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大阪証券取引所ヘラクレス市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 
  

当社は、本日、平成 19 年３月 14 日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」に上場いたしました。 
上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして、別添のとおりお知らせいたします。 
 

以上 
 



 

平成 18 年 12 月期      決算短信（非連結）         平成 19 年３月 14 日 

上 場 会 社 名        株式会社ネクストジェン        上場取引所 大阪証券取引所 ヘラクレス市場 
コ ー ド 番 号        3842                                本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.nextgen.co.jp ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 大西 新二 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理部門長 氏名 柏木 宏之  ＴＥＬ (０３)３２３４－６８５５ 
決算取締役会開催日 平成 19 年２月 ８日      配当支払開始予定日   未定 
定時株主総会開催日 平成 19 年３月 30 日       単元株制度採用の有無   無 
親会社等の名称 日商エレクトロニクス（株）（コード番号：9865）親会社等における当社の議決権所有比
率 50.0％（その他１社） 
 
１． 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                                 （百万円未満切捨て） 

 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 
17 年 12 月期 

1,203  （ 11.6）
1,077   （△3.6）

159  （  48.6）
107  （△12.4）

155  （  50.5）
103  （△15.4）

 

 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
17 年 12 月期 

78 （ 33.8） 
58 （△16.9） 

6,379  71
5,845  46

－  －
－  －

14.3  
13.8  

17.7   
13.1   

12.9  
9.6  
         

 
             
      
      

(2)財政状態 

 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 
17 年 12 月期 

989      
761      

589     
510     

59.6   
67.1   

47,703    46
41,323  75

  
 
 

 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 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 月期
17 年 12 月期 

195    
△52    

△93   
△157   

△1    
132    

181   
81   

２．19 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

通 期 1,435  181 103 
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   6,736 円  66 銭 
（注）１株当たり予想当期純利益は、２月 13 日取締役会決議に基づき３月 13 日を払込期日として発行し

た株式数（3,000 株）を含めた予定期末株式数 15,363 株により算出しております。 
 
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間

配当金総額 

（百万円） 
配当性向

（％） 
純資産 

配当率(％)

17 年 12 月期 － － － － － － － － － 
18 年 12 月期 － － － － － － － － － 
19 年 12 月期（予想） － － － － － －    
(注)18 年 12 月期期末配当金の内訳  記念配当      －円  －銭  特別配当      －円  －銭 
  
(注)上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

(注) ①持分法投資損益 18年 12月期 －百万円 17年 12月期 －百万円 
 ②期中平均株式数 18年 12月期 12,363 株 17年 12月期 10,088 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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(注) ①期末発行済株式数 18年 12月期 12,363 株 17年 12月期 12,363 株 
 ②期末自己株式数 18年 12月期 －株 17年 12月期 －株 



 

 
株式会社ネクストジェン

窓口商社（親会社 日商 

エレクトロニクス（株）等）

通信事業者（一部海外を含む） 
Webポータル

事業者 

一般消費者、企業ユーザー

開発委託先 保守業務委託先 

統合通信ソリュー

ションの提供 

海外ベンダー

システムインテグレーター 

保守サポートパートナー（親会社

日商エレクトロニクス（株）等）
開発パートナー

ソフトウェア/ハード

ウェアの仕入れ 

通信サービスの提供 

コミュニケーションを

用いたインターネット

サービスの提供 

自社ソフトウェア/

他社ソフトウェアの

納入 

自社ソフトウェア/

ハードウェアの納入

自社ソフトウェア/
他社ソフトウェア/
ハードウェアの納入

自社ソフトウェア/他社
ソフトウェアの納入 

自社ソフトウェア/他社
ソフトウェアの納入 

１． 企業集団の状況 
当社は「次世代通信網」＝「Next Generation Network(NGN)」における通信エンジニアリング企業であり、主として

IP 電話システムに関わるソフトウェア、ハードウェアのソリューション提供を行う NGN ソリューション事業、システ

ム・エンジニアリング／コンサルティングや保守・サポートを行う NGN サービス事業の２つの事業を行なっております。 

 

当社はの事業系統図は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関係会社の状況 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業の内容 

議決権
の被所
有割合 
(％) 

関係内容 

（親会社）      

双日株式会社 
（注）１、２ 

東京都 

港区 
72,652 総合商社 

被所有 
  69.8 
(69.8) 

－ 

日商エレクトロニクス
株式会社（注）２ 

東京都中央区 14,336 ネットワークサービス事業
被所有 
50.0 

当社製品の販
売先、仕入先
役員の兼任等

（注）１．「議決権の被所有割合」欄の（内書）は間接所有割合であります。 

２．有価証券報告書を提出しております。 

 

 



 

２． 経営方針 
（１）経営の基本方針 

当社の社名である「ネクストジェン」の由来は欧米における「次世代通信網」＝“Next Generation Network：NGN”

の略称“Nextgen”に由来しています。インターネットに代表される IP （インターネット・プロトコル）技術の普

及と高度化により、100 年以上の歴史と高い信頼性を持つ電話網（いわゆる公衆網）においても全世界で根本的な

変化が起きており、当社ネクストジェンは通信ネットワークを技術力と構想力で革新していくだけでなく、次の世

代＝Next Generation に胸を張って引き継ぐことの出来るネットワーク社会の夢と希望を実現していきます。 

 

（２）利益配分に関する方針 

  当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財政状態を勘案し、決定していく

所存であります。今後につきましては、将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを図りながら、経営成

績及び財政状態を勘案しつつ、配当による株主に対する利益還元を検討していく所存であります。 

 

（３）投資単位の引き下げに関する基本方針 

  当社は、株式市場において適正な株価が形成されるためには、十分な流動性の確保とできるだけ多くの個人投資家

に当社株式を保有していただくことが重要であると認識しております。このため、投資単位の引き下げについては、

株主利益や費用対効果、当社株式の株価、出来高、株主数、株主分布状況等を勘案しつつ、検討していきたいと考え

ております。 

 

（４）目標とする経営指標 

  当社は自社ソフトウェア製品を中心とした事業展開を行っており、付加価値の高いソフトウェア資産を顧客に対し

てライセンス提供することを主体としておりますので、営業利益および売上高営業利益率を重視しております。 

 

（５）中長期的な経営戦略 

 当社では設立以来 NGN（次世代通信網）におけるエンジニアリングに特化した事業展開をしてまいりました。現状

では通信事業者における NGN への投資はまだ始まったばかりではありますが、今後数年の間に旧来設備の更新時期に

合わせて、益々NGN 関連の設備投資が広がってくると予想されております。当社では設立以来培ってきた高い技術力

とノウハウを武器として高信頼性とスケーラビリティが要求される通信事業者向けソリューション事業を拡大して

いくと共に、企業向けソリューションや Web ポータル事業者向けなど広く通信のニーズがある市場へ事業展開してま

いります。 

 

（６）対処すべき課題 

①新規事業分野開拓 

【ASP 事業】 

自社で通信設備を持たずに通信サービスを提供するような新しい業態を目指す通信事業者のニーズに対して

当社の自社ソフトウェア資産を使った ASP 事業を推進していく予定でおります。光ファイバーの普及などによ

りブロードバンドの IP 接続は容易に確保できる昨今、大手の通信事業者の提供しないきめの細かい通信サービ

ス、あるいは特異性のある通信サービスを当社が直接提供できる機会が生まれてきていると考えております。 

【セキュリティ事業】 

IP ベースのサービスは、セキュリティを強化すれば利便性が悪くなるため普及の妨げとなり、利便性を追求

すればセキュリティの脆弱性が問題になるという相関性を持っております。IP 電話サービスについては、今後

更に普及が見込まれますが、それに伴いセキュリティの脆弱性が問題となる可能性が高いと考えております。

当社は他社に先行してこの技術、製品の開発を進めてきたものであり、開発および保守サポートにて得た知見

の中にはセキュリティの脆弱性に関するものも多々あります。これらの知識、経験を生かして、IP ベースのサ

ービスに係るセキュリティ対策も新しい事業領域として、ソリューションを構築していく予定です。 

 

②優秀な人材の確保 

当社が必要とする高度な専門知識および経験を有している優秀な人材については売り手傾向にあることから、新

たな人材の確保は容易とは言えない状況にあります。そのため、優秀な人材にとって魅力ある会社組織作り（イン

センティブプランや研修制度の充実等）を行うと同時に OJT によるエンジニアの教育にも力を入れてまいります。 

 

③従業員の能力の向上 

通信ネットワーク技術をはじめとする周辺技術の急速な進展により、ネットワークの利用環境と共に当社のビジ

ネス領域も日々変化しております。当社ではこの変化のスピードに対応できるような人材育成が重要であると考え

ております。通信ネットワークの技術はもとより、これら周辺技術に対応できるように、開発・販売の両面におい

ても従業員の意識と能力の向上を図ってまいります。 

 



 

（７）親会社等に関する事項 

①親会社の商号等 

親会社等 属性 
親会社等の議決権割合

（％） 

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 

双日株式会社 親会社 間接  69.8 

株式会社東京証券取引所市場

第一部 

株式会社大阪証券取引所市場

第一部 

日商エレクトロニクス

株式会社 
親会社 直接  50.0 

株式会社東京証券取引所市場

第一部 

 

  ②親会社等の影響の状況 

上場会社に与える影響が最も大きいと認められる

会社の商号 
日商エレクトロニクス株式会社 

その理由 
当社の議決権を直接保有するとともに人的関係、取引関係があ

るため。 

 

  ③親会社等との関係について 

【日商エレクトロニクス株式会社】 

＜日商エレクトロニクス株式会社グループにおける位置づけについて＞ 

日商エレクトロニクス株式会社は、当社議決権の 50.0％を所有し、当社の親会社に該当します。日商エレクト

ロニクスグループは、平成 18 年９月 30 日現在、同社、子会社 10 社、持分法適用関連会社１社から構成され、IT

ソリューション／サービス事業を展開しております。同事業は、ソリューション／サービス関連部門及びデバイス

関連部門に区分され当社はソリューション／サービス関連部門に位置付けられ、通信事業者・ソリューションビジ

ネスを担っております。日商エレクトロニクス株式会社の経営方針及び関係会社施策の変更等により、当社の経営

及び業績に影響を与える可能性があります。 

＜日商エレクトロニクス株式会社との人的関係について＞ 

平成 19 年３月 14 日現在、当社役員９名（取締役７名、監査役２名）のうち日商エレクトロニクス株式会社の従

業員は２名です。その者の氏名並びに当社及び親会社における役職は下記の通りであり、当社事業において経営面

での助言等を得ることを目的として、当社に招聘したものです。 

当社における役職 氏名 日商エレクトロニクス株式会社における役職 

取締役（非常勤） 牧野孔治 執行役員 サービスプロバイダ事業本部長代行 

監査役（非常勤） 三浦靖治 経営企画部長 
なお、取締役齋藤紀雄は、日商エレクトロニクス株式会社の元代表取締役です。通信業界における経験・知識を

生かして、当社事業遂行のアドバイスやノウハウを得るために当社が招聘したものであります。 

 

【双日株式会社】 

双日株式会社は、財務諸表等規則上の親会社に該当します。双日株式会社は当社親会社の日商エレクトロニクス

株式会社の親会社であり、かつ当社大株主である Entrepia Solutions, Inc.の議決権を実質的に 100％所有してい

るため、議議決権を間接的に 69.8％所有しております。しかしながら当社と双日株式会社との間には取引関係は

ありません。 

 

  ④親会社等との取引について 

   日商エレクトロニクス株式会社との取引については「４．財務諸表（関連当事者との取引）」に記載しておりま

す。なお、双日株式会社との取引はありません。 

 

（８）その他の重要な事項 

   該当事項はありません。 

 

 



 

３． 経営成績及び財政状態 
（１）経営成績 

   当事業年度 （自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

① 売上高 

 売上高は前期比 11.6%増の 1,203,324 千円となりました。NGN ソリューション事業につきましては通信事業者向

けソフトウェア販売に注力した結果、前期比 1.3%増の 716,161 千円となりました。NGN サービス事業は保守契約の

増加及びSE／コンサルティング事業ともに好調に推移した結果、前期比31.2%増の487,162千円となっております。 

 

② 売上原価、販売費及び一般管理費 

   売上原価は、他社製ソフトウェア及びハードウェアの販売が前事業年度並みに推移し、前期比 2.5%増の 687,649

千円、原価率は 57.1％（前事業年度は 62.3％）となりました。売上総利益率は、自社製ソフトウェアの利益率が

向上した結果、前期に比べ 5.2%増加して 42.9%となりました。また、販売費及び一般管理費につきましては、前期

比 18.9%増の 356,499 千円となっております。これは、陣容拡充における人件費の増加が主な要因となっておりま

す。 

     

③ 営業外損益 

 営業外収益として消費税差額 453 千円を計上しました。営業外費用としては、支払利息 2,167 千円、為替差損

814 千円を計上しました。 

     

④ 特別損失 

特別損失として、販売用ソフトウェアに係る除却損 11,818 千円を計上しました。 

 

⑤ 法人税等 

当事業年度におきましては、過年度法人税等 5,823 千円、法人税等追徴税額 702 千円、法人税等調整額△20,884

千円を計上しております。この結果、法人税等の純額は 64,353 千円となりました。 

 

（２）財政状態 

  ① 財政状態 

当事業年度の総資産は、前事業年度末と比較して 228,650 千円増加し 989,943 千円となりました。流動資産

については、前事業年度末と比較して期末に売上を計上したプロジェクト数が増加したため売掛金残高は

202,592 千円増加して 506,999 千円となったことや、繰延税金資産が 20,884 千円増加し 22,922 千円となったこ

とから、前事業年度末に比べて 222,286 千円増加しました。有形固定資産については、主に新オフィスの設備

造作の増加はありましたが、減価償却費の増加により前事業年度に比べて 757 千円の微増に留まり、31,550 千

円となりました。無形固定資産については、販売終了分の除却 11,818 千円がありましたが販売用ソフトウェア

の増加により 12,314 千円増加し 132,973 千円となりました。投資その他の資産については、解約した旧オフィ

スの差入保証金の返還により 6,709 千円減少し 28,157 千円となりました。 

当事業年度の流動負債の合計は前事業年度末に比較して 149,777 千円増加し 400,185 千円となりました。こ

れは、買掛金が 70,934 千円増加し 73,153 千円となったこと、業績賞与の支給日を 12 月から翌年２月に変更し

たため、未払費用が 42,119 千円増加し 51,667 千円となったこと、未払法人税等が 39,288 千円増加し 62,519

千円となったこと等によるものであります。 

当事業年度末の株主資本は当期純利益の計上により、前事業年度末に比較して 78,872 千円増加し 589,757 千

円となりました。 

  ② キャッシュ・フロー 

    当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、195,485 千円の収入（前事業年度は 52,770 千円の支出）

となりとなりました。 

    これは、税引き前当期純利益が 143,225 千円で、たな卸資産の減少 77,431 千円、仕入債務の増加 70,934 千円

を計上したことによるものであります。 

    当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の返金 6,709 千円がありましたが、93,275

千円の支出（前年同期比 40.7%減）となりました。 

主な要因は、自社製ソフトウェアの製作に係る支出 85,216 千円であります。 

 

当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、1,627 千円の支出（前事業年度は 132,532 千円の収入）

となりました。 

主な要因は公開関連費用の支出 1,000 千円であります。 

     

    これらの結果、現金及び現金同等物の当事業年度末残高は前事業年度末から 100,501 千円増加し 181,832 千円

となりました。 



 

     

    なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 

自己資本比率（％） 67.1 59.6

時価ベースの自己資本比率（％） － －

債務償還年数（年） － 0.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 90.2

  （注）自己資本比率：自己資本/総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

     債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

     各指標はいずれも財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

     １．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数により算出しております。 

     ２．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。 

     ３．平成 17 年 12 月期及び平成 18 年 12 月期における時価ベースの自己資本比率については、当社は非上場

であったため、期末株価終値が把握できませんので記載しておりません。 

 

（３）次期の見通し 

   当社では、通信事業者向けソリューションに関しては既存顧客との更なる関係強化に加えて、あまり実績の無

かった通信事業者向けを強化し実績を作ることで主要顧客の幅を広げていく方針であります。また企業向けソリュ

ーションや Web ポータル向けソリューションに関しては、協業パートナーと密な連携をしながら事業を拡大してい

く予定です。保守・サポート事業に関しては、ある程度の安定的な売上げが見込めますがコストを最適化すること

により収益性を高める努力を行っていきます。 

   以上により、次期の業績見通しにつきましては、売上高 1,435 百万円、経常利益 181 百万円、当期利益 103 百万

円を見込んでおります。 

 

（４）事業のリスク 

   当社の経営成績、株価および財政状態等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。な

お、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。 

当社の事業展開上、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも

事業上のリスクに該当しない事項であっても、投資判断上あるいは当社の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、投資者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。当社は、これらのリスクの発

生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針でありますが、すべてのリスク予

測およびそれらに対する回避を保証するものではありません。また、以下の記載は、当社株式への投資に関連する

リスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。 

 

①当社の事業内容に関わるリスクについて 

【業界動向について】 

当社は、主として通信事業者および一般法人企業向けに IP 電話システムの提供を行っております。 

既存の電話交換機等の通信設備は既に生産中止となっているものも多く、既存設備の老朽化により IP 化の流れ

は今後益々進展していくものと考えられます。その中で当社の事業の中心である IP 電話の利用数も平成 15 年 12

月の433万件から平成18年３月には1,145万件と着実に増加しております（総務省IP電話の利用数の状況より）。 

政府の U-Japan 政策によれば平成 22 年までにユビキタスネットワークの整備で、ブロードバンドゼロ地域を解

消、その中でも光ファイバーを利用した超高速ブロードバンドの世帯カバー率を 90％以上とする方針を出してお

ります。 

また平成15年７月発表のNTTのグループ中期経営戦略によれば、光ファイバー敷設世帯を平成22年までに3,000

万世帯とし（平成 17 年度末では約 550 万世帯）、次世代通信網＝Next Generation Network(NGN)を利用可能な状態

に整備すると発表しております。 

次世代通信網としては、光ファイバーを含む有線通信網と無線通信網とがありますが、何れも、インターネット

プロトコル（IP）技術を利用したネットワークの整備（いわゆる IP 化）が進められています。 

通信インフラの IP 化の進展に伴い、音声やデータの伝達だけでなく映像コミュニケーションなどを含めた今後

様々なアプリケーションへのニーズが高まることが予想されます。当社はこのようなニーズに対応して、当社のも

つ IP 技術を生かしたより付加価値の高い商品の開発及び販売、コンサルティング等のサービス提供を進めていく

方針です。しかしながら、IP 技術そのものは新しい技術であるため、ソフトウェアのバグ、コンピューター機器

の不具合、人為的なオペレーションミス等の要因により通信障害が発生し、IP 技術そのものに対する信頼性の低



 

下及び光ファイバー網の整備の遅れ等により、IP 化の進展が当社の予想よりも大きく遅れた場合、また、IP に替

わる新技術の台頭により IP 技術そのものが陳腐化する等の場合には、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。 

 

【研究開発について】 

当社は、他社製品との競合上、新しい通信技術やその周辺技術のための研究開発に取り組んでおります。平成

17 年 12 月期の研究開発費は 31,256 千円であり、主としてクリックトゥダイヤルシステム、法人向け SIP サーバ

ーシステムの研究開発をそれぞれ行っております。平成 18 年 12 月期の研究開発費は 17,577 千円であり、主とし

てインスタントメッセージングシステム、ネットワークセキュリティシステムの研究開発を行っております。 

しかしながら、製品やサービスの研究開発に想定以上の資金を要すこととなり、当社売上規模に比して研究開発

コスト負担が重くなること、開発期間の長期化により新製品・サービスの導入時期が遅れ他社に市場シェアを奪わ

れること、新製品・サービスが他社に対する優位性や差別化を図れず普及しないこと等により、当社の業績に影響

を与える可能性があります。また、開発プロジェクト自体が開発半ばで頓挫してしまう可能性もあります。 

 

【競合について】 

当社の事業上の競合先は大手通信機器メーカーとなっております。一般的に大手通信機器メーカーは自社製品を

中心としたソリューションの提供をしておりますが、当社のソリューションは接続する通信機器メーカーを選ばな

いマルチベンダーソリューションであります。当社取引先である通信事業者等は多種多様な機能やサービスを実現

するために、特定の通信機器メーカーに囚われることなく、最適な通信機器を選択したいという意向も多く、マル

チベンダーソリューションを提供できる点が当社の強みとなっております。 

しかしながら、将来的に当社と同様の強みを持つ企業が出現し、当社より高品質、低価格の製品・サービスを販

売する等により、当社が明確な競争優位性を確立出来なくなった場合には、当社の経営および業績に影響を与える

可能性があります。 

 

【技術革新について】 

当社が事業を行う市場では技術革新のスピードは極めて速く、当社が取扱う機器やソフトウェアのライフサイク

ルは短くなっております。これに対応して当社では海外も含めて最新技術情報等の収集や最新技術を有するメーカ

ー等の発掘に努めておりますが、当業界での技術革新に追随することが出来なかった場合、顧客の要求に応え得な

い、あるいは市場に適合した価格や機能で商品・サービスを供給できない等により、当社の業績に影響を与える可

能性があります。 

 

【業界独自の法的規制・取引慣行について】 

現時点では当社の財政状態および経営成績に重要な影響を与える法的規制はないと認識しておりますが、今後新

たな法規制の制定等により当社の事業が制約を受ける場合には、当社の業績及び今後の事業展開のスピードに影響

を与える可能性があります。 

 



 

【知的財産権について】 

・当社が保有若しくは申請中の知的財産権 

当社が保有もしくは申請中の特許は下表の通りです。 

名称 
出願年月日 
出願番号 

登録年月日 
登録番号 

存続期間満了日 内容・特徴 

第３者制御にて２者
通話を実現する通信
システム、通信制御
方法 

平成16年４月23日
特願2004-127869 

平成17年７月15日
特許第3699720号 

平成36年４月23日

発信者がWeb画面にて着
信者を指定し、認証に成
功すると、IP網に設置し
ている通信システムか
ら、発信者の端末と着信
者の端末を呼び出し、相
互接続を確立する。この
通話料金は、発信者に対
して課金することができ
る。 

SIP端末制御システ
ム 

平成16年10月５日
特願2004-293126 

出願中  

端末制御のために各端末
のIPアドレスを管理する
データベースや各端末を
認証する認証機構を備え
る必要が無く、しかもIP
網側から各端末に対して
ダウンロード要求、アッ
プグレード要求、アップ
ロード要求を通知できる
ようにする。 

SIPサーバー 
平成16年10月５日
特願2004-293125 

出願中  

通信事業者のシステム仕
様に合わせた顧客情報デ
ータベース、IP呼制御装
置等を用意することな
く、独自通信網内の端末
をキャリア通信網に接続
可能なシステムを実現す
る。 

接続先決定サーバ及
び負荷分散方法 

平成18年11月24日
特願2006-316708 

出願中  

大規模ユーザを収容する
プレゼンスシステムにお
いて、サーバ間通信が抑
制されるようクライアン
トの接続先サーバを決定
する負荷分散方法 

通信事業者網間のIP
相互接続装置及び相
互接続方法 

平成19年１月17日
特願2007-7801 

出願中  

通信事業者網毎に接続可
否が分かれていたVoIP通
信を、接続可能とするシ
ステム 

当社において新しい技術・製品の研究開発は重要な事項であり、それらの知的財産権の保護を図ることは重要な

問題であると認識しております。したがって特許事務所と連携し、当社の技術・製品を保護するために特許等知的

財産権の出願・登録を積極的に行っております。しかしながら他社が当社よりも先に当社の事業遂行上重要な技

術・製品の特許等の権利を先に取得した場合には、当社に対して差止請求権等の行使や過去を含むライセンス料相

当額の損害賠償請求を行う可能性、ライセンス契約の締結を余儀なくされライセンス料の支払義務が発生する可能

性及びライセンスを取得することができない可能性があり、このような場合には、当社の業績に影響を与える可能

性があります。 

 

・当社による第三者の知的財産権の侵害 

当社は、現在に至るまで第三者の知的財産権を侵害したという認識はありません。また、知的財産権に関する訴

訟や侵害の主張を受けておりません。当社ではかかるリスクを最小限にするため、社内における知的財産分野の体

制・人員強化を図っておりますが、当社の技術は広範囲にわたる為、その技術が第三者の保有している知的財産権

を侵害しているという主張が当社に対してなされる可能性が皆無ではなく、損害賠償請求や訴訟を受ける可能性が

ないとは断言できません。 



 

 

②通信事業者への依存度について 

当社の売上は主に通信事業者に依存しており、通信事業者向けの売上比率は下表のとおり17年 12月期は94.4％、

18 年 12 月期は 76.9％となっております。よって、当社顧客である通信事業者が当社と取引の無い他の通信事業者

に買収されたり、購買方針等を変更されたりした場合には当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。 

通信事業者のうち、株式会社ケイ・オプティコムとフュージョン・コミュニケーションズ株式会社への依存度が

高くなっております。なお、株式会社ケイ・オプティコムについては、同社の要請に基づき、親会社である日商エ

レクトロニクス株式会社を通じて販売等を行う場合が多くなっております。また、株式会社ケイ・オプティコムに

ついては、同社のグループ会社である関電システムソリューションズ株式会社への販売を含んでおります。 

17 年 12 月期における株式会社ケイ・オプティコム（日商エレクトロニクス株式会社経由の販売及び関電システ

ムソリューションズ株式会社への販売を含む）、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社への売上依存度は、

それぞれ 41.8％、40.4％と高くなっておりましたが、当社は新規取引先の開拓等による取引先の増加に努めてお

り、18 年 12 月期における両社への売上依存度はそれぞれ 27.5％、23.8％と低下しております。 

17 年 12 月期 18 年 12 月期 

 売上高 

（千円）

比率 

（％） 

売上高 

（千円） 

比率 

（％） 

売上高合計 1,077,948 100.0 1,203,324 100.0

うち通信事業者向け売上高合計 1,017,825 94.4 925,890 76.9

 うち株式会社ケイ・オプティコム 451,064 41.8 331,052 27.5 

 うちフュージョン・コミュニケーションズ株式会社 435,020 40.4 286,633 23.8

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

当社は継続的な取引をすべく、両社のニーズに応える商品・サービス提供に努めておりますが、上記要因に加え、

両社のニーズに対応できない等の理由により、取引規模が縮小する場合、若しくは取引が解消された場合には、当

社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。なお、今後とも他の通信事業者、一般企業やシステムインテグ

レーター等との取引拡大を通じて、両社への売上依存度の引き下げを図る方針であります。 

 

③当社の経営成績について 

【ソフトウェア資産の減損損失の可能性について】 

当社は、IP 電話システムに関わるソフトウェアを開発しております。これらの 18 年 12 月期末のソフトウェア

資産及びソフトウェア仮勘定の合計残高は 132,973 千円であります。今後、事業環境の変化により、保有するソフ

トウェアの収益性が著しく低下し、投資額を回収できなくなった場合には、減損損失が発生し当社の事業及び経営

成績などに影響を与える可能性があります。 

 

【経営成績の変動について】 

平成 18 年 12 月期までの最近５期間の経営成績の変動要因は以下のとおりであります。 

  
第２期 

（14 年 12 月期）

第３期 
（15 年 12 月期）

第４期 
（16 年 12 月期）

第５期 
（17 年 12 月期）

第６期 
（18 年 12 月期）

売上高（千円） 370,251 619,850 1,118,643 1,077,948 1,203,324 

営業利益（千円） 79,833 130,251 122,254 107,121 159,175 

経常利益（千円） 85,120 161,568 121,864 103,037 155,043 

  （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりません。 

     ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

     ３．第４期以降の財務諸表につきましては、証券取引法第 193 条の２の規定に基づき、あずさ監査法人

の監査を受けておりますが、第３期以前の財務諸表については監査を受けておりません。 

第２期 

大手通信事業者向けの NGN ソリューション導入案件を受注したことにより売上高は 370,251 千円となりました。

また、利益率の良い NGN ソリューション事業が売上の中心となった結果、経常利益は 85,120 千円となっておりま

す。 



 

 

第３期 

第２期に引き続き、ソフトウェアを中心に大手通信事業者向けの NGN ソリューションの販売が好調に推移した結

果、売上高は 619,850 千円（前期比 67.4％増）となりました。また、消費税等納付差額 26,076 千円（注）を営業

外収益に計上したことから、経常利益は 161,568 千円（前期比 89.8％増）となっております。 

 

（注）第１期に経常損失を計上しているため第３期は消費税の免税事業者に該当したため、仮受消費税と仮払

消費税の差額 26,076 千円を消費税等納付差額として営業外収益に計上しております。 

 

第４期 

第３期に引き続き、大手通信事業者向けの NGN ソリューション及びサービスの販売が好調に推移しました結果、

売上高は 1,118,643 千円（前期比 80.5％増）となりました。しかしながら、NGN ソリューション事業において、従

来のソフトウェアに加え、当期は利益率の低いハードウェア売上を計上したこと、NGN サービス事業で提供してい

る保守サポートサービスに係る保守費用の増加等により、経常利益は 121,864 千円（前期比 24.6％減）となって

おります。 

 

第５期 

大手通信事業者向けの NGN ソリューション、サービスの販売は共に第４期とほぼ同水準となり、売上高は

1,077,948 千円（前期比 3.6％減）となりました。また、人員増強に伴う販売管理費（採用費 19,365 千円）を計上

したこと、NGN サービス事業において前期同様に保守サポートサービストに係る保守費要の増加等が影響し、経常

利益は 103,037 千円（前期比 15.4％減）となっております。 

 

第６期 

大手通信事業者向けのNGNソリューションの受注に加えWebポータル事業者向けのNGNソリューションの受注も

増え始めた結果、売上高は 1,203,324 千円（前期比 11.6％増）となりました。NGN ソリューション事業における原

価率が低く利益率の高い自社ライセンス製品の伸びを受け、経常利益は 155,043 千円（前期比 50.5％増）となっ

ております。 

 

なお、当社ではプロジェクト毎に売上規模や利益率が異なるため、その売上計上時期によって、当社の業績は大

きく変動します。特に、主要取引先である通信事業者は年度を基準として投資を実施すること等の要因により、３

月及び 12 月に売上及び利益が集中する傾向があります。従って、これらの要因により、当社の四半期毎の業績は

大きく変動する可能性があります。 

 

④当社の事業体制について 

【少人数組織であることについて】 

当社は平成 18 年 12 月 31 日現在正社員数が 45 名と組織規模が小さく、現段階において内部管理体制も規模に応

じたものとなっております。今後、事業拡大に伴い、内部管理体制の充実を図っていく方針ではありますが、経営

陣や幹部社員はもとより、従業員の執務に何らかの支障が生じた場合は、代替要員の不足、業務引継作業の遅延な

どの理由により、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

【人材の確保について】 

当社の事業領域の歴史は浅く、高度な専門知識および経験を有している優秀な人材の確保を経営の最重要課題と

考えております。今後当社が必要とする人材が必要な時期に確保できる保証はなく、人員計画に基づいた採用が行

えなかった場合、当社の経営に影響を与える可能性があります。 

 

【収益性の低いプロジェクトの発生可能性について】 

当社では作業開始から検収・納入までに発生した費用をプロジェクト別に管理し、収益性の確保に努めておりま

す。しかしながら、当社が受託した案件のうち、開発の難易度やバグ等の予定外のコスト発生のために収益性の低

いプロジェクトが発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

【品質管理について】 

当社では製品納入前に十分な検証作業を行い品質の維持管理に努めておりますが、将来に亘って全ての製品に欠

陥が無いことは保証できず、当社が提供したソフトウェア等の不具合を修正するための追加コストが発生する可能

性、及びソフトウェア等の不具合に起因する製造物賠償責任請求等の損害賠償請求に伴う費用が発生する可能性が

あるほか、当社製品に対する信頼性の低下等により受注が減少する可能性があります。これらの事象が発生した場

合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 



 

【個人情報の管理について】 

現在の当社の業務において、顧客や企業の個人情報を大量に扱う可能性は極めて少ないものの、業務によっては

将来的に大量の個人情報を扱う必要が生じる可能性も否定出来ません。現在、個人情報保護は極めて重要な問題と

なっており、企業が扱う個人情報について、情報管理が不十分であると会社経営に重大な影響を与える可能性があ

ることを当社では認識しており、個人情報保護規程を制定するとともに、内部統制担当取締役を中心として個人情

報の管理の徹底に努めております。しかしながら、今後、不測の事態により顧客の個人情報や従業員の個人情報が

外部へ漏洩するような事態となった場合には、当社の社会的な信用等を失墜することにより、当社の業績に影響を

与える可能性があります。 

 

⑤親会社との関係について 

「２．経営方針（７）親会社等に関する事項」及び「４．財務諸表（関連当事者との取引）」に記載しておりま

す。 



 

（５）生産実績、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

  前事業年度並びに当事業年度の生産実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。なお、NGN サービス

事業については人的サービスのため生産の実績はありません。 

事業区分の名称 
前事業年度 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日）

前年同期比
（％） 

当事業年度 
（自 平成18年１月１日 

   至 平成18年12月31日） 

前年同期比
（％） 

NGNソリューション事業（千円） 548,770 83.7 408,546 74.4 

合計（千円） 548,770 83.7 408,546 74.4 

（注）１．金額は当期総製造費用によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 受注状況 

  前事業年度並びに当事業年度の受注状況を事業区分別に示すと、次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） 
事業区分の名

称 
受注高 

（千円） 

前年同期

比（％） 

受注残高

（千円）

前年同期

比（％）

受注高 

（千円）

前年同期

比（％）

受注残高

（千円） 

前年同期

比（％）

NGN ソリューシ

ョン事業 
 688,852 92.7 21,500 54.6  742,199 107.7 47,538 221.1

NGN サービス事

業 
 383,710 177.2 12,500 －  514,462 134.1 39,800 318.4

合計 1,072,563 111.8 34,000 86.3 1,256,660 117.2 87,338 256.9

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

  前事業年度並びに当事業年度の販売実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

事業区分の名称 

前事業年度 

（自 平成 17 年１月１日

 至 平成17年12月31日）

前年同期

比（％）

当事業年度 

（自 平成 18 年１月１日 

至 平成 18 年 12 月 31 日）

前年同期

比（％）

NGN ソリューション事業（千円） 706,737 93 716,161 101.3

NGN サービス事業（千円） 371,210 103.6 487,162 131.2

合計（千円） 1,077,948 96.4 1,203,324 111.6

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．主要な販売先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。 

３．上記の金額には消費税は含まれておりません。 

  ４．関電システムソリューションズ株式会社の当事業年度、株式会社ケイ・オプティコムの前事業年度の販売

高並びに販売割合については 10％未満であるため記載を省略しております。 

  ５．前事業年度におけるフリービット株式会社との取引はありません。 

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）相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

日商エレクトロニクス株式会社 565,223 52.4 331,720 27.6

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 182,504 16.9 272,913 22.7

関電システムソリューションズ株式会社 127,200 11.8 － －

フリービット株式会社 － － 141,800 11.8

株式会社ケイ・オプティコム － － 124,269 10.3



 

４． 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） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  81,331 181,832  100,501 

２．売掛金 ※２ 304,407 506,999  202,592

３．原材料  1,230 －   △1,230 

４．仕掛品  80,630 4,429  △76,200 

５．前払費用  100,620 77,449  △23,171 

６．繰延税金資産  2,038 22,922  20,884 

７．その他  4,716 3,627  △1,088 

流動資産合計  574,975 75.5 797,261 80.5 222,286 

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

（１）建物  － 8,414    

減価償却累計額  － － 1,183 7,230  7,230 

（２）器具備品  54,875 61,228    

減価償却累計額  24,082 30,792 36,908 24,319  △6,473 

有形固定資産合計  30,792 4.0 31,550 3.2 757 

２．無形固定資産     

（１）ソフトウェア  101,523 112,167  10,644 

（２）ソフトウェア仮勘定  19,135 20,805  1,670 

無形固定資産合計  120,658 15.9 132,973 13.4 12,314 

３．投資その他の資産     

（１）差入保証金  34,866 28,157  △6,709 

投資その他の資産合計  34,866 4.6 28,157 2.9 △6,709 

固定資産合計  186,318 24.5 192,681 19.5 6,363 

資産合計  761,293 100.0 989,943 100.0 228,650 

     

 
 
 
 
 
 



 

  
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） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金 ※２ 2,219 73,153  70,934 

２．短期借入金  150,000 150,000  － 

３．未払金 ※２ 41,676 35,523  △6,153 

４．未払費用  9,548 51,667  42,119 

５．未払法人税等  23,230 62,519  39,288 

６．未払消費税等  9,946 14,504  4,557 

７．前受金  942 4,687  3,745 

８．預り金  12,842 8,128  △4,713 

流動負債合計  250,407 32.9 400,185 40.4 149,777 

負債合計  250,407 32.9 400,185 40.4 149,777 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※１  150,541  19.8    －  － － 

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金  100,541      －   

資本剰余金合計   100,541 13.2      －   － － 

Ⅲ 利益剰余金         

１．利益準備金  490       －   

２．当期未処分利益  259,313       －   

利益剰余金合計   259,803 34.1      －   － － 

資本合計   510,885 67.1      －   － － 

負債・資本合計   761,293 100.0      －   － － 

        

 



 

 

  
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） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円）

（純資産の部）        

 Ⅰ 株主資本        

  １．資本金          －   －  150,541 15.2 － 

   ２．資本剰余金           

 （１）資本準備金      －   100,541   

資本剰余金合計      －   －     100,541   10.2 － 

  ３．利益剰余金              

（１）利益準備金      －              490   

（２）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  －   338,185   

利益剰余金合計   － －     338,675   34.2 － 

株主資本合計   － －     589,757   59.6 － 

  純資産合計   － －     589,757   59.6 － 

  負債純資産合計   － －     989,943  100.0 － 

         

 
 



 

（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） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高 ※１    
１．NGNソリューション 

事業売上高 
 706,737 716,161    

２．NGNサービス 
事業売上高 

 371,210 1,077,948 100.0 487,162 1,203,324 100.0 125,375 

Ⅱ  売上原価 ※１    

１．NGNソリューション 
事業原価 

 367,091 339,461    

２．NGNサービス 
事業原価 

 303,934 671,026 62.3 348,187 687,649 57.1 16,622 

売上総利益  406,922 37.7 515,674 42.9 108,752 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※

1.2.3 
299,800 27.8 356,499 29.7 56,698 

営業利益  107,121 9.9 159,175 13.2 52,054 

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  2 23    

２．法人税等還付加算金  233 －    

３．消費税差額  － 453    

４．その他  15 252 0.1 － 476 0.1 224 

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  1,713 2,167    

２．為替差損  2,155 814    

３．新株発行費償却  467 －    

４．株式交付費  － 627    

５．公開関連費用  － 4,336 0.4 1,000 4,608 0.4 272

経常利益  103,037 9.6 155,043 12.9 52,006 

Ⅵ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※４ 9,405 9,405 0.9 11,818 11,818 1.0 2,413 

税引前当期純利益  93,631 8.7 143,225 11.9 49,593 

法人税、住民税及び事業
税 

 35,510 78,711    

過年度法人税等  － 5,823    

法人税等追徴税額  － 702    

法人税等調整額  △848 34,662 3.2 △20,884 64,353 5.3 29,690

当期純利益  58,968 5.5 78,872 6.6 19,903 

前期繰越利益  200,344    

当期未処分利益  259,313    

     



 

（イ）製造原価明細書（NGN ソリューション事業） 

  
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） 

増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円）

Ⅰ材料費  285,749 52.1 94,134 23.0 △191,615 

Ⅱ労務費  189,766 34.6 208,695 51.1 18,929 

Ⅲ経費 ※１ 73,254 13.3 105,715 25.9 32,461 

当期総製造費用  548,770 100.0 408,546 100.0 △140,224 

 期首仕掛品たな卸高  14,712 80,630  65,918 

   合計  563,482 489,176  △74,305 

期末仕掛品たな卸高  80,630 4,429  △76,200 

他勘定振替高 ※２ 115,760 145,285  29,525 

当期製品製造原価  367,091 339,461  △27,629 

      

 
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）

（原価計算の方法） 

原価計算の方法は個別原価計算によっております。 

※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

  減価償却費                54,670 千円

   

※２ 他勘定振替高の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

  販売費及び一般管理費への振替高   115,760 千円

（原価計算の方法） 

原価計算の方法は個別原価計算によっております。 

※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

  減価償却費                71,030 千円

   

※２ 他勘定振替高の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

  販売費及び一般管理費への振替高   145,285 千円

 
 
 



 

    （ロ）製造原価明細書（NGN サービス事業） 

  
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） 

増減 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円）

Ⅰ材料費  － 7,007 2.0     7,007

Ⅱ労務費  90,548 29.8 87,047 25.0 △3,501 

Ⅲ経費 ※ 213,386 70.2 254,133 73.0 40,746 

 合計  303,934 100.0 348,187 100.0 44,252 

      

 
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）

※ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

    外部委託費         200,231 千円 

     

※ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

    外部委託費         233,728 千円 

     

 
（３） 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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他

利 益

剰余金

 

資本金 資 本 

準備金 

資 本 

剰余金 

合 計 

利 益 

準備金 繰 越

利 益

剰余金

利 益 

剰余金 

合 計 

株 主 

資 本 

合 計 

純資産 

合 計 

平成 17 年 12 月 31 日残高（千円） 150,541 100,541 100,541 490 259,313 259,803 510,885 510,885

事業年度中の変動額   

当期純利益 － － － － 78,872 78,872 78,872 78,872

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － 78,872 78,872 78,872 78,872

平成 18 年 12 月 31 日残高（千円） 150,541 100,541 100,541 490 338,185 338,675 589,757 589,757
         
 
 



 

（４） キャッシュ・フロー計算書 

  
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) 
増減 

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     

１．税引前当期純利益  93,631 143,225 49,593

２．減価償却費  57,939 75,093 17,153

３．受取利息及び受取配当金  △2 △23 △20

４．支払利息  1,713 2,167 454

５．固定資産除却損  9,405 11,818 2,413

６．売上債権の増減額（△は増加）  149,880 △202,592 △352,472

７．たな卸資産の増減額（△は増加）  △64,284 77,431 141,716

８．前払費用の増減額（△は増加）  △40,546 23,171 63,717

９．仕入債務の増減額（△は減少）  △190,599 70,934 261,534

10．未払金の増減額（△は減少）   19,266 △6,153 △25,419

11．未払消費税等の増減額（△は減少）   △31,558 4,557 36,116

12．前受金の増減額（△は減少）  △42,620 3,745 46,365

13．その他  1,453 40,152 38,699

  14．役員賞与の支払額  △3,952 － 3,952

小計  △40,275 243,529 283,804

15．利息及び配当金の受取額  2 23 20

16．利息の支払額  △1,612 △2,117 △505

17．法人税等の支払額  △10,885 △40,125 △29,240

18. 過年度法人税等の支払額  － △5,823 △5,823

営業活動によるキャッシュ・フロー  △52,770 195,485 248,255

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１．有形固定資産の取得による支出  △12,556 △14,767 △2,211

２．無形固定資産の取得による支出  △116,534 △85,216 31,317

３．敷金保証金の差入による支出  △28,157 － 28,157

４．敷金保証金の返還による収入  － 6,709 6,709

投資活動によるキャッシュ・フロー  △157,248 △93,275 63,972

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１．短期借入金の純増減額  20,000 － △20,000

２．株式の発行による収入  112,532 － △112,532

３．公開関連費用の支出額  － △1,000 △1,000

４．株式交付に係る支出額  － △627 △627

財務活動によるキャッシュ・フロー  132,532 △1,627 △134,159

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △0 △80 △80

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △77,486 100,501 177,987

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  158,817 81,331 △77,486

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 81,331 181,832 100,501

    



 

（５） 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30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   259,313 

Ⅱ 利益処分額    

1．役員賞与金   － 

（うち監査役賞与金）   （ －）

Ⅲ 次期繰越利益   259,313 

    

 
    財務諸表作成の基本となる重要な事項 

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．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

    時価法 

 

デリバティブ 

同左 

 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

（１）原材料 

移動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。 

（１）原材料 

同左 

 

（２）仕掛品 

       同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

（１）有形固定資産 

   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     15年 

   器具備品 ３～５年 

 

（２）無形固定資産 

   市場販売目的のソフトウェアに

ついては見込販売数量に基づく償

却額と残存見込販売有効期間（３

年）に基づく均等償却額とのいずれ

か大きい金額を計上する方法、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。 

（１）有形固定資産 

   同左 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

 

   建物     15年 

   器具備品 ３～５年 

 

（２）無形固定資産 

       同左 

 



 

 

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） 

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おります。

 － 

 

株式交付費  

支出時に全額費用としております。

 

（会計方針の変更） 

 

  当事業年度より、「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会計基

準委員会 平成18年８月11日実務対応

報告第19号）を適用しております。 

 

これにより、前事業年度まで新株の発

行にかかる費用は「新株発行費償却」と

して表示しておりましたが、当事業年度

より「株式交付費」として表示しており

ます。 

 

  なお、損益に与える影響はありませ

ん。 

５．引当金の計上基準 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。

 なお、当期においては、貸倒実績及

び個別の回収不能見込額がないため、

貸倒引当金を計上しておりません。 

 

貸倒引当金 

同左 

６．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。 

－ 

 



 

 

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） 

７．重要なヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法 
   為替予約が付されている外貨建

金銭債務について振当処理の要件
を充たしている場合には振当処理
を行っております。 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 
  （ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 
   為替予約   外貨建金銭債務 
（３）ヘッジ方針 
   外貨建取引の為替相場の変動リ

スクを回避する目的で為替予約取
引管理規程に基づき為替予約取引
を行っております。 

（４）ヘッジの有効性評価の方法 
為替予約取引のうちヘッジ対象

とヘッジ手段の重要な条件が同一
であり、高い相関関係があると考え
られるものについては、有効性の判
定を省略しております。 

同左 

８．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か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。 

同左 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項  

 

 

 

 
 
 



 

 
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） 

 － （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） 

 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月

9 日 企業会計基準第 5号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成 17 年 12 月 9 日 企業会計基準適用

指針第 8号）を適用しております。 

 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は 589,757

千円であります。 

 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸

借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 

 
    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日以後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２百万円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、同額減少し

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 授権株式数及び発行済株式数 

   授権株式数    普通株式   20,000株 

   発行済株式総数  普通株式   12,363株 

 

※２ 関係会社項目 

    関係会社に対する資産及び負債は次のとおりで

あります。 

 

流動資産 

売掛金           97,112千円 

     

 流動負債 

    未払金           21,597千円 

 

 

３  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行１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。 

 

  当座貸越極度額          50,000千円 

  借入実行残高          50,000千円 

  差引額               －千円 

※１ － 

 

 

 

※２ 関係会社項目 

    関係会社に対する資産及び負債は次のとおりで

あります。 

 

流動資産 

売掛金          110,266千円 

     

 流動負債 

    買掛金           48,894千円 

未払金           19,428千円 

 

３  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行１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。 

 

  当座貸越極度額         100,000千円 

  借入実行残高          50,000千円 

  差引額             50,000千円 

  



 

     （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  関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております 

   関係会社への売上高      565,223千円 

   外注委託費           41,437千円 

   受入出向費用          28,554千円 

   関係会社からの仕入高      17,000千円 

    

※１  関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております 

   関係会社への売上高      331,720千円 

   外注委託費           61,355千円 

   関係会社からの仕入高      47,344千円 

   受入出向費用          27,913千円 

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は２％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は98％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。 

給与                    81,073千円 
販売支援労務費       42,919 
役員報酬                27,558 
法定福利費         12,603 
研究開発費              31,256 
賞与            14,031 
採用費                19,365 

 

※３ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費 

                 31,256千円 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物              543千円 

ソフトウェア         8,801千円 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は２％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は98％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。 

給与                    130,809千円 
販売支援労務費       43,859 
役員報酬                34,495 
法定福利費         19,034 
研究開発費              17,577 
賞与            13,500 
採用費            7,132 

 

※３ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費 

                 17,577千円 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

ソフトウェア        11,818千円 

 
（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） 

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株） 

当事業年度増加株式数

（株） 

当事業年度減少株式数

(株) 

当事業年度末株式数

（株） 

普通株式 12,363 － － 12,363

（変動の概要） 
該当事項はありません。 

 
     （キャッシュ・フロー計算書関係） 

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現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年12月31日現在）

※１現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成18年12月31日現在）

（千円） 

現金及び預金勘定          81,331  

 現金及び現金同等物         81,331 

（千円） 

現金及び預金勘定         181,832  

 現金及び現金同等物        181,832 

  



 

     （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） 

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 

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 
 

 
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）

器具備品 5,562 5,562 －

ソフトウェア 20,376 20,376 －

合計 25,938 25,938 －

（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。

  

 

 
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）

器具備品 － － －

ソフトウェア － － －

合計 － － －

 
（注）同左 

  
２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円
  

 
１年内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円
  

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 2,830千円

減価償却費相当額 2,830千円

 
 

 
支払リース料 －千円

減価償却費相当額 －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 

   － 

  

 
     （有価証券関係） 

前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

          該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

          該当事項はありません。 

 

 



 

     （デリバティブ取引関係） 
① 取引の状況に関する事項 

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）取引の内容 

当社で利用しているデリバティブ取引は、為替予約

取引であります。 

(1）取引の内容 

同左 

 

(2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

当社のデリバティブ取引は外貨建金銭債務の為替

変動リスクを回避する目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

 ①ヘッジ会計の方法 

  為替予約が付されている外貨建金銭債務について

振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を

行っております。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

  為替予約   外貨建金銭債務 

 ③ヘッジ方針 

  外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目

的で為替予約取引管理規程に基づき為替予約取引を

行っております。 

 ④ヘッジの有効性評価の方法 

為替予約取引のうちヘッジ対象とヘッジ手段の重

要な条件が同一であり、高い相関関係があると考えら

れるものについては、有効性の判定を省略しておりま

す。 

(3）取引の利用目的 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有し

ております。なお、取引相手先は高格付を有する金融

機関に限定しているため、信用リスクはほとんどない

と認識しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 為替予約取引の執行・管理については、為替予約取

引管理規程に基づいて厳格に行っております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、

または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ

バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま

せん。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

 



 

② 取引の時価等に関する事項 
前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

          デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

          デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。 

 

     （退職給付関係） 
         前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

          当社は退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

          当社は退職給付制度を採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） 
当事業年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 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 

 
平成 14 年９月 12 日 

臨時株主総会決議 

平成15年12月10日

臨時株主総会決議 

平成17年２月25日 

臨時株主総会決議 

平成 18 年４月 27 日

臨時株主総会決議 

付与対象者の

区分 

当社役員１名 

当社従業員 11 名 
当社従業員５名

当社役員１名 

当社従業員 18 名 

当社役員１名 

当社従業員 34 名 

当社役員１名 

当社従業員 12 名 

ストック・オプ

ション数（株） 
普通株式 830 株 普通株式 140 株 普通株式 530 株 普通株式 597 株 普通株式 192 株 

付与日 
平成 14 年 

９月 27 日 

平成 14 年 

12 月 25 日 

平成 15 年 

12 月 12 日 

平成 17 年 

２月 28 日 

平成 18 年 

４月 28 日 

権利確定条件 

権利行使時にお

いて当社の取締

役もしくは従業

員であること。 

同左 同左 同左 同左 

対象勤務期間 
該当事項はあり

ません。 
同左 同左 同左 同左 

権利行使期間 

自 平成 16 年 

９月 27 日 

至 平成 26 年 

９月 26 日 

自 平成 16 年 

12 月 26 日

至 平成 24 年 

12 月 25 日

自 平成 17 年 

12 月 11 日 

至 平成 25 年 

12 月 10 日 

自 平成 17 年 

２月 28 日 

至 平成 27 年 

２月 25 日 

自 平成 18 年 

４月 28 日 

至 平成 28 年 

４月 27 日 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．上記表に記載された株式数は、平成 16 年 12 月１日付株式分割(株式１株につき５株)による分割

後の株式数に換算して記載しております。 

 

② ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（平成 18 年 12 月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・

オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

ストック・オプションの数 

 平成 14 年９月 12 日 

臨時株主総会決議 

平成15年12月10日

臨時株主総会決議 

平成17年２月25日 

臨時株主総会決議 

平成 18 年４月 27 日

臨時株主総会決議 

権利確定前（株） 

 前事業年度末 

 付与 

 失効 

 権利確定 

 未確定残 

権利確定後（株） 

 前事業年度末 

 権利確定 

 権利行使 

 失効 

 未行使残 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

800 株 

－ 

－ 

－ 

800 株 

－

－

－

－

－

100 株

－

－

50 株

50 株

－

－

－

－

－

505 株

－

－

35 株

470 株

 

587 株 

－ 

9 株 

－ 

578 株 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－

192 株

3 株

－

189 株

－

－

－

－

－

(注) 上記表に記載された株式数は、平成 16 年 12 月１日付株式分割(株式１株につき５株)による分割後の株

式数に換算して記載しております。 



 

 

     （税効果関係） 

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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産   繰延税金資産  

未払事業税 2,038千円 未払事業税 4,963千円  

繰延税金資産計 2,038千円 未払賞与損金不算入 17,959千円  

繰延税金資産の純額 2,038千円 繰延税金資産計 22,922千円  

  繰延税金資産の純額 22,922千円  

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6% 法定実効税率 41.0%

（調整）  （調整）  

住民税均等割 0.2% 住民税均等割 0.4%

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6% 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0%

IT促進税制による税額控除 △3.6% IT促進税制による税額控除 △0.1%

研究開発促進税制による税額控除 △1.5% 研究開発促進税制による税額控除 △1.3%

その他 △0.3% 過年度法人税等 4.1%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.0% その他 △0.2%

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.9%

  

  

 

 

     （持分法損益等） 
        該当事項はありません。 

 



 

    （関連当事者との取引） 
前事業年度（自 平成 17 年１月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容又は
職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目
期末残高
(千円)

ソフトウェア
の販売及び保
守サポート等 

565,223 売掛金 97,112

外注保守費 41,437 未払金 14,485

ハードウェア
の購入 

17,000 買掛金 －

派遣出向 28,554 未払金 7,111

親会社 
日商エレクト
ロニクス株式
会社 

東京都 
中央区 

14,336 
ネットワークサ
ービス事業 

(被所有) 
直接 50.0 

２名 
当社の
窓口商
社 

設備の購入 6,256 － －

（注）１．上記(１)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等に関しましては一般取引条件と同等に決定しております。 

  
当事業年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容又は
職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目
期末残高
(千円)

ソフトウェア
の販売及び保
守サポート等 

331,720 売掛金 110,266

外注保守費 61,355 未払金 15,346

ハードウェア
の購入 

47,344 買掛金 48,894

親会社 
日商エレクト
ロニクス株式
会社 

東京都 
中央区 

14,336 
ネットワークサ
ービス事業 

(被所有) 
直接 50.0 

２名 
当社の
窓口商
社 

派遣出向 27,913 未払金 4,082

（注）１．上記(１)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等に関しましては一般取引条件と同等に決定しております。 

 



 

（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 41,323円75銭 

１株当たり当期純利益金額 5,845円46銭 

  

 

１株当たり純資産額 47,703円46銭 

１株当たり当期純利益金額 6,379円71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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は

非上場、非登録であるため期中平均株価が把握できませ

んので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金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場、非登録であるため期中平均株価が把握できません

ので記載しておりません。 

（注） 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) 

当期純利益（千円） 58,968 78,872 

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） （－） （－） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 58,968 78,872 

期中平均株式数（株） 10,088 12,363 

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めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の目的と

なる株式の数1,992株） 

新株予約権（新株予約権の目的と

なる株式の数2,087株） 

 

 



 

     （重要な後発事象） 

         

（新株の発行）  

 当社株式は、平成 19 年３月 14 日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」

へ上場いたしました。上場にあたり、平成 19 年２月 13 日及び平成 19 年２月 23 日開催の取締役会にお

いて、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成 19 年３月 13 日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は 385,141 千円、発行済株式総数は 15,363 株となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 役員の異動 
該当事項はありません。 

募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式による募集) 

発行する株式の種類及び数 ：普通株式   3,000 株 

発行価格 ：１株につき 170,000 円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

引受価額 ：１株につき 156,400 円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

払込金額の総額 ： 469,200 千円 

資本組入額 ：１株につき 78,200 円 

資本組入額の総額 ： 234,600 千円 

払込期日 ：平成 19 年３月 13 日 

配当起算日 ：平成 19 年１月１日 

資金の使途 運転資金及び研究開発費等  


