前述のとおり、投資有価証

券売却益により最終黒字となりました。

　以上の結果、当社グループの連結業績は、売上高が1,247百万円（対前年同期比16.2％減）、営業損失が115百万円

（前年同期419百万円）、経常損失が102百万円（前年同期387百万円）及び中間純利益が91百万円（前年同期400百万

円の損失）となりました。また、当社単体での業績は、売上高が105百万円（対前年同期比44.3％減）、営業損失が

172百万円（前年同期208百万円）、経常損失が76百万円（前年同期96百万円）及び中間純利益が122百万円（前年同期

95百万円の損失）となりました。

(2）財政状態

　当中間連結会計期間末における現金及び預金同等物は、前連結会計年度末よりも214百万円増加し、1,220百万円と

なりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は26百万円（前年同期28百万円）となりました。

　主な要因は、税金等調整前中間純利益97百万円、減価償却費91百万円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果獲得した資金は、175百万円（前年同期39百万円の使用）となりました。

　主な要因は、投資有価証券の売却による収入206百万円、有形固定資産の取得による支出27百万円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果獲得・使用した資金はございません。（前年同期31百万円の獲得）

 

(3）通期の見通し

　当社グループの今後の見通しにつきましては、フォント製品の売上の状況、アジア市場におけるDjVuを中心とした

案件の成約状況、為替の動向などを見極めるとともに、上半期における経費削減の効果を次年度以降に活かすために

新たな布石として検討中の研究開発投資などの今期業績に及ぼす影響などを慎重にみきわめる必要があります。通期

の見通しにつきましては、変更の必要性が明らかになり次第公表する予定です。

(4) 事業等のリスク

　①最近４期間が赤字であることについて 

　平成15年６月期の経営成績は、Extensis社買収効果もあり、連結売上高は2,319百万円（前年同期比15.7%増加）と

なりましたが、事業年度後半以降、当社グループ製品「ＩＤＰ」の売れ行きが鈍り、国内における事業の再構築を実

施したことにより、連結経常損失は971百万円、連結当期純損失は1,646百万円となりました。また、営業活動による

キャッシュ・フローは605百万円の赤字となりました。 

　平成16年６月期の経営成績は、DiamondSoft社及びLizardTech社の買収が寄与し、連結売上高は3,255百万円（前年

同期比40.4%増加）となりましたが、他方、経営合理化・統合化に向けて努力する一方で、新規製品開発及び販売促進

活動にも注力いたしましたが、買収に伴う償却費負担及び欧州子会社清算に伴う損失並びに為替差損の発生等の影響

で、連結経常損失は1,106百万円、連結当期純損失は1,370百万円となりました。また、営業活動によるキャッシュ・

フローは691百万円の赤字となりました。 

　平成17年６月期の経営成績は、子会社３社を統合する等、経営の効率化を進めると共に、韓国支店設立や新製品の
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開発、有力パートナーとの提携等により将来への布石を打ったものの、米国市場における既存製品の需要の一巡、新

OSの発売に伴う当社グループ関連製品の買い控え等の理由から、連結売上高は3,180百万円（前年同期比2.3％減）に

とどまり、連結経常損失が591百万円となりました。また、米国会計基準に基づく営業権及び無形固定資産の減損処理

を実施したこと等により特別損失が発生し、連結当期純損失が1,754百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・

フローは518百万円の赤字となりました。 

　平成18年６月期の経営成績は、米国子会社３社の統合効果が顕れ費用の削減を実現する一方で、韓国支店が立ち上

がり売上に寄与いたしましたが、収益の中心を占める米国における売上の減少を主因として、連結売上高は2,856百万

円（前年同期比10.2％減）にとどまり、連結経常損失が570百万円、連結当期純損失は706百万円となりました。 

　このように、当社グループの最近４期間の経営成績は赤字となっております。当社グループとしては収益力の向上

による安定的な黒字を図るための努力を行っておりますが、予期することができない外的環境の変化等により、必ず

しも当社グループの想定している収益・利益を達成できるとは限りません。 

　②間接的に当社事業に影響を及ぼす製品、業界の予期しない変化について 

　当社グループは、ソフトウェア製品の開発／販売をしております。これらのソフトウェアが正常に稼働する為には、

米国マイクロソフト社の提供するウィンドウズのようなオペレーティングシステムや米国インテル社が提供するプロ

セッサー等が必要です。従い、これらの間接的に影響を及ぼす製品、業界において予期せぬ事象が発生した場合には、

当社はその対応の為に、当社の事業計画の遅延が発生することがあります。 

　③技術革新について 

　当社グループの属する業界の技術は、急速に進歩しつづけております。このような環境の中で、当社グループは常

に市場を先取りする形で技術への対応を図ってまいりました。今後も次代を担う技術を見据えた製品の開発に常に取

り組んでまいりますが、予期せぬ競合技術の出現や、技術変化のスピードによっては、当社グループとして対応に時

間を要する可能性があります。 

　④知的所有権の侵害について 

　当社グループは多種多様なソフトウェアプログラム等を活用しており、基本的には当社グループ独自のもの、ある

いは適法に使用許諾されたプログラム等であると認識しておりますが、当社グループの認識の範囲外で、第三者の知

的所有権を侵害する可能性があります。当社グループ商品開発後に予想外の係争が発生し、これらの係争が当社グルー

プの事業に影響を与える可能性があります。 

　⑤人材の確保について 

　デジタルコンテンツの管理・配信の分野で要求される技術はますます多様化・複雑化することが予想され、優秀な

技術者を確保することは当社グループ事業の成長にとり極めて重要であります。外注を含め、現時点では、必要な人

材は確保されていると考えておりますが、特に技術の陳腐化が早い環境においては人事・報酬・評価制度の陳腐化も

早く、競争力のある制度の選択と導入は経営上の重要課題であると認識しております。しかしながら、いずれの制度

についても継続的な人材確保を保証するものではなく、将来、人材の流出を招き、また、優れた人材を確保すること

ができず、将来的な事業展開の障害となりうる可能性があります。 

　⑥為替リスク 

　当グループはグローバルに事業を展開しているため、当グループの業績は為替市場の変動により影響を受ける可能

性があります。 
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（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６月30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   957,850   1,009,423   996,725  

２　受取手形及び売掛
金

  572,607   479,315   523,837  

３　有価証券   9,362   211,401   9,284  

４　たな卸資産   24,281   14,352   12,543  

５　その他   86,892   48,770   69,706  

貸倒引当金   △61,814   △52,430   △54,022  

流動資産合計   1,589,179 49.6  1,710,833 55.0  1,558,076 53.4

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※          

(1）建物及び構築物  23,401   9,821   10,828   

(2）工具、器具及び
備品

 147,347 170,748  80,310 90,131  78,503 89,332  

２　無形固定資産           

(1）営業権  522,319   －   480,714   

(2）特許権  9,620   14,995   11,158   

(3）ソフトウェア  232,942   127,491   173,086   

(4）連結調整勘定  221,184   －   204,698   

(5）のれん  －   673,569   －   

(6）その他  67,022 1,053,089  30,348 846,404  43,258 912,916  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  15,530   118,268   13,250   

(2）長期性預金  300,000   300,000   300,000   

(3）その他  76,316 391,847  42,854 461,123  45,288 358,539  

固定資産合計   1,615,686 50.4  1,397,659 45.0  1,360,788 46.6

資産合計   3,204,866 100.0  3,108,493 100.0  2,918,865 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（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６月30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   51,291   37,974   40,221  

２　未払金   241,148   162,823   251,944  

３　未払法人税等   6,103   14,644   13,726  

４　返品調整引当金   13,679   12,776   12,101  

５　前受収益   262,128   365,506   310,700  

６　その他   37,065   20,215   35,030  

流動負債合計   611,417 19.1  613,941 19.8  663,725 22.7

Ⅱ　固定負債           

１　繰延税金負債   846   45,584   － －

固定負債合計   846 0.0  45,584 1.4  － －

負債合計   612,263 19.1  659,525 21.2  663,725 22.7

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,856,151 120.4  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金   3,414,351 106.5  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金   △4,504,371 △140.5  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  1,233 0.0  － －  － －

Ⅴ　為替換算調整勘定   △174,762 △5.5  － －  － －

資本合計   2,592,602 80.9  － －  － －

負債及び資本合計   3,204,866 100.0  － －  － －

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   －  3,856,151   3,856,151  

２　資本剰余金   －  3,414,351   3,414,351  

３　利益剰余金   －  △4,717,670   △4,809,655  

株主資本合計   － －  2,552,832 82.1  2,460,847 84.3

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  －  64,312   △200  

２　為替換算調整勘定   －  △168,347   △205,507  

評価・換算差額等合
計

  － －  △104,035 △3.3  △205,707 △7.0

Ⅲ　新株予約権   － －  171 0.0  － －

純資産合計   － －  2,448,968 78.8  2,255,139 77.3

負債純資産合計   － －  3,108,493 100.0  2,918,865 100.0
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７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７月１日
至　平成18年６月30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   1,488,033 100.0  1,247,642 100.0  2,856,422 100.0

Ⅱ　売上原価   206,125 13.9  147,529 11.8  391,597 13.7

売上総利益   1,281,908 86.1  1,100,112 88.2  2,464,824 86.3

　　返品調整引当金繰入額   28,389 1.9  10,946 0.9  12,078 0.4

差引売上総利益   1,253,518 84.2  1,089,166 87.3  2,452,745 85.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,672,538 112.4  1,205,022 96.6  3,163,743 110.8

営業損失   419,019 △28.2  115,856 △9.3  710,997 △24.9

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  1,486   2,982   4,515   

２　為替差益  21,405   7,843   19,525   

３　受取家賃  9,600   －   11,200   

４　技術売却益  －   －   115,020   

５　その他  300 32,792 2.2 2,748 13,574 1.1 485 150,747 5.3

Ⅴ　営業外費用           

１　新株発行費  1,335   －   1,335   

２　たな卸資産評価損  － 1,335 0.0 － － － 8,588 9,924 0.4

経常損失   387,562 △26.0  102,281 △8.2  570,174 △20.0

Ⅵ　特別利益           

１　投資有価証券売却益  － － － 201,171 201,171 16.1 － － －

Ⅶ　特別損失           

１　前期損益修正損  11,767   －   49,691   

２　固定資産除売却損 ※２ －   1,305   18,668   

３　従業員特別退職金  － 11,767 0.8 － 1,305 0.1 54,329 122,690 4.3

税金等調整前中間
（当期）純利益また
は純損失（△）

  △399,330 △26.8  97,585 7.8  △692,865 △24.3

法人税、住民税及び
事業税

 3,338   5,600   15,087   

源泉所得税還付額  1,736 1,602 0.1 － 5,600 0.4 1,736 13,351 0.4

中間(当期)純利益ま
たは純損失(△)

  △400,932 △26.9  91,984 7.4  △706,216 △24.7
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31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   3,398,016

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１　増資による新株の発行  16,335 16,335

Ⅲ　資本剰余金中間期末残高   3,414,351

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △4,103,438

Ⅱ　利益剰余金減少高    

１　中間純損失  400,932 400,932

Ⅲ　利益剰余金中間期末残高   △4,504,371

    

－ 9 －



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７月１日　至平成18年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年６月30日　残高（千円） 3,856,151 3,414,351 △4,809,655 2,460,847

中間連結会計期間中の変動額     

中間純利益   91,984 91,984

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）

－ － 91,984 91,984

平成18年12月31日　残高（千円） 3,856,151 3,414,351 △4,717,670 2,552,832

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
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

平成18年６月30日　残高（千円） △200 △205,507 △205,707 － 2,255,139

中間連結会計期間中の変動額      

中間純利益     91,984

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）

64,512 37,159 101,671 171 101,843

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

64,512 37,159 101,671 171 193,828

平成18年12月31日　残高（千円） 64,312 △168,347 △104,035 171 2,448,968

 

前連結会計年度の要約株主資本等変動計算書（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成17年６月30日　残高（千円） 3,839,816 3,398,016 △4,103,438 3,134,393

連結会計期間中の変動額     

新株の発行 16,335 16,335  32,670

当期純利益   △706,216 △706,216

株主資本以外の項目の連結会計期
間中の変動額（純額）

    

連結会計期間中の変動額合計
（千円）

16,335 16,335 △706,216 △673,546

平成18年６月30日　残高（千円） 3,856,151 3,414,351 △4,809,655 2,460,847

 

評価・換算差額等

純資産合計
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

平成17年６月30日　残高（千円） 1,684 △272,537 △270,853 2,863,540

連結会計期間中の変動額     

新株の発行    32,670

当期純利益    △706,216

株主資本以外の項目の連結会計期
間中の変動額（純額）

△1,884 67,030 65,146 65,146

連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△1,884 67,030 65,146 △608,400

平成18年６月30日　残高（千円） △200 △205,507 △205,707 2,255,139
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７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７月１日
至　平成18年６月30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）純利益また
は純損失（△）

 △399,330 97,585 △692,865

減価償却費  110,869 91,319 219,539

営業権償却  21,393 － 43,026

連結調整勘定償却額  16,485 － 32,971

のれん償却額  － 38,338 －

固定資産除却損  － 1,161 17,181

前期損益修正損  － － 49,691

投資有価証券売却益  － △201,171 －

貸倒引当金の増減額
（△は減少額）

 2,018 △3,160 △5,772

返品調整引当金の増
減額（△は減少額）

 △1,616 262 △2,874

受取利息  △1,486 △2,982 △4,515

売上債権の増減額
（△は増加額）

 △56,662 56,706 △16,390

未収入金の増減額
（△は増加額）

 267,071 28 291,096

仕入債務の増減額
（△は減少額）

 5,069 △3,337 △4,867

未払金の増減額
（△は減少額）

 △21,881 △95,554 △4,344

その他  86,278 47,865 148,754

小計  28,209 27,062 70,633

利息の受取額  1,058 2,806 3,736

法人税等の支払額  △2,307 △3,186 △6,790

源泉所得税の還付  1,736 － 1,736

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 28,696 26,681 69,315
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前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７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７月１日
至　平成18年６月30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

 △33,666 △27,140 △43,031

無形固定資産の取得
による支出

 △6,472 △3,555 △12,694

長期前払費用の増加
による支出

 △742 △182 △1,164

保証金の増加による
支出

 △385 － △14,329

保証金の返還による
収入

 － 285 42,910

投資有価証券の売却
による収入

 － 206,250 －

その他  1,950 52 △12,189

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △39,315 175,708 △40,498

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

株式の発行による収
入

 31,334 － 31,334

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 31,334 － 31,334

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 10,361 12,388 9,706

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 31,076 214,779 69,857

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 935,547 1,005,404 935,547

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 966,624 1,220,184 1,005,404
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

当社グループは、平成15年６月期以降３期連

続して重要な営業損失及び重要な経常損失を

計上し、営業キャッシュ・フローも同期間マ

イナスとなっております。当該状況により、

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。

当社グループは、当該状況を改善し、早急に

営業損益を黒字とするために、以下の施策を

講じることとしています。

①既存顧客ベースの深掘り：

フォント管理ソフトや地理情報システム分

野など、既に確固たる市場シェアを占めて

いる製品に関しては、その分野における顧

客に対する新たな機能の提供を行うことで、

売上高の増大を図ります。

②既存案件のパターン化：

既存の直販での事例をパターン化・ソリュー

ション化し、代理店を経由して水平展開し

ていく予定です。

③代理店の活性化：

成約事例を既存代理店が相互に紹介しあう

機会を設け、代理店の提案力・営業力を高

める努力を行います。また、ソリューショ

ンの内容および規模に応じた代理店を新た

に設定し、売上の増加を図ります。

④アジア展開：

韓国支店の立上げを足がかりに、今後も時

期を見ながら中国その他の地域への拠点作

りを鋭意検討します。

⑤製品ラインの見直し、新製品の開発：

市場のニーズを的確に把握し、新たな事業

分野への進出、より付加価値が見込める製

品の開発などを実施していきます。

⑥事業買収・業務提携の可能性の検討：

全世界の市場及びプレイヤーの動向を見な

がら、当社グループとしてシナジーが見込

まれる先に対しては、積極的に事業買収・

業務提携・資本提携の可能性を追求すると

ともに、これらの諸施策実現のために、今

後一層の財務基盤の充実にも努めてまいり

ます。

⑦販管費の削減：

日本、アジア及び欧米において、売上に見

合ったレベルへ販管費の削減を目指します。

中間連結財務諸表は継続企業を前提に作成さ

れており、上記のような重要な疑義の影響を

中間連結財務諸表に反映しておりません。

当社グループは、平成15年６月期以降連続し

て重要な営業損失及び重要な経常損失を継続

的に計上しております。また、平成15年6月期

から平成17年６月期まで３期連続して営業

キャッシュ・フローがマイナスの状況にあり

ました。当該状況により、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。

当社グループは、当該状況を改善し、早急に

営業損益を黒字化するために、以下の施策を

講じ、実行してまいります。そのため、中間

連結財務諸表は継続企業を前提に作成されて

おり、上記のような重要な疑義の影響を中間

連結財務諸表に反映しておりません。

(1) 経営計画の推進について

① 諸経費の削減の推進

　当期からすでに組織・商品ラインの見直し

に伴うコスト削減を実施しており、当連結会

計年度は前連結会計年度に比べ販売費及び一

般管理費を724百万円（23％）削減することを

見込んでおります。上半期においては当初の

経営計画を上回ってコスト削減が達成できて

おりますが、今後も継続的にコストの見直し・

削減を行ってまいります。 

② 事業の選択と集中の推進

　当期から経営計画に従い経営資源を集中す

べき成長事業分野と、縮小・撤退すべき事業

分野を選択し、経営資源を各事業分野に配分

してまいりました。上半期において経営計画

は概ね達成しております。各事業分野の具体

的な改善状況は以下の通りです。

　フォント管理分野に関しては、当初予想に

比し売上のペースは鈍っているものの、相応

の経費削減を実施し、部門採算は黒字を維持

しております。今後も、さらにクライアント

／サーバー製品の強化等、本ソフトウェアの

機能強化を通じて一層の売上拡大を図るとと

もに、当社の優位的な地位の確保と収益向上

を図ります。

　デジタル資産管理（DAM)分野に関しては、

ほぼ予想どおりの売上高を確保するペースで

推移しております。今後も、さらに企業向け

ソリューション提案型販売の拡大を行い、収

益構造を確立いたします。

　地理情報システム（GIS)分野に関しては、

予想を上回る売上を達成してきております。

今後も、業界標準である画像フォーマット

MrSIDを最大限活用し、一層のシェア拡大と売

上向上を図ります。

　デジタル文書圧縮配信（DjVu)およびその他

の分野に関しては、ほぼ予想どおりの売上高

で進捗しております。当期から日本・韓国で

ソリューションを展開すべく事業モデルをを

変更いたしましたが、今後も、この事業モデ

ルをより強固に確立し収益の拡大を図りま

す。

　また今後、上記事業分野ごとの戦略実行に

際して、当社グループとしてシナジーが期待

できる企業に対しては、業務提携・資本提携・

事業買収の可能性を積極的に追求していきま

す。

当社グループは、平成15年６月期以降４期連

続して重要な営業損失及び重要な経常損失を

継続的に計上しております。また、平成15年6

月期から平成17年６月期まで３期連続して営

業キャッシュ・フローがマイナスの状況にあ

りました。当該状況により、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。

当社グループは、当該状況を改善し、早急に

営業損益を黒字化するために、以下の施策を

講じ、実行してまいります。そのため、連結

財務諸表は継続企業を前提に作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を連結財務諸

表に反映しておりません。

(1) 経営計画の目的と施策

① 諸経費の削減

　すでに日本及び欧米において組織・商品ラ

インの見直しに伴う思い切ったコスト削減を

実施しており、翌連結会計年度は当連結会計

年度に比べ販売費及び一般管理費を724百万円

（23％）削減することを見込んでおります。

さらに今後も引き続き徹底的なコストの見直

し・削減を行い、「聖域なき改革」を短期間

で実現し、市場環境の変化への対応力の強化

を図ります。 

② 事業の選択と集中

　成長分野と捉えて経営資源を集中する事業

分野と、縮小あるいは撤退する事業分野の選

択を行い、適時かつ必要に応じた資源投入を

各事業分野に配分することにより、収益の最

大化を図ります。具体的には、以下の方策を

講じます。

　フォント管理分野に関しては、クライアン

ト／サーバー製品の強化等、本ソフトウェア

の機能強化を通じて一層の売上拡大を図ると

ともに、川上・川下の関連企業との事業提携

を模索して、当社の優位的な地位の確保と収

益向上を図ります。これにより翌連結会計年

度は1,350百万円の売上を見込んでおりま

す。

　デジタル資産管理（DAM)分野に関しては、

顧客層の企業向けへの拡大を図るとともに、

商品の販売方法についても、単なるソフトウェ

アのライセンス販売から、ソリューションと

しての提案型販売への注力を行います。これ

により翌連結会計年度は550百万円の売上を見

込んでおります。 

 地理情報システム（GIS)分野に関しては、米

国では業界標準となっている当社グループの

画像フォーマットMrSIDを最大限活用し、他社

の応用ソフトや技術との協業を図り、一層の

シェア拡大と売上向上を図ります。これによ

り翌連結会計年度は450百万円の売上を見込ん

でおります。

　デジタル文書圧縮配信（DjVu)分野に関して

は、従来成長戦略の中核としておりましたが、

いまだに全世界的な規模では立ち上がってき

ておらず、当面はこれまでとってきた広範な

商品化・拡販のアプローチを一旦縮小し、韓

国において成功してきたソリューション中心

の事業モデルに特化して事業の足場を固める
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

<当社グループ経営計画の進捗状況(上半期)> 

平成18年７月～平成18年12月(単位:百万円)

 売上高 経常利益 当期純利益

計画 1,200 △170 △170

実績 1,247 △102 91

 (2) 資金繰りについて 

　当中間連結会計期間末における現金及び現金

同等物残高は前連結会計年度末より214百万円増

加し1,220百万円となりました。営業活動に必要

な資金は確保されております。 

こととします。これにより翌連結会計年度は

250百万円の売上を見込んでおります。

　また、上記事業分野ごとの戦略実行に際し

て、当社グループとしてシナジーが期待でき

る企業に対しては、業務提携・資本提携・事

業買収の可能性を積極的に追求していきま

す。 

 ③ 組織の再編

　日本において、本社部門と事業部門を分離

し、本社部門はグローバルな経営に注力し、

事業部門は独立採算部門として収益拡大に集

中いたします。この事業部門に対しては厳格

な損益管理を実施し、例えば新規の事業展開

を行う場合であっても、投下する資金と事業

部門の体力及び期待されるリターンとのバラ

ンスを十分考慮するなど、一定限度のリスク

を超えないようにすることで、計画外の資金

流出を抑制し資金管理を徹底させます。 

 <当社グループ経営計画の概要> 

平成18年７月～平成19年６月(単位:百万円)

 売上高 経常利益 当期純利益

 上期 1,200 △170 △170

 下期 1,400 △20 △20

 通期 2,600 △190 △190

  翌連結会計年度の経営計画においては、残

念ながら継続して営業損失が発生すると予想

されますが、上記経営計画の実現に向けて、

当社グループ一丸となり、極力早期に黒字へ

の転換が図れるよう努力してまいります。

(2) 資金繰りについて 

　当社グループは、平成15年6月期から平成17

年6月期まで３期連続して営業キャッシュ・フ

ローはマイナスでありましたが、当連結会計

年度はプラグイン製品群の売却収入があり、

営業キャッシュ・フローはプラスとなってお

ります。 

　また、当連結会計年度におきましては、新

株発行により32百万円の資金調達を行った結

果、平成18年６月期末における現金及び現金

同等物の残高は1,005百万円となっております。

翌連結会計年度におけるキャッシュ・フロー

を以下のとおり予測しており、営業活動に必

要な資金は確保されております。 

 <キャッシュ・フローの予測>　

平成18年７月～平成19年６月(単位:百万円)

 

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

 通期 74 △56 － 1,023
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 　　　　　2社 連結子会社の数 　　　　　2社  連結子会社の数　　　　　　2社

連結子会社名

Celartem Inc.

LizardTech Europe BV

連結子会社名

Celartem Inc.

Celartem Europe Ltd.

　連結子会社名

Celartem Inc.

Celartem Europe Ltd.

平成18年６月に英国子会社

LizardTech Europe BV を

Celartem Europe Ltd.に社名変

更しております。 

２　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

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。

同左 同左

３　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

その他有価証券

①有価証券

その他有価証券

①有価証券

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

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

（時価のあるもの）

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）

（時価のあるもの）

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）

移動平均法による原価法

（時価のないもの）

同左

（時価のないもの）

同左

②たな卸資産

移動平均法による原価法

②たな卸資産

同左

②たな卸資産

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

当社は定率法を採用しておりま

す。在外子会社は主として定額

法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

①有形固定資産

同左

①有形固定資産

同左

建物及び構築物

…５～18年

 

 

 

 

工具、器具及び備品

…４～15年

 

 

 

 

②無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的のソフトウェア

販売見込期間（３年）におけ

る見込販売数量に基づく償却

額と販売可能な残存期間に基

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。

②無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的のソフトウェア

同左

②無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的のソフトウェア

同左

自社利用のソフトウェア

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。

自社利用のソフトウェア

同左

自社利用のソフトウェア

同左

その他の無形固定資産

定額法を採用しております。

その他の無形固定資産

同左

その他の無形固定資産

同左

（米国子会社の営業権）

平成16年６月期連結会計年度

以降、米国子会社において発

生した営業権については、米

国会計基準（米国基準書第142

号「営業権及びその他の無形

固定資産」）に準拠し、償却

しておりません。

（米国子会社の営業権）

同左

（米国子会社の営業権）

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

(3）重要な引当金の計上基準

 

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

②返品調整引当金

売上返品による損失に備えるた

め、返品予測高に対する売上総

利益相当額を計上しております。

②返品調整引当金

同左

②返品調整引当金

同左

(4）重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理しております。なお、在外子

会社の資産及び負債は、中間連結

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。

外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理しております。なお、在外子

会社の資産及び負債は、中間連結

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為替換

算調整勘定に含めて計上しており

ます。

外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社

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

産の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。

(5）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。

同左 同左

(6）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための基本となる重要な

事項

①繰延資産の処理方法

新株発行費は支出時に全額費用

として処理しております。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方

式を採用しております。

 ────

 

 

②消費税等の会計処理

同左

①繰延資産の処理方法

新株発行費は支出時に全額費用

として処理しております。

②消費税等の会計処理

同左

４　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

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同

等物）は、手許現金、随時引き出

し可能な預金、取得日より３ヶ月

以内に満期日が到来する定期性預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資であります。

同左 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金、取得日より３ヶ月以

内に満期日が到来する定期性預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資

であります。
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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の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会　平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 

当中間連結会計期間より、「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。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

2,448,796千円であります。

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対

照表の純資産の部については、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等）

当中間連結会計期間より、「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）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会平成17年12月27日　企業会

計基準第７号）及び「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

業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準適用指針第10号）を適用しておりま

す。

　中間連結財務諸表規則の改正による中間連

結財務諸表の表示に関する変更は以下の通り

であります。

 (中間連結貸借対照表)

「営業権」及び「連結調整勘定」は、当中間

連結会計期間末から「のれん」と表示してお

ります。

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

「連結調整勘定償却額」及び「営業権償却」

は、当中間連結会計期間から、「のれん償却

額」と表示しております。

（ストックオプション等に関する会計基準）

当中間連結会計期間から「ストックオプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成17年12月27日　企業会計基準第８号）

及び「ストックオプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成

18年５月31日　企業会計基準適用指針第11号）

を適用しております。これにより従来の方法

に比べて、販売費及び一般管理費が171千円増

加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益がそれぞれ同額減少しております。

（固定資産の減損に係る会計基準等）

当連結会計年度より、「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。

（役員賞与に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会

計基準」(企業会計基準4号 平成17年11月29

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

計基準等）

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号 平成17年12月９日)及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日)を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

2,255,139千円であります。

なお、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貸借対照表の純資産

の部については、改正後の連結財務諸表規則

により作成しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

（中間連結貸借対照表）

前中間連結会計期間まで流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「前受収益」は総資産額の５／100

を超えることとなったため区分掲記することに変更しま

した。

なお、前中間連結会計期間における「前受収益」の金額

は167,082千円であります。

―――――
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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12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度末
（平成18年６月30日）

※　有形固定資産減価償却累計額

515,724千円

※　有形固定資産減価償却累計額

533,648千円

※　有形固定資産減価償却累計額

501,451千円

 

（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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

給与手当 584,913千円

研究開発費 273,030千円

給与手当 373,072千円

研究開発費 267,749千円

役員報酬 58,054千円

給与手当 1,053,851千円

旅費交通費 126,812千円

支払報酬 145,883千円

貸倒引当金繰入額 3,437千円

 ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※２　固定資産除売却損の内訳は次のとおり

であります。

 建物及び構築物 1,305千円

  

  

  

建物及び構築物 14,482千円

工具、器具及び備品 1,977千円

ソフトウェア 　　2,207千円

 計 18,668千円

 

（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７月１日　至平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 79,833 － － 79,833

合計 79,833 － － 79,833

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

第１回新株予約権 普通株式 210 － 90 120 －

第２回新株予約権 普通株式 1,965 － 450 1,515 －

第３回新株予約権 普通株式 － 150 － 150 －

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 171

合計 － － － － － 171

（注）１．第１回新株予約権の減少は、新株予約権の失効によるものであります。

　　　２．第２回新株予約権の減少は、新株予約権の失効によるものであります。

　　　３．第３回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

　　　４．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。
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前連結会計年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 79,533 300 － 79,833

合計 79,533 300 － 79,833

（注）発行済株式（普通株式）の増加300株は第三者割当増資によるものであります。

 

 

（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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

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

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

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

※　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17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 957,850千円

容易に換金可能であり僅

少なリスクしか負わない

短期投資（有価証券）

9,362千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△588千円

現金及び現金同等物 966,624千円

現金及び預金勘定 1,009,423千円

容易に換金可能であり僅

少なリスクしか負わない

短期投資（有価証券）

211,401千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△641千円

現金及び現金同等物 1,220,184千円

現金及び預金勘定 996,725千円

容易に換金可能であり僅

少なリスクしか負わない

短期投資（有価証券）

9,284千円

預入期間が３か月を超え

る定期預金
△605千円

現金及び現金同等物 1,005,404千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30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

（借主側） （借主側） （借主側）

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中間期末残高相当

額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

 

有形固定資産

（工具、器具

及び備品）

取得価額相当額 4,086千円

減価償却

累計額相当額
1,293千円

中間期末残高

相当額
2,792千円

 

有形固定資産

（工具、器具

及び備品）

取得価額相当額 2,980千円

減価償却

累計額相当額
248千円

中間期末残高

相当額
2,731千円

 

有形固定資産

（工具、器具

及び備品）

取得価額相当額 4,086千円

減価償却

累計額相当額
1,702千円

期末残高相当額 2,383千円

注）取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。

注）取得価額相当額は、従来、重要性

の基準により支払利子込み法で表示

しておりましたが、重要性が増した

ため、当中間連結会計期間より原則

的方法による表示に変更しておりま

す。なお、支払利子込み法によった

場合は下記のとおりであります。

注）取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

 

有形固定資産

（工具、器具

及び備品）

取得価額相当額 3,366千円

減価償却

累計額相当額
280千円

中間期末残高

相当額
3,085千円

②　未経過リース料中間期末残高相当額 ②　未経過リース料中間期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 817千円

１年超 1,974 〃

合計 2,792千円

１年以内 550千円

１年超 2,208 〃

合計 2,758千円

１年以内 817千円

１年超 1,566 〃

合計 2,383千円

注）未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

注）未経過リース料期末残高相当額は、

従来、重要性の基準により支払利子

込み法で表示しておりましたが、重

要性が増したため、当中間連結会計

期間より原則的方法による表示に変

更しております。なお、支払利子込

み法によった場合は下記のとおりで

あります。

注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。

１年以内 673千円

１年超 2,412 〃

合計 3,085千円

③　支払リース料及び減価償却費相当額 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　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 408千円

減価償却費相当額 408 〃

支払リース料 280千円

減価償却費相当額 248 〃

支払利息相当額 59 〃

支払リース料 817千円

減価償却費相当額 817 〃

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

　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。

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。

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。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 82,183千円

１年超 236,804 〃

合計 318,987千円

１年以内 100,508千円

１年超 223,674 〃

合計 324,183千円

１年以内 98,681千円

１年超 275,196 〃

合計 373,878千円
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 3,300 5,380 2,080

合計 3,300 5,380 2,080

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 10,150

マネー・マネジメント・ファンド 9,362

当中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 4,300 114,196 109,896

合計 4,300 114,196 109,896

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 4,072

マネー・マネジメント・ファンド 9,775

キャッシュ・リザーブ・ファンド 201,626

前連結会計年度末（平成18年６月30日現在）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 3,300 3,100 200

合計 3,300 3,100 200

２　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 10,150

マネー・マネジメント・ファンド 9,284
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自平成17年７月１日　至平成17年12月31日）、当中間連結会計期間（自平成18年７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７月１日　至平成18年６月30日）

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

④　ストック・オプション等

当中間連結会計期間（自平成18年７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中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　　 販売費及び一般管理費　　　171千円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 第３回ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員等　　　３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　　　   150株

付与日 平成18年７月１日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成18年９月30日～平成22年９月29日

権利行使価格（円） 62,148

付与日における公正な評価単価（円）  5,132

前連結会計年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
第１回

ストック・オプション
第２回

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　３名

当社監査役　　　３名

当社従業員　　　58名

当社取締役　　　５名

当社監査役　　　３名

当社従業員　　　57名

株式の種類別のストック・オプショ

ンの付与数（注）
普通株式　　　1,000株 普通株式　　　3,535株

付与日 平成14年11月11日 平成18年1月26日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。 権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成16年10月１日～平成21年９月30日 平成18年９月30日～平成22年９月29日

（注）株式数に換算して記載しております。
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⑤　セグメント情報

ａ．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７月１日　至平成17年12月31日）、当中間連結会計期間（自平成18年７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７月１日　至平成18年６月30日）

　当社グループはソフトウェア関連事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。したがって、開

示対象となるセグメントがありませんので、記載を省略しております。

ｂ．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７月１日　至平成17年12月31日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
欧州

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
144,775 1,299,187 － 44,070 1,488,033 － 1,488,033

(2）セグメント間の内部

売上高
－ 31,451 35,738 － 67,189 (67,189) －

計 144,775 1,330,639 35,738 44,070 1,555,223 (67,189) 1,488,033

営業費用 341,425 1,556,760 33,934 55,776 1,987,896 (80,843) 1,907,052

営業利益又は

営業損失（△）
△196,649 △226,121 1,804 △11,706 △432,673 13,654 △419,019

　（注）１　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米………米国

欧州………イギリス

アジア……韓国

３　消去又は全社に含めた配賦不能営業費用はありません。

当中間連結会計期間（自平成18年７月１日　至平成18年12月31日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
欧州

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
85,374 1,142,508 － 19,759 1,247,642 － 1,247,642

(2）セグメント間の内部

売上高
－ 19,198 － － 19,198 (19,198) －

計 85,374 1,161,707 － 19,759 1,266,840 (19,198) 1,247,642

営業費用 225,172 1,052,752 98,844 52,411 1,429,180 (65,682) 1,363,498

営業利益又は

営業損失（△）
△139,797 108,954 △98,844 △32,652 △162,340 46,483 △115,856

　（注）１　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米………米国

欧州………イギリス

アジア……韓国

３　消去又は全社に含めた配賦不能営業費用はありません。
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前連結会計年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
欧州

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
235,886 2,536,761 － 83,774 2,856,422 － 2,856,422

(2）セグメント間の内部

売上高
－ 58,253 73,050 － 131,304 (131,304) －

計 235,886 2,595,015 73,050 83,774 2,987,726 (131,304) 2,856,422

営業費用 651,475 2,902,662 69,453 103,978 3,727,568 (160,149) 3,567,419

営業利益又は

営業損失（△）
△415,589 △307,647 3,597 △20,203 △739,842 28,845 △710,997

　（注）１　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米………米国

欧州………イギリス

アジア……韓国

３　消去又は全社に含めた配賦不能営業費用はありません。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年７月１日　至平成17年12月31日）

 北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 801,764 364,405 175,315 1,341,484

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 1,488,033

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
53.9 24.5 11.8 90.2

　（注）１　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米………米国、カナダ

欧州………フランス、イギリス他

その他……韓国、中国、台湾他

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当中間連結会計期間（自平成18年７月１日　至平成18年12月31日）

 北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 821,739 277,425 64,405 1,163,570

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 1,247,642

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
65.9 22.2 5.2 93.3

　（注）１　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米………米国、カナダ

欧州………フランス、イギリス他

その他……韓国、中国、台湾他

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

 北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,583,530 737,985 317,196 2,638,712

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 2,856,422

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
55.4 25.8 11.1 92.3

　（注）１　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米………米国、カナダ

欧州………フランス、イギリス、ドイツ他

その他……韓国、中国、台湾他

３　海外売上高は、当社及び連結子会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）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 32,475.32円

１株当たり中間純損失 5,030.65円

１株当たり純資産額 30,673.99円

１株当たり中間純利益 1,152.22円

１株当たり純資産額 28,248.21円

１株当たり当期純損失 8,853.71円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益につきましては、１株当たり

中間純損失が計上されているため記載

しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益につきましては、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

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

期純利益につきましては、１株当たり

当期純損失が計上されているため記載

しておりません。

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

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益

（△は損失）金額
   

中間（当期）純利益（△は損失）

（千円）
△400,932 91,984 △706,216

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（△は損失）（千円）
△400,932 91,984 △706,216

普通株式の期中平均株式数（株） 79,698 79,833 79,765

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要

 ―――

 旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づ

き発行したストックオプ

ション制度の新株予約権

(株式の数1,785株)があり

ます。

 ―――
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　平成17年９月29日開催の当社第10回定時株

主総会及び平成18年１月26日開催の取締役会

決議に基づき、平成18年１月26日付で当社及

び当社子会社の取締役、監査役、従業員に対

して、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21

の規定に基づき新株予約権（ストックオプショ

ン）を付与いたしました。

――――― ―――――

(1）新株予約権の発行日

平成18年１月26日

 

 

 

 

(2）新株予約権の発行数

3,535個

（新株予約権１個につき普通株式１株）

 

 

 

 

 

 

(3）新株予約権の発行価額

無償

 

 

 

 

(4）新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式3,535株

 

 

 

 

(5）新株予約権の行使時に払込をすべき金額

１株につき164,142円

 

 

 

 

(6）新株予約権の行使により発行する株式の

発行価額の総額

580,241,970円

 

 

 

 

(7）新株予約権の行使により新株を発行する

場合の当該株式の発行価額のうち資本に組

入れない額

１株当たり82,071円

 

 

 

 

(8）新株予約権の行使期間

平成18年９月30日から平成22年９月29日

まで

　ただし、新株予約権者は、割当てられた

予約権の総個数の３分の１以下については

平成18年９月30日以降上記権利行使期間満

了まで、３分の２以下については平成19年

９月30日以降上記権利行使期間満了まで、

全部については平成20年９月30日以降上記

権利行使期間満了までの間に権利行使がで

きるものとする。

 

 

 

 

 

(9）新株予約権の割当対象者

当社取締役５名、当社監査役３名、当社

及び当社子会社従業員57名。

　ただし、取締役及び監査役は、当社の第

11期（平成17年７月１日から平成18年６月

30日まで）の連結税引後純利益が正である

場合に限り、権利行使ができるものとする。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社グループの業務はソフトウェア事業であり、生産に該当する事項はありません。

(2）受注状況

　当中間連結会計期間の受注状況は次のとおりです。

区分 受注高 (千円) 前年同期比 (％) 受注残高 (千円) 前年同期比 (％)

システムインテグレーション 41,706 △27.1 43,885 0.0

　（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　その他の項目については、受注生産を行っていないため記載しておりません。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を項目別に示すと、次のとおりであります。

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

ソフトウェア販売 1,187,970 △15.7

ロイヤリティ収入 17,965 12.7

コンテンツ販売 － △100.0

システムインテグレーション 41,706 △33.4

合計 1,247,642 △16.2

　（注）　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

Ingram Micro, Inc. 210,512 14.1 176,863 14.2

上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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