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１．平成19年１月中間期の連結業績（平成18年８月１日～平成19年１月31日）

 　　平成18年７月期は連結財務諸表を作成していないため、平成19年１月中間期の数値のみを記載しております。

(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 ％

19年１月中間期 2,293 － 334 － 294 －

18年１月中間期 － － － － － －

18年７月期 － － －

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年１月中間期 172 － 5,743 03 5,520 01

18年１月中間期 － － － － － －

18年７月期 － － － － －

（注）①持分法投資損益 19年１月中間期 －百万円 18年１月中間期 －百万円 18年７月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 19年１月中間期 29,974株 18年１月中間期 －株 18年７月期 －株

③会計処理の方法の変更 無

④平成18年１月中間期は連結財務諸表を作成していないため、対前年中間期増減率は記載しておりません。

(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

19年１月中間期 10,160 3,135 30.8 104,470 31

18年１月中間期 － － － － －

18年７月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 19年１月中間期 29,974株 18年１月中間期 －株 18年７月期 －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

19年１月中間期 332 △2,168 1,688 1,938

18年１月中間期 － － － －

18年７月期 － － － －

(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 １社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ２社 （除外） －社 持分法（新規） １社 （除外） －社

２．平成19年７月期の連結業績予想（平成18年８月１日～平成19年７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 5,376 839 491

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　16,380円86銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況
 

　当社グループは、当社を合わせ４社（子会社２社及び関連会社１社）で構成されております。当社及び当社子会社であ

る㈱ビットサーフによりグループ企業及び事業提携先企業のサービスを取りまとめ、顧客に対し当社グループのサービス

として提供しております。当社グループの提供するサービスは現在ｉＤＣサービス、マネージドサービス、ソリューショ

ンサービスに分類されており、当社グループの企業集団の状況を事業系統図で示すと以下のとおりであります。

 

ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
•運用ｻｰﾋﾞｽ
•ﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ
•ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ
•ｽﾄﾚｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ

ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ
•ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ
•ASP

iDCｻｰﾋﾞｽ
•ｺﾛｹｰｼｮﾝ
•ﾈｯﾄﾜｰｸ

顧 客

当社

当社グループ

㈱ｸﾗﾗｵﾝﾗｲﾝ
※2

㈱ﾋﾞｯﾄｻｰﾌ ※1

FOR-S㈱※1

※１ 連結子会社

※２ 持分法適用関連会社

•MSP事業者
•ﾊｰﾄﾞ機器/ｿﾌﾄｳｪｱﾍﾞﾝﾀﾞｰ
•その他

•寺田倉庫㈱
•通信キャリア
•その他

•ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾀｰ
•提携企業

運用ｻｰﾋﾞｽ
等の提供

ﾗｯｸ、ﾈｯﾄﾜｰ
ｸの販売

運用ｻｰﾋﾞｽ、機
器ﾚﾝﾀﾙ、その
他ｻｰﾋﾞｽの提
供

SIｻｰﾋﾞｽ、開
発ｻｰﾋﾞｽの
提供

盗撮電
波検知
ｻｰﾋﾞｽ
の提供

SIｻｰﾋﾞｽ、
開発等

建物賃貸、回線利
用契約等

ｻｰﾋﾞｽ提供、製品
供給、ﾗｲｾﾝｽ供与、
その他

盗撮電波検知
機器の供給

ﾏﾈｰｼﾞﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
•運用ｻｰﾋﾞｽ
•ﾚﾝﾀﾙｻｰﾋﾞｽ
•ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ
•ｽﾄﾚｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ

ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ
•ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ
•ASP

iDCｻｰﾋﾞｽ
•ｺﾛｹｰｼｮﾝ
•ﾈｯﾄﾜｰｸ

顧 客

当社

当社グループ

㈱ｸﾗﾗｵﾝﾗｲﾝ
※2

㈱ﾋﾞｯﾄｻｰﾌ ※1

FOR-S㈱※1

※１ 連結子会社

※２ 持分法適用関連会社

•MSP事業者
•ﾊｰﾄﾞ機器/ｿﾌﾄｳｪｱﾍﾞﾝﾀﾞｰ
•その他

•寺田倉庫㈱
•通信キャリア
•その他

•ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾀｰ
•提携企業

運用ｻｰﾋﾞｽ
等の提供

ﾗｯｸ、ﾈｯﾄﾜｰ
ｸの販売

運用ｻｰﾋﾞｽ、機
器ﾚﾝﾀﾙ、その
他ｻｰﾋﾞｽの提
供

SIｻｰﾋﾞｽ、開
発ｻｰﾋﾞｽの
提供

盗撮電
波検知
ｻｰﾋﾞｽ
の提供

SIｻｰﾋﾞｽ、
開発等

建物賃貸、回線利
用契約等

ｻｰﾋﾞｽ提供、製品
供給、ﾗｲｾﾝｽ供与、
その他

盗撮電波検知
機器の供給
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２．経営方針
（1）経営の基本方針

  当社グループは、「総合ＩＴアウトソーシング」という事業ドメインを設定し、出来るだけ多くのＩＴサービスを顧

客のニーズにあった形で提供することを目標としております。

  この基本方針の下、①提供サービスの安定性の向上、②顧客ニーズを満たすサービスラインナップを整備するための

サービス開発、事業提携、③サービスの質の向上のために日々研鑽を積んでおります。また、当社グループは、当社グ

ループと顧客企業及び顧客企業同士の協業やマッチングのプラットホームとなるべく、顧客企業にとって居心地の良い

環境を提供できるように日々取り組んでおります。

（2）利益配分に関する基本方針

  当社グループは、株主への利益還元を経営の重要な課題と認識しておりますが、当面は財務体質の強化と将来の事業

展開のために内部留保を優先させていく方針であります。

（3）投資単位引き下げに関する考え方及び方針等

  当社グループのビジネスは、成長の過程において一定の資金を必要とします。必要資金の手当ては、今後厚くなって

いく営業キャッシュインフローと適正財務比率を考慮した借入を中心に賄っていく方針ではありますが、将来的には公

募増資等のエクイティファイナンスによる資金調達方法も一つの選択肢となってまいります。

  当社グループは、現在株主及び将来株主に当社に投資しやすい環境を整備するため、当社株式の流動性の確保及び当

社の支援者である株主数の増加を重要な課題と認識しております。

  投資単位引き下げ等の施策につきましては、株価水準、株主数、業績、費用対効果等を勘案し決定していく方針であ

ります。なお、当社は、平成18年４月７日付けで株式１株につき２株の株式分割を実施いたしております。

（4）目標とする経営指標

　当社グループは、中期経営計画において売上高経常利益率20％超の目標を設定しております。

　当社グループの売上高総利益率は、大きなビジネスモデルの転換がない限りにおいて、当面の間、20％代後半から

30％代前半で推移する計画であります。当社グループの事業規模は翌期以降も拡大を続ける計画でありますが、既存顧

客に対する積極的なサービス提供による販売コストの圧縮や管理コストのコントロールにより販売管理コストの増加を

事業規模の拡大以下の比率に下げることによって、早期に売上高経常利益率20％超となることを目指します。

（5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループを取り巻く市場環境は、インターネット機器のデバイスの進化や多様化、やり取りされる情報の質の向

上、個人情報管理等の目的による情報管理方法の根本的な変質等の環境の変化により需要拡大が予想される一方、同業

間での競争の激化も予想され、当社グループには、継続的なサービス供給能力の拡大と顧客ニーズに合ったサービスの

開発が求められるものと理解しております。

　このような環境の中、当社グループは以下のシナリオにおいてその役割を着実に果たすべく基盤整備を行ってまいり

ます。

①「提供ラック数を増やし規模の拡大を図る」

　今期オープンした第二データセンターおよび第三データセンターの販売スペースを着実に販売し稼動させると共に実

際にその運営を行い事業展開を図り、市場の強い要請に応え、当社グループのサービス基盤の拡大を図ってまいります。

また、将来の第四データセンターおよび第五データセンター建設の準備も今期より順次開始いたします。

②「サービスラインの強化でより多くの顧客ニーズに応える」

　顧客のあらゆるＩＴサービス需要を当社グループがワンストップで受けソリューションを提供する体制を整えるべく、

新サービスの開発に取り組んでまいります。新サービスの開発及びサービス力の強化は、大規模な設備投資を必要とせ

ずに収益力を高めると共に、投資利益率も向上させ、当社グループの財務体質強化に繋がるものと期待しております。
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（6）会社の対処すべき課題

　当社グループをとりまく環境は、強い需要を背景に今後とも比較的好ましい状況が継続することが期待されますが、

一方で好環境における同業間における競争は更に激化することが予想されます。当社グループにおきましては、強い需

要と細かい顧客ニーズに応じたサービスの提供を今まで以上に強化していく必要があると認識しております。

　当社グループは、この環境下において顧客に対し安定的に確実なサービスを提供していくために、特に以下の三点を

当社の最重要の課題として認識いたしております。

①「サービス提供体制の強化」

　当社グループは、顧客のＩＴサービスを支えるアウトソーシング事業を展開しているため、顧客がストレスなく事業

を展開できるように安定的かつ確実にサービスを提供する責任があります。そのため、当社グループは、当社グループ

の所有するインフラの保守・運用を確実に行うためだけでなく、システムの二重化やより確実な運用ノウハウのマニュ

アル化等の充実を、今後も積極的に推進していくよう努めてまいります。

②「サービス付加価値の向上及びサービス領域の拡大」

　当社グループは、顧客の顕在需要のみならず潜在的なニーズにも対応すべく柔軟かつ迅速にサービスを提供できるこ

とが当社グループの付加価値であると認識しております。したがって、常に顧客の需要とニーズが何処にあるのかを意

識して、現在事業化されているｉＤＣサービス、マネージドサービス、ソリューションサービスのみならず新たなＩＴ

ソリューションサービスを開発し、総合ＩＴアウトソーシング事業者としての基盤を整えていくよう努めてまいります。

③「サービス向上に向けた人材の確保・育成」

　当社グループのサービスの質は、究極的にはそのサービスを提供している社員一人一人の質によっております。サー

ビスの拡大及び質の向上は、優秀な人材の確保・育成によっていることを認識し、電源やネットワークを基盤とした高

度な技術を持つだけでなく、顧客のニーズである安定的かつ確実なサービスの提供を可能とする知識・経験・人間性を

備えた人材の確保が必要であると認識し、人材確保と人材育成の取り組みを一層強化するよう努めてまいります。

（7）親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

（平成19年１月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割

合（％）

親会社等が発行する株券が上場

されている証券取引所等

寺田倉庫株式会社
上場会社が他の会社の関連会社であ

る場合における当該他の会社
28.3 なし

②寺田倉庫㈱の概要及び当社グループと寺田倉庫㈱との関係について

  当社の主要株主である寺田倉庫㈱は、不動産事業、トランクルーム事業、データストレージ事業を展開する事業会社

であり、同社を中心とする同社グループは、上記事業のほかに倉庫事業、建設事業、運送事業等も展開しております。

同社グループはサブリースを含め約120棟の倉庫を利用し、それぞれの立地等の条件に応じて最も付加価値の高いと思わ

れる形態で倉庫を活用しております。

　なお、同社グループの中には、当社グループの展開する事業と競合する事業を展開する会社はありません。

③当社グループと寺田倉庫㈱の役員兼務関係について

  当社の役員９名（うち監査役４名）のうち、廣瀬秀德は寺田倉庫㈱の代表取締役を兼務しております。

④親会社等からの独立性の確保について

  同社グループ内に当社グループの展開する事業と競業する事業のないこと、当社グループと同社グループとの間の役

員兼務が１名でありその１名が非常勤であること、当社グループと同社グループとの間の取引状況については定期的に

取締役会に上程し同社グループとの取引条件の公平性及び正当性についての妥当性の判断を行っていることから、当社

グループは親会社等から一定の独立性を確保しているものと考えております。

⑤親会社等が継続開示会社でないことについて

  寺田倉庫㈱は非上場会社であり、また継続開示を行っておりません。
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３．経営成績及び財政状態

（1） 経営成績

　ライブドア・ショックの余韻が冷めやらぬ中、事業会社のみならず金融機関や監査法人をも巻き込んだ会計不祥事が相

次いでおり、戦後最長の景気拡大は継続するものの、企業にとっては引き続き淘汰・選別の時であるといえます。

　当業界におきましても、インターネット通信デバイスの進化や多様化、やり取りされる情報の質の進歩、個人情報管理

等の目的による情報管理方法の根本的変質等の環境の変化により、経済合理性がありその上で確かな技術とサービスを提

供する企業が確実にその地位を確立しております。

　このような環境の中で、当社グループは、業界のニーズに合ったサービスを開発することによって市場の期待に応える

とともに、８月に第二データセンター、11月に第三データセンターをオープンし、必要なサービスの供給量の拡大を図っ

てまいりました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は2,293百万円、営業利益334百万円、経常利益294百万円となり、中間純利益

は172百万円となりました。

　サービス別の状況は次の通りであります。

　ｉＤＣサービスにおきましては、10月に終了した受電設備の切り替えによる能力アップにより規模拡大に対する制約条

件が解かれ、堅調な需要に対して販売力も確実に向上したため、売上高、顧客数ともに目標を上回る実績を達成すること

が出来ました。

　この結果、ｉＤＣサービスの当中間連結会計期間の売上高は1,830百万円となりました。

　マネージドサービスにおきましては、確実なラインナップの強化により売上を伸ばすとともに、外部パートナーに委託

していたサービスの一部を内製化することにより収益性の向上の施策をも実行いたしました。

　この結果、マネージドサービスの当中間連結会計期間の売上高は315百万円となりました。

　ソリューションサービスにおきましては、11月より当社内にありましたソリューション部隊を100％子会社である㈱ビッ

トサーフに移管し、経営資源のシフトによる方向性の明確化を行うだけでなく、人材の補強も進めることによりサービス

の質の向上も図っております。また、同社は子会社であるＦＯＲ－Ｓ㈱が開発した盗撮電波検知サービスの総代理店とな

る等、新たな商材の開発にも努力いたしております。

　この結果、ソリューションサービスの当中間連結会計期間の売上高は146百万円となりました。

　なお、前中間連結会計期間は中間連結財務諸表を作成していなかったため、対前年同期の比較は行っておりません。

（2）財政状態

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,938百万円となりました。

　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により獲得した資金は、332百万円となりました。

　これは主に、税金等調整前中間純利益294百万円、減価償却費213百万円、データセンター建設等に関する未払金の支

払いに伴なう支出185百万円等の要因によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は、2,168百万円となりました。

　これは主に、当中間連結会計期間に増床したデータセンターの有形固定資産を取得するために要した支出1,314百万円、

投資有価証券の取得による支出270百万円等の要因によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により獲得した資金は、1,688百万円となりました。

　これは主に、当中間連結会計期間に第二データセンター及び第三データセンター建設資金として調達した借入金の収

入1,970百万円、長期借入金の約定返済281百万円等の要因によるものであります。なお、当中間連結会計期間において

は、前期末短期借入金残高1,900百万円及び当中間連結会計期間中に調達した短期借入金1,850百万円の内、3,550百万円

を長期借入金に借り換えいたしております。

　なお、前中間連結会計期間は中間連結財務諸表を作成していなかったため、対前年同期の比較は行っておりません。
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（3）通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、今期より稼動した第二データセンター及び第三データセンターに掛かる発生原価の見積

もりに関する実証的なデータが存在しないことにより、特に売上原価について予測困難な部分が存在いたしますが、売上

高、販売費及び一般管理費、その他の収益及び費用については、ほぼ予算通りに推移しており、現時点では予測の範囲内

であると考えております。

　通期業績予想につきましては、平成19年２月26日に公表した「平成19年７月期中間期および通期の業績予想の修正につ

いて」の通り、連結売上高5,376百万円、連結経常利益839百万円、連結当期純利益491百万円となっております。

（4）事業等のリスク

　当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。また、

必ずしも特に重要なリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは事業活動を理解する上で重要と

考えられる事項については、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

　当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防及び発生時の対応に努力する所存であ

ります。

　本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本資料の発表日現在において当社で想定される

範囲で記載したものであり、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限定されるものではありません。

①当社グループの事業について

（ⅰ）インターネット市場・ブロードバンド市場の将来性について

　日本におけるインターネットの人口普及率は66.8%、インターネットの利用人口はおおよそ8,529万人(対前年581万人

増)と推定され、また、2005年度末のブロードバンド回線の契約数は、約2,330万件（対前年度比19.1%増）と着実に成長

を示しております。（平成18年度版「情報通信白書」総務省）。

　しかしながら、インターネット市場やブロードバンド市場の歴史は浅く、技術革新による環境の著しい変化や長期的

な伸びの鈍化などが生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（ⅱ）ＩＴアウトソーシング市場について

　2006年度のＩＴアウトソーシングサービス市場の規模は、前年度比7.4%増の2兆44億円となる見込みであり、2006年度

の市場を分野別に見るとＢＰＯ(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスが2005年度に対して19.9%増の784億

円、ＡＳＰ(アプリケーション・サービス・プロバイダ)サービスは2005年度に対して9.0%増の802億円、システムインテ

グレーションサービスは同6.9%増の7,938億円、運用管理サービスは同6.8%増の1兆520億円の見込みとなっております。

また、全体市場は2005年度から2010年度にかけて年平均成長率(CAGR)7.0%で成長を続け、2010年度は2兆6,223億円に達

するものと予想されております。(矢野経済研究所「2007年2月28日号　日経ソリューションビジネス」出展)

　しかしながら、同市場は、未だに急激な技術革新などによりベースとなる技術が劇的に変化する可能性や新規サービ

ス出現の可能性が高いこと、また、ユーザーの期待とのギャップを埋めるためのＳＬＡの徹底や新たな法的規制への準

拠が求められる可能性があり、当社グループが技術革新や顧客ニーズへの対応を怠った場合には、当社グループの競争

力が低下する可能性があります。

（ⅲ）ｉＤＣサービスについて

a) 設備及びネットワークの安定性について

　当社グループのインターネットデータセンターは、堅牢な倉庫ないし専用設計による建物をデータセンター化したも

のであり、耐震性やセキュリティには十分な配慮がなされているだけでなく、消火設備の設置、自家発電装置等を利用

した電源の二重化、回線の二重化、単一の機器ベンダーに依存しないネットワークの構築、設備及びネットワークの監

視など、24時間365日安定したサービスが提供できるように最大限の対応をいたしておりますが、今期はさらに、①品質

管理部門の設置、②設備専門要員の24時間常駐化、③第三者による設備に関するチェック機能の強化等の施策を実行し、

さらなる安定運用のための体制強化を実施しております。

　しかしながら、万が一、当該地区で大規模な地震、火事などの自然災害があった場合、悪質なコンピュータウイルス

やハッカーからの攻撃を受けた場合、その他戦争、テロなどの予期せぬ重大な事象の発生により、当社グループの設備

又はネットワークが利用出来なくなった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

b) 情報セキュリティ管理について

　当社グループのｉＤＣサービスは、顧客企業がインターネット上でコンテンツを配信するためのサーバを預かるサー

ビスが中心であり、対象はインフラ部分に限られており、当社グループがサーバ内のアプリケーション部分に関与する

ことは基本的にありません。また、インターネットデータセンター設備の物理的なセキュリティに関しても、平成15年

11月に認証を取得したISMS/BS7799に従い監視カメラによる監視を行っているほか、顧客ごとに付与する専用カードに

よって入退出を制限するなど、厳重なセキュリティ体制を構築しております。
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　このほか、経済的損失に対応した保険契約の締結やＰマーク認定取得を前提とした個人情報保護法に対するポリシー

や規程を制定するなど全社体制で顧客の情報の取り扱いについて最新の注意を払っております。

　しかしながら、以上のような当社グループの努力にも関わらず、外部からの不正アクセス等により情報の外部流失等

が発生した場合には、当社グループの社会的信用が失墜する可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。

②関係会社に関する重要事項

（ⅰ）100%子会社㈱ビットサーフについて

　当社は、平成18年２月に㈱ビットサーフを当社100％出資子会社として設立いたしました。同社は、当期平成18年11月

より、専門部隊によるソリューションサービスの質の向上や現在まで当社が展開していないサービス領域へのサービス

提供範囲の拡大を企図して、本格稼動を開始いたしました。

　当社は、同社が前期末時点において事業を開始していなかったため、前決算期において同社を非連結子会社として連

結対象にいたしておりませんでしたが、今期期首より連結対象会社として連結財務諸表において開示いたしておりま

す。

　同社は、主に当社の既存のソリューションサービス営業部隊を核に構成されておりますが、今後組織を拡大し、保険

サービス、人材サービス等の新規サービスをもスタートさせる計画であります。同社は、今後も現在の当社グループの

顧客基盤や経営基盤を最大限に利用し着実かつ慎重に事業を推進していく予定ですが、今後の同社の財政状態および経

営成績の推移によっては、将来の当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（ⅱ）子会社ＦＯＲ－Ｓ㈱について

　当社は、平成18年10月および平成19年１月に同社が実施した第三者割当増資を引き受けることにより、同社株式の

57.8％を取得いたしました。

　同社は、盗撮電波検知サービスを開発するサービスプロバイダーであります。当社100％子会社である㈱ビットサーフ

は、平成19年１月に同社の提供する盗撮電波検知サービスの販売に関する総販売代理店契約を締結し、当社グループに

より同サービスの開発から販売・運用までを一括して実施することにいたしました。

　当社は、平成19年１月31日より連結子会社として同社の財政状態を連結財務諸表に開示することにいたしました。当

社グループによる一括の管理により同社の提供するサービスを確実に顧客に提供する予定でありますが、今後の同社の

財政状態および経営成績の推移によっては、将来の当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

（ⅲ）寺田倉庫㈱との関係について

　寺田倉庫㈱は、当中間連結会計期間末現在、当社の発行済株式総数の28.3%を保有する当社の関係会社（その他の関係

会社）であり、かつ、当社の筆頭株主であります。

　当社グループと同社を含む同社グループとの間におきましては、役員兼務関係として当社役員９名（うち監査役４名）

のうちの取締役１名の兼務、及び、営業取引関係としてデータセンター建物の賃借及びデータセンター建設用地の賃借

取引等が継続しております。

　当社グループと同社グループとは、今後も良好な協力関係を継続していく予定ですが、同社グループの経営方針に変

更等が生じた場合、当社グループの事業運営に影響を及ぼす可能性があります。

③人材の確保について

　当社グループが、今後も継続して成長していくためには、技術者を中心とした優秀な人材を確保し育成し継続的に雇

用を継続していくことが重要であると考えており、今期におきましても人事制度の再構築等積極的な採用活動、人事政

策を進めております。

　しかしながら、景気の回復や日本のインターネット市場の急速な拡大により、専門知識や技術をもつ人材が恒常的に

不足しております。

　当社グループといたしましては、積極的な事業展開により求職者にとって魅力的な企業となるべく最大限の努力をし

てまいりますが、必要な人材の確保及び育成が計画通りに進まない場合や当社グループの予想を大幅に上回るような社

員の流出がある場合には、事業拡大の制約を受け、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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④法的規制について

　当社は、電気通信事業者（旧一般第二種電気通信事業者）として、総務省に届出を行なっており、電気通信事業法及

び関連する省令等を遵守しております。現在のところ、これらの法律による規制の強化等が行われるという認識はあり

ませんが、今後、これらの法律及び省令が変更された場合や当社グループの事業展開を阻害する規制がなされた場合に

は、当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　インターネットの普及に伴い、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

（プロバイダー責任法）」や「特定電子メールの送信の適正化に関する法律」が施行されるなど、インターネットに関

する法令整備が進んでおり、今後新たにインターネット関連業者を対象とした法的規制等が制定された場合、当社グルー

プの業務が一部制約を受け、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤その他

（ⅰ）配当政策について

　当社は、株主に対する利益還元策を重要な経営課題の一つであると認識しており、財務体質の強化と将来の事業展開

のための内部留保を意識しつつ、配当を実施していくことを基本方針と考えておりますが、当面は設備投資等の資金需

要に備え、財務体質の強化を図るために内部留保を優先させたいと考えております。　

（ⅱ）ストックオプションについて

　当社は、役員及び従業員等が、経営参画意識及び企業価値向上への関心を高め、株主の利益を重視した業務展開を積

極的に図ることを目的として、ストックオプションを取締役・監査役８名と従業員等54名に付与しております。同ストッ

クオプションの潜在株式数は2,200株であり、潜在株式数を含む株式総数32,174株の6.8％に相当しております。

　なお、同ストックオプションが行使されれば、株式が発行されるため、当社の１株当たりの株式価値は希薄化しま

す。

　また、当社は、役員及び従業員等の士気を高めると同時に優秀な人材を確保するために、今後もストックオプション

の付与を行う可能性がありますが、この場合は、株式価値の希薄化をさらに招くおそれがあります。

（ⅲ）資金調達について

　当社グループの事業計画においては、データセンタースペースの拡張投資、既存データセンターの更新投資、新規サー

ビス開発のための投資等を計画しております。

　当社は、平成18年７月に大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に上場を果たしたことによ

り、従来の銀行借入やリース調達等による間接金融中心の資金調達のみならず、直接金融を含む多様な資金調達が可能

になり、今後は、財務バランスをより一層意識して資金調達手段を選択し、財務体質の強化をも合わせて実現を図って

いきたいと考えております。

　しかしながら、外部環境の変化等の要因によって資金調達計画の変更を余儀なくされるような場合には、設備投資計

画の変更に合わせて事業計画そのものも変更せざるを得なくなる可能性があります。

（ⅳ）税務上の繰越損失について

　当社は、設立初年度から税務上の繰越欠損金を有しており、前期まで住民税均等割のみの負担となっておりますが、

当社の利益が当社の事業計画の通り計上された場合、現在存在する税務上の繰越欠損金が解消され住民税均等割を超え

る法人税等の支払義務が発生することになります。

　なお、当社は、前期末に繰延税金資産167百万円を貸借対照表に計上しているため、当期の会計上の税金等の額は通常

の税率に基づく法人税等が計上されることとなり、この税務上の繰越欠損金が会計上の利益に及ぼす影響は排除される

こととなる計画であります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   1,938,196  

２．売掛金   100,608  

３．その他   661,360  

貸倒引当金   △1,909  

流動資産合計   2,698,255 26.6

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物 ※２ 6,065,680   

(2）器具備品  645,244   

(3）その他  68,047 6,778,972  

２．無形固定資産     

(1）のれん  106,703   

(2）その他  34,692 141,396  

３．投資その他の資産     

(1）その他  546,474   

　　貸倒引当金  △4,552 541,921  

固定資産合計   7,462,290 73.4

資産合計   10,160,546 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．短期借入金 ※２   1,209,244  

２．未払金   1,191,999  

３．未払法人税等   7,502  

４．賞与引当金   20,978  

５．その他   346,054  

流動負債合計   2,775,779 27.3

Ⅱ　固定負債     

１．長期借入金 ※２   4,249,390  

固定負債合計   4,249,390 41.8

負債合計   7,025,169 69.1

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,836,946 18.1

２．資本剰余金   772,007 7.6

３．利益剰余金   522,439 5.2

株主資本合計   3,131,393 30.9

Ⅱ　新株予約権   1,869 0.0

Ⅲ　少数株主持分   2,114 0.0

純資産合計   3,135,376 30.9

負債純資産合計   10,160,546 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,293,724 100.0

Ⅱ　売上原価   1,646,540 71.8

売上総利益   647,184 28.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  313,038 13.6

営業利益   334,146 14.6

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  240   

２．受取手数料  292   

３．税金等還付加算金  288   

４．その他  10 832 0.0

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  40,054   

２．その他  553 40,608 1.8

経常利益   294,369 12.8

税金等調整前中間純利益   294,369 12.8

法人税、住民税及び事業
税

 734   

法人税等調整額  121,493 122,228 5.3

中間純利益   172,141 7.5
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(3) 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８月１日　至　平成19年１月31日）

 
株主資本

 新株予約権 少数株主持分  純資産合計
資本金  資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年７月31日　残高

（千円）
－ － － － － － －

中間連結会計期間中の変動額        

連結初年度における期首残

高（千円）
1,836,946 772,007 350,297 2,959,251   2,959,251

中間純利益（千円）   172,141 172,141   172,141

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）（千円）

    1,869 2,114 3,983

中間連結会計期間中の変動額

合計（千円）
1,836,946 772,007 522,439 3,131,393 1,869 2,114 3,135,376

平成19年１月31日　残高

（千円）
1,836,946 772,007 522,439 3,131,393 1,869 2,114 3,135,376
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  294,369

減価償却費  213,888

貸倒引当金の増減額（減少：△）  544

賞与引当金の増減額（減少：△）  8,753

受取利息  △240

支払利息  40,054

売上債権の増減額（増加：△）  △7,059

たな卸資産の増減額（増加：△）  13,973

未払金の増減額（減少：△）  △185,032

株式報酬費用  1,869

その他  △20,363

小計  360,758

利息の受取額  218

利息の支払額  △26,888

法人税等の支払額  △1,409

営業活動によるキャッシュ・フロー  332,679

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  △1,314,257

投資有価証券の取得による支出  △270,015

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

 △19,093

その他  △565,355

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,168,722
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当中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

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  1,850,000

短期借入金の返済による支出  △3,550,000

長期借入れによる収入  3,670,000

長期借入金の返済による支出  △281,160

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,688,840

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
   （減少：△）

 △147,202

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,076,261

Ⅵ　新規連結子会社の現金及び現金同等物
の期首残高

 9,137

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高  ※１ 1,938,196
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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
当中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　２社

連結子会社名

　㈱ビットサーフ

　ＦＯＲ－Ｓ㈱

　上記のうち、㈱ビットサーフは、重要

性が増したため、ＦＯＲ－Ｓ㈱は、平成

18年10月及び平成19年１月に株式を取得

したため、当中間連結会計期間より連結

の範囲に含めております。 

　なお、ＦＯＲ-Ｓ㈱はみなし取得日を平

成18年12月31日としているため、当中間

連結会計期間は同社の貸借対照表のみを

連結しております。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用の関連会社数　１社

会社名

　㈱クララオンライン

　㈱クララオンラインは、平成18年９月

に株式を取得したため、当中間連結会計

期間より持分法適用の範囲に含めており

ます。

３．連結子会社の中間決算日

等に関する事項

　連結子会社のうち、ＦＯＲ－Ｓ㈱の決算

日は３月31日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっては、

12月31日現在で中間決算に準じた仮決算を

行った財務諸表を使用しております。ただ

し、中間連結決算日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必要な調整

を行っております。
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

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。

②たな卸資産

商品

　個別法による原価法を採用しており

ます。

（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

　建物、データセンター部門の建物付属

設備については定額法、それ以外の有形

固定資産については定率法を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　　38年

建物付属設備　　　６～18年

②無形固定資産

　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。

自社利用のソフトウェア ５年

（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。

②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち当中間連結会計期

間の負担額を計上しております。

（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。
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

（5）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップ取引について、当該特例処理に

よっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

 ③ヘッジ方針

　当社所定の社内承認手続きを行った上

で、借入金利息の金利変動リスクを回避

する目的により金利スワップを利用して

おります。

④ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理に

よっているため、有効性の評価を省略し

ております。

（6）その他中間連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺の上、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金の

範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成19年１月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

824,113千円

※２　担保に供している資産及び担保を付している債務

(1）担保に供している資産

建物 458,515千円

(2）担保を付している債務

短期借入金 34,920千円

長期借入金 217,490千円

（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１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

次のとおりであります。

 役員報酬 47,820千円 

 給料手当 103,228千円

 賞与引当金繰入額 8,197千円 

 貸倒引当金繰入額 544千円 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
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 （注） － 29,974 － 29,974

合計 － 29,974 － 29,974

 （注）普通株式の増加29,974株は、連結初年度における期首残高であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間連結
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）

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 1,869

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 1,869

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

※１　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

（平成19年１月31日現在）

（千円）

現金及び預金 1,938,196

現金及び現金同等物 1,938,196
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（リース取引関係）

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１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リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間連

結会計期間末残高相当額

取得価額相当額

（千円）

減価償却累計額

相当額

（千円）

中間期末残高相

当額

（千円）

建物 363,856 11,338 352,518

器具備品 398,286 126,165 272,121

その他 336,134 50,867 285,266

合計 1,098,277 188,371 909,905

②未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額

１年内 182,825千円

１年超 658,519千円

合計 841,345千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 84,787千円

減価償却費相当額 81,362千円

支払利息相当額 8,473千円

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。

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。

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 191,633千円

１年超 422,421千円

合計 614,054千円
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（有価証券関係）

当中間連結会計期間末（平成19年１月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 
当中間連結会計期間末
（平成19年１月31日）

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

関連会社株式 240,000

その他有価証券  

非上場株式 84,965

（デリバティブ取引関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１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

売上原価　　　　　　　　　409千円

販売費及び一般管理費　　1,460千円

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

 
平成18年10月26日
定時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数 当社役員　８名　当社従業員　52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　420株

付与日 平成18年12月13日

権利確定条件

新株予約権付与時より権利確定時(平成20年10月26日)ま

で継続して当社または当社の関係会社の取締役、監査役

または使用人であること。

対象勤務期間 平成18年12月13日から平成20年10月26日

権利行使期間 平成20年10月27日から平成28年10月26日

権利行使価格（円） 584,814

付与日における公正な評価単価（円） 171,067

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当中間連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

当社及び連結子会社の事業は、ＩＴアウトソーシング事業の単一事業であります。従いまして開示対象となるセ

グメントはありませんので、記載を省略しております。

 

【所在地別セグメント情報】

当中間連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

 

【海外売上高】

当中間連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

海外売上高がないため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

１株当たり純資産額 104,470.31円

１株当たり中間純利益 5,743.03円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 5,520.01円

（注）１株当たり中間純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当中間連結会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

中間連結損益計算書上の中間純利益

（千円）
172,141

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純利益（千円） 172,141

期中平均株式数（株） 29,974

中間純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 1,211

（うち新株予約権） （1,211）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要

 －

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

当社グループは、生産に該当する事項がないため、生産実績に関する記載はしておりません。

 

(2）受注状況

当社グループは、受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。

 

(3）販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を販売サービス別に示すと、次のとおりであります。

販売サービスの名称

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日

　　至　平成19年１月31日）

金額（千円）

ｉＤＣサービス 1,830,923

マネージドサービス 315,953

ソリューションサービス 146,847

合計 2,293,724

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前中間連結会計期間及び前連結会計年度は連結財務諸表を作成しておりませんので、当中間連結会計期間の

販売実績のみを記載しております。

３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

当中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

金額（千円） 割合（％）

株式会社ブロードバンドタワー 462,231 20.2
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