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１．平成18年12月期の業績（平成18年1月1日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年12月期 3,101 7.2 400 △58.1 402 △58.3
17年12月期 2,893 34.6 955 24.5 965 29.7

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年12月期 △74 － △241 59 － － △2.9 10.7 13.0
17年12月期 524 23.7 3,437 75 3,343 65 22.2 32.6 33.4

（注）①期中平均株式数 18年12月期        308,547株 17年12月期 152,596株
②会計処理の方法の変更 無
③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。
④平成18年2月20日付けをもって、普通株式1株を2株に分割しております。1株当たり情報は、平成18年12月期は株
式分割後の株式数により、平成17年12月期は株式分割前の株式数により算出しております。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭
18年12月期 4,286 2,574 60.0 8,323 42
17年12月期 3,235 2,644 81.7 17,220 84

（注）①期末発行済株式数 18年12月期        309,080株 17年12月期 153,560株
②期末自己株式数 18年12月期 ―株 17年12月期 ―株
③平成18年2月20日付けをもって、普通株式1株を2株に分割しております。1株当たり情報は、平成18年12月期は株
式分割後の株式数により、平成17年12月期は株式分割前の株式数により算出しております。

２．平成19年12月期の業績予想（平成19年1月1日～平成19年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円
中間期 1,600 250 150
通　期 3,350 650 380

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 1,229円　46銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年12月期 － － － 200 － 200 30 5.9 1.2

18年12月期 － － － － － － 0 － －

19年12月期（予想） － － － － － －    

 

 

※　なお、本資料で記述されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、
潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこれと大きく異
なる可能性があることをご承知おきください。上記予想に関連する事項は、「平成18年12月期 決算短信(連結)」 添
付資料９ページをご参照ください。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   1,111,964   385,829  △726,134

２　受取手形 ※１  5,723   7,361  1,638

３　売掛金   682,090   700,948  18,858

４　仕掛品   25,530   70,609  45,079

５　前渡金 ※２  373,906   244,433  △129,472

６　前払金   100,000   －  △100,000

７　前払費用   10,473   21,794  11,320

８　立替金   12,833   137,749  124,916

９　短期貸付金   30,000   105,000  75,000

１０繰延税金資産   22,800   －  △22,800

１１その他   1,558   21,744  20,186

流動資産合計   2,376,881 73.5  1,695,472 39.6 △681,409
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(１)　建物  8,238   45,018   36,779

減価償却累計額  △4,022 4,215  △8,088 36,929  △4,066

(２)　器具備品  150,386   250,863   100,476

減価償却累計額  △75,123 75,263  △125,581 125,282  △50,457

有形固定資産合計   79,478 2.5  162,211 3.8 82,732

２　無形固定資産         

(１)　ソフトウェア   185,018   336,992  151,974

(２)　電話加入権   873   873  －

無形固定資産合計   185,892 5.7  337,866 7.9 151,974

３　投資その他の資産         

(１)　投資有価証券   27,330   239,096  211,766

(２)　関係会社株式   337,500   1,627,016  1,289,516

(３)　関係会社出資金   25,000   25,000  －

(４)　破産債権・更生債
権等

  40,154   225,934  185,780

(５)　差入保証金   195,422   199,764  4,342

(６)　長期前払費用   8,000   433  △7,566

貸倒引当金   △40,154   △225,934  △185,780

投資その他の資産合計   593,252 18.3  2,091,311 48.8 1,498,059

固定資産合計   858,623 26.5  2,591,389 60.4 1,732,766

資産合計   3,235,505 100.0  4,286,861 100.0 1,051,356
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   32,246   86,248  54,002

２　短期借入金   －   179,000  179,000

３　未払金   63,866   144,430  80,563

４　未払費用   29,140   28,213  △927

５　未払法人税等   275,459   88,204  △187,254

６　未払消費税等   31,567   －  △31,567

７　預り金   28,327   34,279  5,951

８　前受収益   106,901   110,444  3,543

９　繰延税金負債   －   4,209  4,209

流動負債合計   567,509 17.5  675,029 15.7 107,520

Ⅱ　固定負債         

１　社債   －   1,000,000  1,000,000

２　繰延税金負債   23,563   37,358  13,794

固定負債合計   23,563 0.7  1,037,358 24.2 1,013,794

負債合計   591,072 18.3  1,712,387 39.9 1,121,315

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  804,328 24.8  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金   594,998   －  －

資本剰余金合計   594,998 18.4  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金   2,430   －  －

２　任意積立金         

(1）プログラム準備金  123,707 123,707  － －  －

３　当期未処分利益   1,118,968   －  －

利益剰余金合計   1,245,105 38.5  － － －

資本合計   2,644,432 81.7  － － －

負債・資本合計   3,235,505 100.0  － － －
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  823,573 19.2 －

２　資本剰余金         

(１)　資本準備金  － －  614,243 614,243  －

資本剰余金合計   － －  614,243 14.3 －

３　利益剰余金         

(１)　利益準備金   －   2,430  －

(２)　その他利益剰余金         

プログラム準備金  －   78,112   －

繰越利益剰余金  － －  1,059,310 1,137,422  －

利益剰余金合計   － －  1,139,852 26.6 －

株主資本合計   － －  2,577,669 60.1 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  △5,068 △0.1 －

評価・換算差額等合計   － －  △5,068 △0.1 －

Ⅲ　新株予約権   － －  1,873 0.0 －

純資産合計   － －  2,574,474 60.0 －

負債純資産合計   － －  4,286,861 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

 １　製品売上高  1,808,023   1,868,274    

 ２　サービス売上高  1,085,834 2,893,858 100.0 1,232,876 3,101,151 100.0 207,293

Ⅱ　売上原価         

 １　製品売上原価  279,531   370,015    

 ２　サービス原価  670,256 949,788 32.8 777,831 1,147,847 37.0 198,058

売上総利益   1,944,069 67.2  1,953,304 63.0 9,234

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,4  988,692 34.2  1,552,761 50.1 564,068

営業利益   955,377 33.0  400,542 12.9 △554,834

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  354   1,693    

２　受取配当金  99   －    

３　為替差益  2,965   －    

４　受取手数料 ※２ 13,078   24,400    

５　その他  23 16,520 0.6 2,343 28,436 0.9 11,916

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  44   205    

２　株式交付費  －   2,036    

３　社債発行費  －   4,601    

４　投資事業組合出資損失  －   19,802    

５　新株発行費  1,374   －    

６　株式上場費用  5,000   －    

７　その他  － 6,418 0.2 105 26,752 0.9 20,333

経常利益   965,478 33.4  402,227 13.0 △563,251

－ 6 －



  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１　解約返戻金  －   8,880    

２　投資有価証券売却益  12,997 12,997 0.4 － 8,880 0.3 △4,117

Ⅶ　特別損失         

  １　投資有価証券評価損  －   72,778    

  ２　固定資産除却損 ※３ 954   6,949    

  ３　関係会社株式評価損  30,100   46,000    

  ４　本社移転費用  －   40,185    

５　貸倒引当金繰入額  40,154 71,209 2.4 185,780 351,693 11.3 280,484

税引前当期純利益   907,266 31.4  59,413 1.9 △847,853

法人税、住民税及び事
業税

 443,971   89,672   △354,299

法人税等調整額  △61,291 382,680 13.2 44,282 133,954  105,573

当期純利益（△損失）   524,586 18.1  △74,540 △2.4 △599,126

前期繰越利益   594,381   －  －

当期未処分利益   1,118,968   －  －

         

(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成18年３月17日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   1,118,968

Ⅱ　任意積立金取崩額    

プログラム準備金取崩額  26,301 26,301

合計   1,145,269

Ⅲ　利益処分額    

配当金  30,712 30,712

Ⅳ　次期繰越利益   1,114,557

    

－ 7 －



株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成18年１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
計資本準備

金
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計任意積立

金
繰越利益剰
余金

平成17年12月31日　残高
（千円）

804,328 594,998 594,998 2,430 123,707 1,118,968 1,245,105 2,644,432

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 19,244 19,244 19,244     38,489

剰余金の配当（千円）      △30,712 △30,712 △30,712

任意積立金の取崩（千円）     △45,595 45,595  －

当期純損失（千円）      △74,540 △74,540 △74,540

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

19,244 19,244 19,244 － △45,595 △59,657 △105,252 △66,763

平成18年12月31日　残高
（千円）

823,573 614,243 614,243 2,430 78,112 1,059,310 1,139,852 2,577,669

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

評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高
（千円）

－ － － 2,644,432

事業年度中の変動額

新株の発行（千円）    38,489

剰余金の配当（千円）    △30,712

任意積立金の取崩（千円）    －

当期純損失（千円）    △74,540

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

△5,068 △5,068 1,873 △3,195

事業年度中の変動額合計
（千円）

△5,068 △5,068 1,873 △69,958

平成18年12月31日　残高
（千円）

△5,068 △5,068 1,873 2,574,474
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券 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

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

仕掛品：個別法による原価法 仕掛品：同左

３　固定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。

(イ）有形固定資産

同左

建物　　　３～15年

器具備品　３～15年

(ロ）無形固定資産

①　市場販売目的のソフトウェア

　市場販売目的のソフトウェアについ

ては、見込販売期間（３年以内）にお

ける見込販売数量に基づく償却額と、

販売可能な残存販売期間に基づく均等

配分額を比較し、いずれか大きい額を

計上する方法によっております。

(ロ）無形固定資産

①　市場販売目的のソフトウェア

同左

②　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）

による定額法によっております。

②　自社利用のソフトウェア

同左

  

４　繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

株式交付費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

５　引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率法、貸倒懸念

債権及び破産更生債権については財務内容

評価法によっております。

貸倒引当金

同左

６　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(イ）消費税等の会計処理

同左

－ 9 －



会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

―――――――

 

１． 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」

(企業会計基準適用指針第６号　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。これによる損益への影響はありません。

―――――――

 

２． 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第５号　平成17年12月

９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」(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2,572,601千円であります。

―――――――

 

３． 役員賞与に関する会計基準

　　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第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。

―――――――

 

４．企業結合に係る会計基準

　　当事業年度より、「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「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。これによる損益に与え

る影響はありません。

―――――――

 

５．ストック・オプション等に関する会計基準

　　当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準第8号　平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５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。

―――――――

 

６．繰延資産の会計処理に関する当面の取り扱い

　　当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面

の取り扱い」（企業会計審議会　平成18年８月11日　実

務対応報告19号）を適用しております。これにともない、

前事業年度における連結損益計算書上営業外費用に掲記

していた「新株発行費用」は、当事業年度から「株式交

付費」として表示しております。
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追加情報

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第9

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以降

に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日企業会計基準委員会実務対応報告第12号）に

従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が11,284千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ11,284千

円減少しております。

 　――――――

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

※１　受取手形

期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって決

済処理しています。

期末日が銀行休業日のため、次のとおり満期手形が

期末残高に含まれています。

※１　　　　　　　　――――――

受取手形残高 1,404千円

※２　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

※２　関係会社に対する資産及び負債には次のものがあり

ます。

前渡金 373,906千円 前渡金      244,433千円

短期貸付金      105,000千円

売掛金       73,851千円

立替金      137,168千円

破産債権・更生債権等      184,539千円

買掛金      54,445千円

短期借入金      179,000千円

※３　授権株式数 普通株式 600,000株

発行済株式総数 普通株式 153,560株

※３　　　　　　　　――――――
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は56％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は44％で

あります。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は52％であり、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は　48％

であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 88,712千円

給料手当 158,023

賞与 67,142

旅費交通費 27,977

広告宣伝費 147,993

研究開発費 75,875

減価償却費 12,692

営業活動支援費 165,314

役員報酬       97,550千円

給料手当   310,023

賞与       100,243

支払手数料       120,042

広告宣伝費       225,416

研究開発費       87,877

減価償却費       46,361

販売促進費       208,395

※２　　　　　　　　―――――― ※２　関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。

 受取手数料       22,800千円

       

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 100千円

器具備品 854 

合計 954

建物    3,335千円

器具備品 3,614 

合計 6,949

※４　研究開発費の総額 ※４　研究開発費の総額

 75,875千円        87,877千円

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年１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

該当事項はありません。

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　該当事項はございません。 同左

（有価証券関係）

前事業年度（平成17年12月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成18年12月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

未払事業税 35,223千円

貸倒引当金繰入限度超過額 16,294

関係会社株式評価損 12,247

その他 2,780

繰延税金資産合計 66,546

  

繰延税金負債  

プログラム準備金 67,308千円

繰延税金負債合計 67,308

繰延税金負債の純額 762

繰延税金資産  

未払事業税       7,556千円

貸倒引当金繰入限度超過額 83,763

関係会社株式評価損 30,965

その他有価証券評価差額金 3,477

その他 1,471

繰延税金資産小計 127,233

評価性引当額 △114,728

繰延税金資産合計 12,504

  

繰延税金負債  

プログラム準備金       54,071千円

繰延税金負債合計 54,071

繰延税金負債の純額 41,567

平成17年12月31日現在の繰延税金資産及び繰延税金負

債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれており

ます。

 

流動資産－繰延税金資産 22,800千円

固定資産－繰延税金資産 －

流動負債－繰延税金負債 －

固定負債－繰延税金負債 23,563

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差が法定実効税率の100分の５以下であるため、

記載を省略しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、

記載を省略しております。

－ 13 －



（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 17,220円84銭

１株当たり当期純利益 3,437円75銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 3,343円65銭

１株当たり純資産額     8,323円42銭

１株当たり当期純損失      241円59銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であるため、記載しており

ません。

 （追加情報）

　平成17年11月4日開催の当社取締役会の決議に基づき、次

のように株式分割による新株式を発行しております。

1. 平成18年2月20日付けをもって普通株式1株につき2株に

分割しました。

(1) 分割により増加する株式数

　　普通株式　153,560株

(2) 分割方法

　　平成17年12月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

　　記載された株主の所有株式数を1株につき2株の割合を

　　もって分割しました。

 2. 配当起算日

　　平成18年1月1日

　　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

　　事業年度における1株当たり情報及び当期首に行われ

　　たと仮定した場合の当事業年度における1株当たり情報

　　は、それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

 1株当たり株主資本

 6,901円81銭

 1株当たり株主資本

 8,610円42銭

 1株当たり当期純利益

 1,401円62銭

 1株当たり当期純利益

 1,718円87銭

 潜在株式調整後1株

 当たり当期純利益

  1,369円13銭

 潜在株式調整後1株

 当たり当期純利益

 1,671円82銭

　　当社は、平成18年２月20日付けで普通株式１株につき２

株の株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株

当たり情報については、以下のとおりとなります。

前事業年度

 1株当たり純資産額      8,610円42銭

 1株当たり当期純利益     1,718円87銭

 潜在株式調整後1株

 当たり当期純利益
       1,671円82銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

 
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり当期純利益金額   

１．当期純利益（△損失）（千円） 524,586 △74,540

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（△損失）

（千円）

524,586 △74,540

２．普通株式の期中平均株式数（株） 152,596 308,547

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

１．当期純利益調整額（千円） － －

２．普通株式増加数（株） 4,294 －

普通株式増加数の主要な内訳   

新株予約権（株） 3,494 －

新株引受権（株） 800 －
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前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

商法第280条ノ20及び商法第280条

ノ21に基づく新株予約権（ストック

オプション）

株主総会の特別決議日

平成17年３月８日

（新株予約権4,966株）

－
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　　当社は、平成18年３月17日開催の定時株主総会にお

いて、当社の取締役、監査役及び従業員に対し、商法

第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、ス

トックオプション（新株予約権）を発行することを決

議いたしました。

　なお、ストックオプションの内容は下記のとおりで

あります。

１　社債の買入消却 

　　当社は平成18年８月21日に発行しましたユーロ円建転

換社債型新株予約権付社債につきまして、平成19年１月

15日の取締役会の決定にしたがい、社債権者の請求に基

づき、平成19年１月23日に下記のとおり一部買入消却を

いたしました。 

 ①　新株予約権の数

 10,000個を上限とする。

 　①　買入消却の銘柄　

 　ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

 ②　新株予約権の目的となる株式の種類

 普通株式

 　②　買入消却日

　平成19年１月23日

 ③　新株予約権の目的となる株式の数

 10,000株を上限とする。

 　③　買入消却額　

  950,000千円（買入消却後残高50,000千円）

 ④　新株予約権の行使時の払込金額

　１株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する

日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を

除く。）における東京証券取引所の連結財務諸表提

出会社の普通株式の普通取引の終値（以下、「終

値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額として、

１円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が

新株予約権を発行する日の前日の終値（取引が成立

しない場合は、それに先立つ直近日の終値）を下回

る場合は、新株予約権を発行する日の前日の終値と

する。

 　④　買入消却金額　

　額面1,000万円につき1,000万円　

  ⑤　新株予約権の行使期間

  自平成20年４月１日

  至平成23年３月31日

 

 

 

２　子会社の設立  ２　新株予約権の無償取得及び消却  

当社は、以下の子会社を設立いたしました。 　　　当社は平成18年８月21日に発行した第1回新株予約権

につきまして、平成19年１月15日の取締役会の決定にし

たがい、平成19年１月30日に下記のとおり無償取得及び

消却を行いました。 

ソフトブレーン・インテグレーション株式会社  　①　取得・消却銘柄

第１回新株予約権（第三者割当）

①　設立日　　：平成18年２月27日  ②　取得・消却する数

１個（140,000株）

②　出資金額　：30,000千円（当社　100％出資）  ③　取得価格

無償

③　出資株数　：6,000株  ④　消却後に残存する数

０個

④　事業内容　：システムインテグレーション事業　

中堅中小企業をターゲットとした事

務機器や通信ネットワークインフラ

等、オフィスのシステム関係全般の

構築

 

⑤　代表者　　：松田　孝裕  

⑥　本店所在地：東京都港区  
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役員の異動

 （平成19年３月27日付）

　１．新任取締役候補

　　　　小林　智志　（現　常務執行役員）

　　　　秋山　真咲　（現　常務執行役員）

 

　２．退任予定取締役　

　　　　七田　真之　（現　取締役副社長）

 

　３．新任監査役候補

　　　　数納　壽　　（現　株式会社富士通ネットワークソリューションズ　顧問）

　　　　大田　武　　（元　四国カスタマーサービス株式会社代表取締役社長） 

　　　　富樫　泰介　（現　当社監査役）

　４．退任予定監査役

　　　　関口　敦

　　　　福田　善一

 

－ 17 －


