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平成19年5月期 第3四半期財務･業績の概況(連結) 

 

平成19年4月13日 

上場会社名  株式会社 フレームワークス     （コード番号3740  東証マザーズ） 

（URL http://www.frame-wx.com/ ） 

問 合 せ 先  代表取締役社長  田中 純夫     ＴＥＬ (054)286-5411 

  取締役      石神 成夫   

 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

 ①四半期連結財務諸表の作成基準   ： 中間連結財務諸表作成基準 

②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 無 

 ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無   ： 無 

 ④会計監査人の関与    ： 有 

  四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示情報に関する規

則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手

続きを受けております。 

 

２．平成19年5月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年6月1日～平成19年2月28日） 

（1）連結経営成績の進捗状況            （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 
四半期（当期） 

純 利 益 

 

19年5月期第3四半期 

18年5月期第3四半期 

百万円 

2,531 

1,310 

 ％ 

(93.1) 

― 

百万円 

△517 

△476 

 ％ 

― 

― 

百万円 

△567 

△502 

 ％ 

― 

― 

百万円 

△1,304 

△319 

 ％ 

― 

― 

（参考）18年5月期 2,115  △639  △669  △901  

 

 
1株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり四半期 

（当期）純利益 

 

19年5月期第3四半期 

18年5月期第3四半期 

円 

△19,557 

△4,909 

 銭 

20 

71 

円 

― 

― 

 銭 

― 

― 

(参考)18年5月期 △13,788 71 ― ― 

（注）売上高等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。 

 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、原油をはじめとする原材料の高騰、量的緩和解除による金利上

昇など依然として懸念材料は残るものの、企業収益の改善や設備投資の増加、個人消費の堅調な推移に支えられて景

気は緩やかな回復基調をたどりました。 

情報サービス業界においては、企業のIT投資意欲は回復の傾向にありますが、コストや技術力、提案力の差別化要

求だけではなく信頼性の高い事業者の選別が一層進んでおり、各企業の業者選定に対する姿勢はより慎重なものとな

っております。このような状況の中、当社の主たる事業分野である物流センター管理システムおよび周辺サービス市

場は、企業がロジスティクスやサプライチェーン・マネジメントを戦略的課題として重要視してきていること、IT先

端技術であるRFID技術が物流活動への本格的な応用段階を迎えていることなどを背景として各社の競合が強まってき

ている状況にあります。 

 

当社グループの業績に関しましては、前事業年度を通して推し進めてきた一連の資本・業務提携（子会社化）によ
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り、売上高は前期と比べて大幅に増加いたしました。また、当社においては、過年度より新規顧客開拓に積極的に取

り組んできた結果、受注見込み案件数が着実に増加してきており、新規顧客や既存顧客に対する自社開発システムの

販売およびシステム開発案件は堅調に推移し、コンサルティング案件も堅調に推移いたしました。また、自社開発シ

ステムに関するライセンスビジネスにおいて、顧客企業グループに対する包括契約やOEM契約などの案件も複数契約い

たしました。 

しかしながら利益面に関しましては、当社において事業の拡大に向けた積極的な人材採用を展開してきたことによ

り人件費や諸経費の固定費負担が増加しており、また、子会社各社におきましては売上高が低調であったため、製造

原価や販管費（のれん償却費104百万円を含む）を吸収することができませんでした。 

また、当第３四半期において、当社および当社グループの保有する子会社株式（のれん）やソフトウェア資産、商

品の資産性や回収可能性を保守的に見直して相応の減損処理を行うこととし、連結で752百万円、単体で906百万円の

減損損失等を特別損失として計上いたしました（特別損失計上の詳細に関しましては、本日公表の「特別損失の発生

並びに業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。）。 

 

これらの結果、当社グループの連結業績につきましては、売上高が2,531百万円（前年同期比93.1％増）と大幅に増

加いたしましたが、営業損失が517百万円（前年同期は476百万円の営業損失）、経常損失が567百万円（前年同期は502

百万円の経常損失）、第３四半期純損失が1,304百万円（前年同期は319百万円の第３四半期純損失）となりました。 

また、当社単体の個別業績につきましては、売上高が1,607百万円（前年同期比68.5％増）と大幅に増加いたしまし

たが、営業損失が203百万円（前年同期は443百万円の営業損失）、経常損失が255百万円（前年同期は473百万円の経常

損失）、第３四半期純損失が1,250百万円（前年同期は297百万円の第３四半期純損失）となりました。 

 

なお、多額の特別損失計上による損失拡大に伴い、誠に遺憾ではありますが、当第３四半期において当社および当

社グループは債務超過の状態となりました。 

早期に債務超過の状態を解消するための方策につきましては、資本政策などを鋭意検討しており、方策が固まり次

第、適時開示させていただきますのでご理解賜りますようお願いいたします。 

 

＜当社の業績推移について＞ 

当社の事業は受注型産業であり、自社開発の物流システム（ライセンス）を販売して顧客企業の物流システムを構

築（システム・インテグレーション）すること、物流コンサルティング・サービスを提供することなどにより、その

対価を収入として得ております。 

当社においては、全体の売上規模と比べて１案件のもたらす影響が大きいという状況にあり、過去には売上高の約7

割近くを少数特定の案件が占めるという時期もありました。また、近年においては、プロジェクトは総額発注ではな

くフェーズ毎に細分化されて発注されるため、各案件の開発動向や新規案件の受注成約時期など、当社の収入の大部

分は当期どのように受注推移していくかによるものとなっております。 

このように、当社においては１案件の動向や顧客企業の予算都合などにより売上高が偏重してしまうリスクを継続

的に抱えており、人件費等の固定費が比較的均等に発生するのに対して、案件の受注状況やその採算性により売上高

および利益が大きく偏重してしまう傾向にあります。特に近年においては、顧客企業の業者選定に対する姿勢が慎重

になってきていることから商談期間は長期化の傾向にあり、また、大型のライセンス供与を伴う案件も複数浮上して

きていることから、業績が偏重してしまうリスクはより高くなってきている状況にあります。 

このような中、当社としては早期の事業拡大を目指して多くの企業にソリューションを提供し事業展開していくこ

とが、何よりも事業基盤の確立・安定化に繋がると考え、優秀な人材の確保や国内外（日本、中国、韓国、中東）の

顧客開拓、医療物流への進出、一連の資本・業務提携（子会社化）などをこれまで行ってまいりました。これらの結

果、顧客の裾野は広がり着実に受注見込み案件が増加してきている傾向にあり、顧客企業グループに対する包括ライ

センス契約やミドルクラス製品のOEM契約なども新たに成約いたしました。 

しかしながら一方では、早期の事業拡大に向けた経営資源投資により固定費負担が増加しており、未だ製造原価や

販管費等を吸収するほどには至っていない状況にあります。また、売上規模の拡大が進んできているとはいえ、売上

規模に対する1案件の影響は未だ大きなものとなっております。 
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当社および当社グループにおいては、財政状態の改善および収益性の向上が喫緊の課題であり、債務超過を解消し

て財務体質を強化するとともに、既存事業の強化を図りグループ全体のコスト削減に努め、安定した財務基盤・事業

基盤を確立することが当面の重要課題であると考えております。 

当社および当社グループは、事業の必要性・採算性・成長性を厳しく精査して不採算資産の整理や事業費用の削減

に継続的に努めるとともに、限られた経営資源である人材、設備、資金、ノウハウを無駄なく活用して効率的な経営

に取り組み、早期の業績回復を目指してまいります。 

大手ITベンダーには無い特有の技術やノウハウをもつ専門集団であることに誇りを持ち、ステークホルダーの皆様

からの信頼たる企業として、今後の業績と継続的な事業成長をもって皆様にお応えすべく、引き続き全社を挙げて業

績の回復に取り組んでまいります。 

 

当社および当社グループの業績に関しましては、本日公表の「特別損失の発生並びに業績予想の修正に関するお知

らせ」を併せてご参照いただきますようお願いいたします。 

 

（2）連結財政状態の変動状況            （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総 資 産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 

19年5月期第3四半期 

18年5月期第3四半期 

百万円 

   2,246 

3,508 

百万円 

   △475 

1,215 

％   

   △22.5 

34.6 

円 

△7,594 

18,637 

 銭 

53 

38 

(参考)18年5月期 2,906 906 26.6 11,584 55 

 

（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 

 

19年5月期第3四半期 

18年5月期第3四半期 

百万円 

   △476 

△439 

百万円 

   △60 

△1,629 

百万円 

731 

1,491 

百万円 

428 

420 

(参考)18年5月期 △581 △1,673 1,493   234 

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較し

て194百万円増加し、428百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、使用した資金は476百万円（前年同期は439百万円の使用）となりました。これは主に、税金等調

整前第３四半期純損失が1,366百万円あったものの、その内訳に多額の非資金損失項目（減損損失が666百万円、のれ

ん償却額が104百万円）があったこと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） 

投資活動の結果使用した資金は60百万円（前年同期は1,629百万円の使用）となりました。これは主に、ソフトウェ

アおよび固定資産の取得等による支出53百万円、投資有価証券取得による支出18百万円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） 

財務活動の結果獲得した資金は731百万円（前年同期は1,491百万円の獲得）となりました。これは主に、社債の償

還による支出1,416百万円、長期借入金による収入700百万円、社債の発行による収入633百万円、短期借入による収入

1,465百万円および短期借入金の返済による支出650百万円によるものであります。 

 

なお、当第３四半期において当社グループは債務超過の状態にありますが、多額の特別損失計上を主な要因として

いるものであり、当社グループのキャッシュ・フローを著しく使用しているものではありません。 

また、債務超過の状態の解消につきましては、資本政策などを鋭意検討しており、方策が固まり次第、適時開示さ
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せていただきますのでご理解賜りますようお願いいたします。 

 

 

３．平成19年5月期の連結業績予想（平成18年6月1日～平成19年5月31日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

通   期 

百万円 

4,400 

百万円 

△35 

百万円 

△826 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 12,386円 04銭 

 

平成19年5月期の個別業績予想（平成18年6月1日～平成19年5月31日） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

通   期 

百万円 

2,722 

百万円 

255 

百万円 

△743 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 11,141円 43銭 

 

 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当第３四半期において、多額の特別損失を計上したことを主な要因として、通期の業績予想を見直しております。（本

日公表の「特別損失の発生並びに業績予想の修正に関するお知らせ」を併せてご参照いただきますようお願いいたしま

す。） 

当社においては、過年度より新規顧客開拓に努めてきた結果、顧客の裾野が広がり、受注見込み案件が着実に増加し

てきており、売上高は大幅な拡大を達成できる見込みとなりました。しかしながら一方では、事業拡大に向けた積極的

な経営資源投資により人件費や諸経費等の固定費負担は増加しており、また、グループ各社の売上高が低調で損益分岐

点売上を確保できない見込みであることも影響し、軟調な収益推移となると見込んでおります。 

なお、多額の特別損失計上による損失拡大に伴い、当第３四半期において当社および当社グループは債務超過の状態

となっておりますが、債務超過の状態を解消につきましては、資本政策などを鋭意検討しており、方策が固まり次第、

適時開示させていただきますのでご理解賜りますようお願いいたします。 

 

＜見通しに関する留意事項＞  

業績予想の作成にあたりましては、現在商談が進んでいる案件を基準に成約確度・成約時期のリスク等を考慮した上

で業績予想数値として織り込む方針を採っておりますが、その成約状況や生産性により業績が変動する可能性がありま

す（2ページの＜当社の業績推移について＞をご参考ください。）。当社では、業績予想の計画性、実効性および予想数

値との乖離可能性について継続的に確認・検討・見直しを行っており、業績予想の変更が必要となった場合、もしくは

業績予想に変動を与えるような事由や可能性が新たに発生した場合には、速やかに投資家の皆様に適時開示してまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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、不確実性を含んで

おります。実際の業績は、今後様々な要因により、予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。 
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４．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

  
前第３四半期連結会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間末

(平成19年２月28日) 

前事業年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成
比 
(％) 

金額(千円) 
構成
比 
(％) 

金額(千円) 
構成
比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  420,659   428,902   234,337   

２ 受取手形  ―   12,600   ―   

３ 売掛金  537,597   650,709   580,427   

４ たな卸資産  96,992   27,364   101,340   

５ 繰延税金資産  228,463   ―   34,663   

６ その他 ※２ 62,642   83,713   50,941   

貸倒引当金  △1,854   △1,562   △1,176   

流動資産合計   1,344,502 38.3  1,201,727 53.5 1,000,534 34.4 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１ 109,520  3.1 92,035  4.1 106,515  3.7 

２ 無形固定資産      

(1) のれん  ―   532,325   1,314,623   

(2) 連結調整勘定  1,359,143   ―   ―   

(3) ソフトウェア  118,758   94,869   141,016   

(4) その他  3,211   2,753   3,096  

無形固定資産計  1,481,112  42.2 629,948  28.0 1,458,736  50.2

３ 投資その他の 
資産 

         

(1) 投資有価証券  274,047   205,601   181,545  

(2) 繰延税金資産  138,290   ―   ―  

(3) その他  161,058   159,286   159,179  

貸倒引当金  ―   △42,000   ―  

  投資その他の資
産合計 

 573,397  16.4 322,888  14.4 340,725  11.7 

固定資産合計   2,164,030 61.7  1,044,872 46.5  1,905,977 65.6 

資産合計   3,508,532 100.0  2,246,600 100.0  2,906,511 100.0 
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前第３四半期連結会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前事業年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１  買掛金  1,694   44,279   21,713   

２ 短期借入金  ―   815,000   ―   

３  一 年 以 内 返 済 予 定 借 入 金  ―   77,776   ―   

４  一年以内償還予定社債 ※３ ―   130,000   ―   

５ 未払金  186,480   133,574   159,016   

６ 賞与引当金  64,078   72,086   46,592   

７ 受注損失引当金  ―   ―   18,471   

８ その他 ※２ 168,887   149,972   172,309   

流動負債合計   421,139 12.0  1,422,689 63.3  418,102 14.4

Ⅱ 固定負債           

１ 社債 ※３ 1,500,000   455,000   1,350,000   

２ 長期借入金  ―   622,224   ―   

３ 退職給付引当金  40,842   52,294   45,482   

４ 役員退職慰労引当金  98,661   103,369   101,023   

５ 長期未払費用  83,692   62,353   73,864   

６ その他  ―   4,443   11,840   

固定負債合計   1,723,196 49.1  1,299,684 57.9  1,582,211 54.4 

負債合計   2,144,335 61.1  2,722,374 121.2  2,000,314 68.8 

(少数株主持分)           

少数株主持分   149,188 4.3  ― ―  ― ― 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   536,480 15.3  ― ―  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金   600,264 17.1  ― ―  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金   47,727 1.4  ― ―  ― ― 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  29,470 0.8       

Ⅴ 為替換算調整勘定   1,066 0.0  ― ―  ― ― 

資本合計   1,215,008 34.6  ― ―  ― ― 

負債･少数株主持
分及び資本合計 

  3,508,532 100.0  ― ―  ― ― 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  612,480 27.3  612,480 21.1

２ 資本剰余金   ― ―  676,264 30.1  676,264 23.3

３ 利益剰余金   ― ―  △1,837,890 △81.8  △533,580 △18.4

４ 自己株式   ― ―  ― ―  △79 0.0

株主資本合計   ― ―  △549,146 △24.4  755,083 26.0
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前第３四半期連結会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前事業年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅱ 評価･換算差額等         

１その他有価証券評価差額金   ― ―  41,348 1.8  16,975 0.6

２為替換算調整勘定   ― ―  1,333 0.1  491 0.0

 評価･換算差額等合計   ― ―  42,682 1.9  17,466 0.6

Ⅲ 少数株主持分   ― ―  30,689 1.4  133,646 4.6

 純資産合計   ― ―  △475,774 △21.2  906,197 31.2

 負債純資産合計   ― ―  2,246,600 100.0  2,906,511 100.0
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 (2) 四半期連結損益計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   1,310,922 100.0  2,531,305 100.0  2,115,483 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,116,343 85.2  2,047,328 80.9  1,775,073 83.9 

売上総利益   194,578 14.8  483,977 19.1  340,409 16.1 

Ⅲ 販売費及び一般 
管理費 

※１  671,230 51.2  1,001,688 39.6  980,103 46.3 

営業損失（△）   △476,651 △36.4  △517,711 △20.5  △639,693 △30.2 

Ⅳ 営業外収益   332 0.1  3,216 0.1  1,141 0.0

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  1,104  17,448  1,442  

２ 社債発行費  14,276  16,598  14,767  

３ 投資事業組合 
損失 

 10,520 

    

 11,270 

 

 13,887  

４ その他  205 26,107 2.0 7,240 52,558 2.1 1,278 31,376 1.5 

経常損失（△）   △502,426 △38.3  △567,053 △22.4  △669,928 △31.7

Ⅵ 特別利益   ―   ―   ―  

Ⅶ 特別損失          

１ 本支店移転費用  13,478   ―   18,243   

２ 投資有価証券 
評価損 

 ―   ―   68,018   

３ 貸倒引当金繰 
入額 

 ―   42,000   ―   

４ 前期損益修正損  ―   5,193   ―   

５ 減損損失 ※2    666,711      

６ 商品評価損     46,666      

７ ソフトウェア 
償却費 

 ― 13,478 1.1 38,934 799,506 31.6 ― 86,261 4.1 

税金等調整前第３四
半期(当期)純損失
（△） 

  △515,905 △39.4  △1,366,559 △54.0  △756,190 △35.8 

法人税、住民税 
及び事業税 

 △81,268   7,323   6,976   

法人税等調整額  △108,611 △189,879 △14.5 34,035 41,358 1.6 159,109 166,086 7.8 

少数株主損失（△）   △6,172 △0.5  △103,686 △4.1  △21,115 △1.0 

第3四半期(当期)純
損失（△） 

  △319,852 △24.4  △1,304,230 △51.5  △901,160 △42.6 
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(3)四半期連結株主資本等変動計算書及び四半期連結剰余金計算書 

四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日） 

株   主   資   本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年５月31日残高(千円) 612,480 676,264 △533,580 △79 755,083 

第３四半期連結会計期間中の変

動額 
     

新株の発行      

第３四半期純損失   △1,304,230  △1,304,230 

自己株式の消却   △79  79  

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額(純

額) 

     

第３四半期連結会計期間中の変

動額合計(千円) 
  △1,304,310 79 △1,304,230 

平成19年２月28日残高(千円) 612,480 676,264 △1,837,890 ― △549,146 

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 
 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 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年５月31日残高(千円) 16,975 491 17,466 133,646 906,197 

第３四半期連結会計期間中の変

動額 
     

新株の発行      

第３四半期純損失     △1,304,230 

自己株式の消却      

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額(純

額) 

24,373 842 25,215 △102,957 △77,741 

第３四半期連結会計期間中の変

動額合計(千円) 
24,373 842 25,215 △102,957 △1,381,971 

平成19年２月28日残高(千円) 41,348 1,333 42,682 30,689 △475,774 

 

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

株   主   資   本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年５月31日残高(千円) 533,430 597,214 367,580 ― 1,498,224 

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 79,050 79,050   158,100 

当期純損失   △901,160  △901,160 

自己株式の取得    △79 △79 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額) 
     

連結会計年度中の変動額合計

(千円) 
79,050 79,050 △901,160 △79 △743,140 

平成18年５月31日残高(千円) 612,480 676,264 △533,580 △79 755,083 



- 10 - 

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 
 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 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年５月31日残高(千円) ― ― ― ― 1,498,224 

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     158,100 

当期純損失     △901,160 

自己株式の取得     △79 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額) 
16,975 491 17,466 133,646 151,113 

連結会計年度中の変動額合計

(千円) 
16,975 491 17,466 133,646 △592,026 

平成18年５月31日残高(千円) 16,975 491 17,466 133,646 906,197 

 

 

四半期連結剰余金計算書 

  

前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

       至 平成18年２月28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   597,214 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

1. 新株予約権の行使による増加高  3,050 3,050 

Ⅲ 資本剰余金第3四半期末残高   600,264 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   367,580 

Ⅱ 利益剰余金減少高    

1. 第3四半期純損失  319,852 319,852 

Ⅲ 利益剰余金第3四半期末残高   47,727 
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 (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第３四半期 

連結会計期間 
 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日) 

当第３四半期 

連結会計期間 
 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

区  分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税 金 等 調 整 前 第 ３ 四 半 期 (当 期 )純 損 失 (△ ) (  △515,905 △1,366,559 △756,190 

減価償却費  49,899 64,563 73,126 

ソフトウェア償却費  ― 38,934 ― 

商品評価損  ― 46,666 ― 

減損損失  ― 666,711 ― 

のれん償却額  ― 104,075 63,215 

連結調整勘定償却額  28,524 ― ― 

本支店移転費用  13,478 ― 18,243 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △3,658 42,386 △4,336 

賞与引当金の増減額（減少：△）  12,107 25,493 △5,378 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  7,724 6,811 12,365 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  3,289 2,346 5,651 

受 注 損 失 引 当 金 の 増 減 額 （ 減 少 ： △ ）  ― △18,471 18,471 

長期未払費用の増減額（減少：△）  △16,307 ― △16,307 

受取利息  △52 △576 △195 

支払利息  1,104 17,448 1,442 

新株発行費  ― ― 595 

社債発行費  14,276 16,598 14,767 

投資有価証券評価損  ― ― 68,018 

投資事業組合損失  10,520 11,270 13,887 

売上債権の増減額（増加：△）  △23,658 △57,434 △126,194 

たな卸資産の増減額（増加：△）  48,489 27,309 44,141 

権利金の償却額  17,521 5,718 20,029 

破産更生債権の増減額（増加：△）  ― △42,000 ― 

その他の資産の増減額（増加：△）  15,860 △3,404 27,649 

仕入債務の増減額（減少：△）  △4,688 22,566 15,330 

その他の負債の増減額（減少：△）  △49,390 △82,239 △28,557 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △11,673 17,712 △1,872 

小   計 △402,538 △454,070 △542,097 

利息の受取額  52 576 195 

利息の支払額  △1,104 △16,768 △1,442 

本支店移転による支払額  △11,596 ― △13,982 

法人税等の支払額  △24,761 △6,501 △24,634 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △439,948 △476,763 △581,961 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形・無形固定資産の取得による支出  △82,467 △53,285 △126,232 

新規連結子会社取得による支出  △1,372,783 ― △1,372,783 
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前第３四半期 

連結会計期間 
 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日) 

当第３四半期 

連結会計期間 
 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

区  分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

投資有価証券取得による支出  △229,933 △18,350 △229,933 

投資有価証券売却による収入  15,000 ― 15,000 

敷金保証金の差入による支出  △33,626 △1,697 △34,787 

敷金保証金の返還による収入  74,655 12,623 75,015 

資金の貸付による支出  ― △26,000 ― 

貸付金の回収による収入  ― 26,000 ― 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,629,155 △60,709 △1,673,721 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入による収入  ― 1,465,000 ― 

短期借入金の返済による支出  ― △650,000 ― 

長期借入による収入  ― 700,000 ― 

社債発行による収入  1,485,723 633,401 1,485,232 

株式発行による収入  6,100 ― 8,100 

社債償還による支出  ― △1,416,500 ― 

自己株式の取得による支出  ― ― △79 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  1,491,823 731,901 1,493,252 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  989 137 △184 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △576,291 194,565 △762,614 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高                  980,447 234,337 980,447 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高  16,503 ― 16,503 

Ⅷ 現金及び現金同等物の第3四半期末 

（期末）残高 
※1 420,659 428,902 234,337 
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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 

前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 
―――― 当社グループは、前連結会計年度

において、営業損失639百万円、経常
損失669百万円、当期純損失901百万
円を計上しており、当第３四半期連
結会計期間においては、営業損失517
百万円、経常損失567百万円、第３四
半期純損失1,304百万円を計上し、当
第３四半期連結会計期間末において
475百万円の債務超過の状態となって
おります。また、今後の経営成績に
よっては、当連結会計年度末におい
て、平成18年7月25日に発行いたしま
した第１回無担保社債の財務制限条
項に抵触する可能性が生じておりま
す。当該状況により、当社グループ
は、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。 
このような中、当社グループは早期

に債務超過の状態を解消するための方
策につきまして、資本増強策などを鋭
意検討しておりより安定した経営基盤
の確立に向けて、事業の採算性・成長
性・必要性を厳しく精査して不採算資
産の整理や事業費用の削減に徹底的に
努めるとともに、限られた経営資源で
ある人材、設備、資金、ノウハウを効
率的に無駄なく活用して経営効率を高
めてまいります。資金面につきまして
は、手元資金および事業計画の進捗を
踏まえ、当連結会計年度末までの運転
資金は確保できる見通しです。 

なお、当連結会計年度末日以降につ
きましても短期借入金の借換等がある
ものの、資金不足等の深刻な事態が発
生することのないよう資本増強策およ
び経営改善をもって取引金融機関の皆
様に一定の理解を要請してまいりま
す。 

第３四半期連結財務諸表は、継続
企業を前提として作成しており、こ
のような重要な疑義の影響を反映し
ておりません。 
 

―――― 
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 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

１ 連結の範囲に関

する事項 

(1)連結子会社の数  ５社 
連結子会社名 
株式会社日本ビジネスクリ
エイト 

 北京飛龍日恒科技有限公司 
 株式会社シーエスシステムズ 
  C.S.Factory Co.,Ltd． 
  AGインベストメント１号 
投資事業組合 

 株式会社日本ビジネスクリ
エイトは、平成17年11月に株
式を取得しているため、損益
については平成17年12月から
平成18年2月の3ヶ月間を連結
しております。 

   北京飛龍日恒科技有限公司
は、平成17年6月より営業を開
始しているため、損益につい
ては、平成17年12月までの7ヶ
月間を連結しております。 

   株式会社シーエスシステム
ズは、平成17年12月に株式を
取得しているため、損益につ
いては平成18年1月から2月の2
ヶ月間を連結しております。
また、株式会社シーエスシス
テ ム ズ の 子 会 社 で あ る
C.S.Factory Co.,Ltd.につい
ても同様に、損益については
平成18年1月から2月の2ヶ月間
を連結しております。 
  AGインベストメント1号投資
事業組合は、平成18年1月に出
資を行っているため、損益に
ついては、平成18年2月の1ヶ
月間を連結しております。  
 
 
 
 
 
 
(2)主要な非連結子会社の名称

等 

マトリックス・ＦＷＸ投

資事業組合 

 

(3)連結子会社から除いた理由 

当第３四半期連結会計期間

において、新たに出資いたし

ましたが、総資産、売上高、

第３四半期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額)等はいずれも

重要な影響を及ぼすことがな

いため、連結の範囲から除い

ております。 
 

(1)連結子会社の数  ５社 
連結子会社名  
株式会社日本ビジネスクリ
エイト 

 北京飛龍日恒科技有限公司 
 株式会社シーエスシステムズ 
 C.S.Factory Co.,Ltd． 
  AGインベストメント１号 
投資事業組合 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(2)主要な非連結子会社の名称 
   等 

マトリックス・ＦＷＸ投
資事業組合 

 
 
(3)連結子会社から除いた理由 

総資産、売上高、第３四半
期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合
う額)等はいずれも重要な影響
を及ぼすことがないため、連
結の範囲から除いておりま
す。 
 

(1)連結子会社の数  ５社 
連結子会社名 
株式会社日本ビジネスクリ
エイト 

 北京飛龍日恒科技有限公司 
 株式会社シーエスシステムズ 
  C.S.Factory Co.,Ltd． 
  AGインベストメント１号 
投資事業組合 

 株式会社日本ビジネスクリ
エイトは、平成17年11月に株
式を取得しているため、損益
については平成17年12月から
平成18年5月の6ヶ月間を連結
しております。なお、当連結
会計年度から、株式会社日本
ビジネスクリエイトの事業年
度の末日は、1月31日から5月
31日に変更しております。 

   北京飛龍日恒科技有限公司
は、平成17年6月より営業を開
始しているため、損益につい
ては、平成18年3月までの10ヶ
月間を連結しております。 

   株式会社シーエスシステム
ズは、平成17年12月に株式を
取得しているため、損益につ
いては平成18年1月から5月の5
ヶ月間を連結しております。
また、株式会社シーエスシス
テ ム ズ の 子 会 社 で あ る
C.S.Factory Co.,Ltd.につい
ても同様に、損益については
平成18年1月から5月の5ヶ月間
を連結しております。 
  AGインベストメント1号投資
事業組合は、平成18年1月に出
資を行っているため、損益に
ついては、平成18年1月からの
5ヶ月間を連結しております。  
 
 
(2)主要な非連結子会社の名称 
  等 

マトリックス・ＦＷＸ投
資事業組合 

 
 
(3)連結子会社から除いた理由 
 当連結会計年度において、
新たに出資いたしましたが、
総資産、売上高、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰
余金（持分に見合う額）等は
いずれも重要な影響を及ぼす
ことがないため、連結の範囲
から除いております。 
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前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

２ 持分法の適用に

関する事項 

持分法を適用していない非連
結子会社 
マトリックス・ＦＷＸ投資

事業組合は第３四半期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰
余金（持分に見合う額）等か
らみて、持分法の対象から除
いても四半期連結財務諸表に
及ぼす影響は軽微であり、か
つ全体としても重要性がない
ため、持分法の適用範囲から
除外しております。 

 

持分法を適用していない非連
結子会社 
イ.主要な会社等の名称  

マトリックス・ＦＷＸ投
資事業組合 

ロ.持分法を適用しない理由  
マトリックス・ＦＷＸ投

資事業組合は第３四半期純
損益（持分に見合う額）及
び利益剰余金（持分に見合
う額）等からみて、持分法
の対象から除いても四半期
連結財務諸表に及ぼす影響
は軽微であり、かつ全体と
しても重要性がないため、
持分法の適用範囲から除外
しております。 

 

持分法を適用していない非連
結子会社 
イ.主要な会社等の名称  

マトリックス・ＦＷＸ投
資事業組合 

ロ.持分法を適用しない理由  
マトリックス・ＦＷＸ投

資事業組合は当期純損益(持
分に見合う額)及び利益剰余
金(持分に見合う額)等から
みて、持分法の対象から除
いても連結財務諸表に及ぼ
す影響は軽微であり、かつ
全体としても重要性がない
ため、持分法の適用範囲か
ら除外しております。 

３ 連結子会社の四

半期決算日等に

関する事項 

株式会社日本ビジネスクリ
エイトの第３四半期決算日は
１月31日でありますが、当第
３四半期連結財務諸表の作成
にあたっては、第３四半期連
結決算日現在の財務諸表を使
用しております。 

北京飛龍日恒科技有限公司
の決算日は12月31日であり、
当第３四半期連結財務諸表の
作成にあたっては、同決算日
現在の財務諸表を使用してお
ります。第３四半期連結決算
日との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な調
整を行う方針であります。 

株式会社シーエスシステム
ズの第３四半期決算日は四半
期連結決算日と一致しており
ます。 
C.S.Factory Co.,Ltd. の決

算日は12月31日であります
が、当第３四半期連結財務諸
表の作成にあたっては、第３
四半期連結決算日現在の財務
諸表を使用しております。 
AGインベストメント１号投

資事業組合の決算日は12月31
日でありますが、当第３四半
期連結財務諸表の作成にあた
っては、第３四半期連結決算
日現在の財務諸表を使用して
おります。 

株式会社日本ビジネスクリ
エイトの第３四半期決算日
は、第３四半期連結決算日と
一致しております。 
北京飛龍日恒科技有限公司

の決算日は12月31日であり、
第３四半期連結財務諸表の作
成にあたっては、同決算日現
在の財務諸表を使用しており
ます。当第３四半期連結決算
日との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な調
整を行っております。 
株式会社シーエスシステム

ズの第３四半期決算日は第３
四半期連結決算日と一致して
おります。 
C.S.Factory Co.,Ltd. の決

算日は６月30日であり、第３
四半期連結財務諸表の作成に
あたっては、平成19年２月28
日に仮決算を行い、同仮決算
日現在の財務諸表を使用して
おります。 
AGインベストメント１号投

資事業組合の決算日は12月31
日であり、第３四半期連結財
務諸表の作成にあたっては、
平成19年２月28日に仮決算を
行い、同仮決算日現在の財務
諸表を使用しております。 
 

株式会社日本ビジネスクリ
エイトの事業年度の末日は、1
月31日から5月31日に変更して
おりますので、決算日は連結
決算日と一致しております。 
北京飛龍日恒科技有限公司

の決算日は12月31日であり、
連結財務諸表の作成にあたっ
ては、平成18年３月31日に仮
決算を行い、同仮決算日現在
の財務諸表を使用しておりま
す。当連結決算日との間に生
じ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。 
株式会社シーエスシステム

ズの決算日は連結決算日と一
致しております。 
C.S.Factory Co.,Ltd. の決

算日は６月30日であり、連結
財務諸表の作成にあたって
は、平成18年５月31日に仮決
算を行い、同仮決算日現在の
財務諸表を使用しておりま
す。 
AGインベストメント１号投

資事業組合の決算日は12月31
日であり、連結財務諸表の作
成にあたっては、平成18年５
月31日に仮決算を行い、同仮
決算日現在の財務諸表を使用
しております。 
 

４ 会計処理基準に

関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び
評価方法 

①有価証券 
イ.その他有価証券 
時価のあるもの 

   第３四半期連結決算日
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) 

 
時価のないもの 
移動平均法による原価法 

(1)重要な資産の評価基準及び
評価方法 

①有価証券 
イ.その他有価証券 
 時価のあるもの 
   第３四半期決算日の市

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 

    同左 

(1)重要な資産の評価基準及び
評価方法 

①有価証券 
イ.その他有価証券 
 時価のあるもの 
  連結決算日の市場価格
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 

同左 
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 前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 
 ロ.投資事業組合への出資金 

組合契約に規定される
決算報告日に応じて入手
可能な最近の決算書を基
礎として、持分相当額を
純額で取り込む方法 

ロ.投資事業組合への出資金 
同左 

ロ.投資事業組合への出資金 
同左 

 ②たな卸資産 
イ．商品 
  個別法による原価法 
ロ．仕掛品 

個別法による原価法 

②たな卸資産 
イ．商品 
    同左 
ロ．仕掛品 
   同左 

②たな卸資産 
イ．商品 

  同左    
ロ．仕掛品 

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 

定率法（平成10年４月
１日以降に取得した建物
（建物附属設備を除く）に
ついては、定額法を採用し
ております。） 

主な耐用年数  
建物       15～39年 
器具備品    4～15年 

②無形固定資産 
イ.市場販売目的のソフトウ

ェア 
見込販売収益に基づく償

却額と残存有効期間(３年
以内)に基づく償却額を比
較し、いずれか大きい額を
償却費として計上する方法 
ロ.自社利用目的のソフトウ

ェア 
定額法  
耐用年数  社内における 

利用可能期間 
(5年) 
 

(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 
    同左 
 
 
 
 
 
 
 
②無形固定資産 
イ.市場販売目的のソフトウ

ェア 
同左 

 
 
 
 

ロ.自社利用目的のソフトウ
ェア 

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 
    同左 
 
 
 
 
 
 
 
②無形固定資産 
イ.市場販売目的のソフトウ

ェア 
同左 

 
 
 
 

ロ.自社利用目的のソフトウ
ェア 

同左 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 
①社債発行費  

支出時に全額費用処理して
おります。 

②    ―――― 
 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 
①社債発行費  

同左 
 

②    ―――― 
 

(3)重要な繰延資産の処理方法 
①社債発行費 

同左 
 

②新株発行費 
支出時に全額費用処理しており
ます。 
 

 

(4)重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるた
め、一般債権については貸
倒実績率により貸倒懸念債
権等特定の債権が発生した
場合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、当第３四半期連
結会計期間に負担すべき支
給見込額を計上しておりま
す。 

(4)重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 

 
②賞与引当金 

同左 
 
 
 

 

(4)重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 

 
②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、当連結会計年度に負

担すべき支給見込額を計上し

ております。 
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前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

 

③退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える

ため、当第３四半期連結会計
期間末における退職給付債務
の見込額に基づき、当第３四
半期連結会計期間末において
発生していると認められる額
を計上しております。 
④役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払に
備えるため、内規に基づく
当第３四半期連結会計期間
末要支給額を計上しており
ます。 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

⑤    ―――― 
 
 
 
 
 
 
 
 

③退職給付引当金 
同左 

 
 
 
 

 
 

④役員退職慰労引当金 
役員退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく
当第３四半期連結会計期間
末要支給額を計上しており
ます。 
なお、当社は、平成18年

８月25日開催の定時株主総
会終結の時をもって、役員
退職慰労金制度を廃止する
ことといたしました。 
当第３四半期連結会計期

間末の役員退職慰労引当金
残高は、制度廃止時に在任
している役員に対する支給
予定額であり、同日以降の
役員退職慰労引当金の繰入
は行っておりません。 
⑤    ―――― 
 

③退職給付引当金 
従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務の見込額に
基づき、当連結会計年度末に
おいて発生していると認めら
れる額を計上しております。 

 
④役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払に備
えるため、内規に基づく当連
結会計年度末要支給額を計上
しております。 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

⑤受注損失引当金 
受注契約に係る将来の損

失に備えるため、当連結会
計年度末時点で将来の損失
が確実に見込まれ、かつ、
当該損失額を合理的に見積
もることが可能なものにつ
いては、将来の損失見込額
を計上しております。 

 

 

(5)重要な収益及び費用の計上 
基準 
売上高のうち、システム・

インテグレーション及びコン
サルティングによる売上につ
いては、プロジェクト毎にプ
ロジェクト原価を発生基準で
認識し、これに対応する売上
を原価進捗率（プロジェクト
別の見積原価に対応する実際
発生原価の割合）に応じて認
識する方法（進行基準）によ
っております。ただし、業務
内容がプロジェクト管理に適
さないコンサルティング契約
については、費用は発生時に
認識する一方で、収益は業務
完了時に一括して計上してお
ります。 
また、一部の連結子会社の

システム・インテグレーショ
ンによる売上について、進行
基準を採用するために必要な
精緻なプロジェクト別の見積
原価の把握ができない場合
は、完成基準によっておりま
す。 

 

(5)重要な収益及び費用の計上 
基準 

同左 

(5)重要な収益及び費用の計上
基準 

同左 
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前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

 

(6)重要な外貨建の資産又は負
債の本邦通貨への換算基準 
在外子会社等の資産及び負

債は、第３四半期連結決算日
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。 
 

(6)重要な外貨建の資産又は負 
債の本邦通貨への換算基準 
在外子会社等の資産及び負

債は、第３四半期連結決算日
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
おける少数株主持分及び為替
換算調整勘定に含めて計上し
ております。 

  

(6)重要な外貨建の資産又は負
債の本邦通貨への換算基準 
在外子会社等の資産及び負

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少数株
主持分及び為替換算調整勘定
に含めて計上しております。 

 

 

 

(7)その他四半期連結財務諸表

作成のための基本となる重

要な事項 

①消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

②税金費用及び繰延税金資

産・負債 

簡便な方法 

 当第３四半期連結会計

期間における税金費用に

ついては、簡便法により

計算しているため、法人

税等調整額は、「法人税、

住民税及び事業税」に含

めて表示しております。 

(7)その他四半期連結財務諸表

作成のための基本となる重

要な事項 

①消費税等の会計処理 

同左 

 
②税金費用及び繰延税金資
産・負債 

第３四半期連結会計期間に
おける税金費用については、
簡便法により計算しておりま
すが、当第３四半期連結会計
期間において回収可能性を見
直した結果、取崩した繰延税
金資産は、法人税等調整額に
計上しております。 

 

(7)その他連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事

項 

②消費税等の会計処理 

同左 

    

―――― 

５ 四半期連結キャ

ッシュ・フロー

計算書（連結キ

ャッシュ・フロ

ー計算書）にお

ける資金の範囲 

手許現金、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

償還期限及び満期の到来する

短期投資からなっておりま

す。 

同左 同左 

 

表示方法の変更 

前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

―――― 
 
 
 
 

―――― 

（四半期連結貸借対照表関係） 
前第３四半期連結会計期間において「連結調整

勘定」として掲記しておりましたものは、当第３
四半期連結会計期間より「のれん」として表示し
ております。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 
前第３四半期連結会計期間において短期借入に

よる収入及び短期借入金の返済による支出につい
て「短期借入金の純増減額」として純額で表示し
ておりましたが、当第３四半期連結会計期間より
総額で表示しております。 
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追加情報 

前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
固定資産の減損に係る会計基準(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に
関する意見書」(企業会計審議会 平成
14年８月９日))及び「固定資産の減損
に係る会計基準の適用指針」(企業会計
基準委員会 平成15年10月31日 企業会
計基準適用指針第６号)を適用しており
ます。 
 なお、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。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は772,550千円であ
ります。 
 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財務諸
表は、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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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

前第３四半期連結会計期間末 

（ 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間末 

（ 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 平成18年５月31日 ） 

※1 有形固定資産減価償却累計額  
102,997千円 

 
※2 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等
は、相殺のうえ、金額的重要性が乏
しいため、流動負債の「その他」に
含めて表示しております。 

 

※1 有形固定資産減価償却累計額    
114,169千円 

 
※2 消費税等の取扱い 

同左 
 

※1 有形固定資産減価償却累計額    
91,588千円  

 
―――― 

―――― ※3 財務制限条項 
当社の発行する社債（第１回無

担保社債、第３四半期連結会計期
間末残高585,000千円）には、以
下の財務制限条項が付されてお
り、当該条項に抵触した場合、総
額引受人からの請求により、一括
償還することがあります。 

・平成19年5月期において、損益計
算書に示される経常損益が経常損
失となった場合、その基準とした
決算期の末日より4ヶ月を経過し
たとき 

・払込期日以降2期連続して損益計
算書に示される経常損益が経常損
失となった場合、その基準とした
2期目の決算期の末日より4ヶ月を
経過したとき 

・払込期日以降、平成18年5月期末
の貸借対照表の純資産の部の金額
の70％を下回った場合、その基準
とした決算期の末日より4ヶ月を
経過したとき 

 

―――― 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

※1 販売費及び一般管理費の主要な科

目は以下の通りであります。 

役員報酬 74,545千円 

給与手当 184,871 千円 

賞与引当金繰入額 17,948千円 

退職給付費用 2,815 千円 

役員退職慰労引当

金繰入額 
6,996 千円 

貸倒引当金繰入額 4,289 千円 
 

※1 販売費及び一般管理費の主要な科

目は以下の通りであります。 

役員報酬 73,385千円 

給与手当 326,348 千円 

賞与引当金繰入額 20,979千円 

退職給付費用 5,997 千円 

役員退職慰労引当

金繰入額 
2,346 千円 

貸倒引当金繰入額 386 千円 

のれん償却額 104,075 千円 

 

※2 減損損失 

(1)当第３四半期連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資産につい

て減損損失を計上いたしました。 

 用途 ―  

 種類 のれん  

 その他 株式会社シーエ

スシステムズ 

 

 金額 666,711千円  

 

※1 販売費及び一般管理費の主要な

科目は以下の通りであります。 

役員報酬 110,338 千円 

給与手当 270,793 千円 

賞与引当金繰入額 11,047千円 

退職給付費用 4,680 千円 

役員退職慰労引当

金繰入額 
9,358 千円 

貸倒引当金繰入額 3,611 千円 
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前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

(2)減損するに至った経緯等 

連結子会社である株式会社シーエ

スシステムズにおいて、事業計画を

見直した結果、当初予定していた超

過収益力が見込めなくなったことか

ら、減損損失を認識いたしました。 

(3)主な資産のグルーピングの方法 

内部管理上採用している事業区分

を基本とし、各社を単位にグルーピ

ングしております。 

(4)回収可能価額の算定方法 

当該資産の回収可能価額は使用価

値を零として減損損失を測定してお

ります。 

 

 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28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 平成18年５月31日 増加 減少 平成19年２月28日 

  普通株式（株） 66,688.87 ― 0.87 66,688 

  （変動事由の概要） 減少数の内訳は自己株式の消却による減少であります。 

   

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 平成18年５月31日 増加 減少 平成19年２月28日 

普通株式（株） 0.87 ― 0.87 ― 

  （変動事由の概要） 減少数の内訳は端株の消却による減少であります。 

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５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 平成17年５月31日 増加 減少 平成18年５月31日 

  普通株式（株） 65,070 1,618.87 ― 66,688.87 

  （変動事由の概要） 

    増加数の内訳は、次のとおりであります。 

     新株予約権付社債の転換による増加    1,456.87株 

     ストック・オプションの行使による増加       162株 

 

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 平成17年５月31日 増加 減少 平成18年５月31日 

普通株式（株） ― 0.87 ― 0.87 

（変動事由の概要） 

    増加数の内訳は、次のとおりであります。 

     端株の買取による増加             0.87株 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

※1 現金及び現金同等物の第３四半
期連結会計期間末残高と第３四半期
連結貸借対照表に掲記されている科
目の金額との関係 
（平成18年２月28日現在） 
現金及び預金勘定   420,659千円 
現金及び現金同等物  420,659千円 

 

※1 現金及び現金同等物の第３四半
期連結会計期間末残高と第３四半期
連結貸借対照表に掲記されている科
目の金額との関係 
（平成19年２月28日現在） 
現金及び預金勘定   428,902千円 
現金及び現金同等物  428,902千円 
 

※１現金及び現金同等物の期末残高
と連結貸借対照表に掲記されている
科目の金額との関係 
 
（平成18年５月31日現在） 
現金及び預金勘定   234,337千円 
現金及び現金同等物  234,337千円 
 

 

(リ ー ス 取 引 関 係         ) 

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成18年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

(有価証券関係) 

前第３四半期連結会計期間末（平成18年２月28日） 

１ 時価のある有価証券 

当第３四半期連結会計年度（平成18年２月28日） 

 種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

その他有価証券 株式 108,163 157,068 48,905 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

(1) その他有価証券  

  非上場株式 70,000千円 

 

当第３四半期連結会計期間末（平成19年２月28日） 

１ 時価のある有価証券 

当第３四半期連結会計年度（平成19年２月28日） 

 種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

その他有価証券 株式 40,144 85,291 45,146 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

その他有価証券  

  非上場株式         73,350千円 

（注）当連結会計年度において非上場株式について減損処理を行っているものはありません。 
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前連結会計年度（平成18年５月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度（平成18年５月31日） 

 種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

その他有価証券 株式 108,163 68,314 △39,848 

（注）当連結会計年度において、上場株式68,018千円について減損処理を行っております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

その他有価証券  

  非上場株式         70,000千円 

（注）当連結会計年度において非上場株式について減損処理を行っているものはありません。 

 

 

(デリバティブ取引関係） 

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成18年２月28日） 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日） 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 (セグメント情報) 

 【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成18年２月28日） 

当連結グループはサプライチェーン・ロジスティクスソリューション、ソフトウェアライセンス、ハードウェ

ア・ソフトウェアプロダクトセールスを一体として提供しているため、これらは同一セグメントであります。他

に開示すべきセグメントはないため、事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日） 

当連結グループはサプライチェーン・ロジスティクスソリューション、ソフトウェアライセンス、ハードウェ

ア・ソフトウェアプロダクトセールスを一体として提供しているため、これらは同一セグメントであります。他

に開示すべきセグメントはないため、事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

当連結グループはサプライチェーン・ロジスティクスソリューション、ソフトウェアライセンス、ハードウェ

ア・ソフトウェアプロダクトセールスを一体として提供しているため、これらは同一セグメントであります。他

に開示すべきセグメントはないため、事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。 
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【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成18年２月28日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 

 

【海外売上高】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成18年２月28日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

 

 

(ストック・オプション等関係) 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年６月1日 至 平成19年２月28日） 

当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

 

 

(１株当たり情報)  

前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

１株当たり純資産額  18,637円38銭 １株当たり純資産額 △7,594円53銭 １株当たり純資産額 11,584円55銭 

１株当たり第３四半期純損失金額   
4,909円71銭 

１株当たり第３四半期純損失金額   
19,557円20銭 

１株当たり当期純損失金額       
13,788円71銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり
第３四半期純利益については、潜在
株式が存在するものの、１株当たり
第３四半期純損失であるため、記載
しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり第
３四半期純利益については、潜在株式
が存在するものの、１株当たり第３四
半期純損失であるため、記載しており
ません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、潜在株式が
存在するものの、１株当たり当期純
損失であるため、記載しておりませ
ん。 

 

(注) １株当たり第３四半期（当期）純損失の算定上の基礎は、下記のとおりであります。 

 

前第３四半期 

連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

当第３四半期 

連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

１株当たり第３四半期（当期） 

純損失金額 
   

第３四半期（当期）純損失（△） 

（千円） 
△319,852 

 

△1,304,230 

 

△901,160 

普通株主に帰属しない金額  

（千円） 
― ― ― 
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前第３四半期 

連結会計期間 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日） 

当第３四半期 

連結会計期間 
（自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日） 

前連結会計年度 

 
（自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日） 

普通株式に係る第３四半期（当

期）純損失（△）（千円） 
△319,852 △1,304,230 △901,160 

普通株式の期中平均株式数（株） 65,147 66,688 65,355 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要 

 旧商法第280条ノ19第
１項の規定に基づく新
株引受権1種類(潜在株
式の数1,288個)、平成
13年改正旧商法第280条
ノ20及び第280条ノ21の
規定に基づく新株予約
権1種類(潜在株式の数
1,483個)及び第1回無担
保転換社債型新株予約
権付社債(目的となる株
式 の 数  普 通 株 式 
12,437株)(平成18年２
月28日現在) 

 

 旧商法第280条ノ19
第１項の規定に基づく
新株引受権1種類(潜在
株式の数1,020個)、平
成13年改正旧商法第
280条ノ20及び第280条
ノ21の規定に基づく新
株予約権1種類(潜在株
式の数1,312個)(平成
19年２月28日現在) 
 
 

 旧商法第280条ノ19第
１項の規定に基づく新
株引受権1種類(潜在株
式の数1,248個)、平成
13年改正旧商法第280条
ノ20及び第280条ノ21の
規定に基づく新株予約
権1種類(潜在株式の数
1,379個)及び第1回無担
保転換社債型新株予約
権付社債(目的となる株
式 の 数  普 通 株 式 
14,516株)(平成18年５
月31日現在) 
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 (重要な後発事象) 
 

前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 
 

―――― 

 

―――― （社債の繰上償還） 

当社は、平成18年7月3日開催の取締
役会において、平成18年2月3日に発行
いたしました第１回無担保転換社債型
新株予約権付社債（以下、「本新株予
約権付社債」という。）について、繰
上償還条項に基づき繰上償還すること
を決議いたしました。 
1.繰上償還を行う理由 
当社は、新規子会社（株式会社日本

ビジネスクリエイトおよび株式会社シ
ーエスシステムズ）の株式取得資金に
つきまして、有利子負債抑制による財
務体質の健全化などを目的として平成
18年2月3日に本新株予約権付社債
1,500,000千円を発行いたしました。 
しかしながら、その後の業績推移や

株式市場環境の変化による株価の動向
から、当社は当初の資本戦略を見直す
こととし、本新株予約権付社債の残存
する額面総額を繰上償還することとい
たしました。 
2.繰上償還する本新株予約権付社債に
ついて 
イ.銘柄（回号） 
株式会社フレームワークス第１回無
担保転換社債型新株予約権付社債
（転換社債型新株予約権付社債間限
定同順位特約付） 

ロ.転換状況       
累計転換価額   150,000千円 

（転換率10％） 
転換株式総数   1,456.87株 
発行株式の種類  普通株式 
発行済株式数   66,688.87株 

(平成18年5月31日現在） 
資本金      612,480千円 

(平成18年5月31日現在） 
ハ.繰上償還対象総額 1,350,000千円 
ニ.繰上償還期日    平成18年7月18日 
ホ.繰上償還金額    額面100円につき 

金100円 
なお、本新株予約権付社債の繰上償

還資金につきましては、銀行借入によ
り充当いたしました。 
＜資金の借入＞ 
(1) 長期借入金 
①借入先  株式会社静岡銀行 
②借入金額 700,000千円 
③借入利率 当初2.0％（変動金利） 
④借入日  平成18年６月30日 
⑤借入期間 7年間 
⑥返済方法  1年間据置後、 

元金均等返済 
⑦借入方法 無担保・無保証 
⑧資金使途 本新株予約権付社債の 

償還資金 
(2) 残りの償還資金650,000千円につ
きましては、一旦、短期銀行借入によ
り賄い、返済期限(平成18年７月25日)
到来後は第１回無担保社債(私募債)の
発行により充当しました。 
 
（社債の発行） 
 当社は、平成18年７月14日開催の取 
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前第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年２月28日 ） 

当第３四半期連結会計期間 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年２月28日 ） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

―――― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――― 
 

締役会において、第１回無担保社債

(私募債)の発行を決議いたしました。 

1.資金調達の目的 

第1回無担保転換社債型新株予約権

付社債の繰上償還資金1,350,000千円

の資金調達に関しまして、長期銀行借

入700,000千円と短期銀行借入650,000

千円により充当していましたが、短期

銀行借入の返済期限が到来したことに

より本社債の発行にて650,000千円を

資金調達することといたしました。 

2.第1回無担保社債（私募債）の概要 

(1)社債の名称 株式会社フレームワ 

ークス第１回無担保

社債（株式会社みず

ほ銀行保証付及び適

格機関投資家限定） 

(2)社債の総額 650,000千円 

(3)年限    5年 

(4)償還方法  半年毎定時償還 

(5)利率    当初0.68％ 

（変動金利） 

(6)発行価額   額面100円につき 

金100円  

(7)償還価額   額面100円につき 

金100円 

(8)発行日    平成18年7月25日 

(9)償還期日   平成23年7月25日 

(10)発行形態  無担保・無格付 

(11)総額引受人 株式会社みずほ銀行 

(12)財務代理人 株式会社みずほ銀行 

(13)保証人   株式会社みずほ銀行 

(14)資金使途  第1回無担保転換社債 

型新株予約権付社債 

の償還資金 

(15)その他重要な特約事項  

本社債には、財務制限条項がついて

おり、以下の条項に抵触した場合、総

額引受人の請求によって一括償還する

ことがあります。 

・平成19年5月期において、損益計算

書に示される経常損益が経常損失と

なった場合、その基準とした決算期

の末日より4ヶ月を経過したとき 

・払込期日以降2期連続して損益計算

書に示される経常損益が経常損失と

なった場合、その基準とした2期目

の決算期の末日より4ヶ月を経過し

たとき 
・払込期日以降、平成18年5月期末の
貸借対照表の純資産の部の金額の
70％を下回った場合、その基準とし
た決算期の末日より4ヶ月を経過し
たとき 
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平成19年5月期 第3四半期財務･業績の概況(個別) 

 

平成19年4月13日 

上場会社名  株式会社 フレームワークス       （コード番号3740  東証マザーズ） 

（URL http://www.frame-wx.com/ ） 

問 合 せ 先  代表取締役社長  田中 純夫     ＴＥＬ (054)286-5411 

  取締役      石神 成夫   

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ①四半期財務諸表の作成基準    ： 中間財務諸表作成基準 

 ②最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無  ： 無 

 ③会計監査人の関与                    ： 有 

  四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。 

 

２．平成19年5月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年6月1日～平成19年2月28日） 

（1）経営成績の進捗状況              （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 
四半期（当期）

純 利 益 

 

19年5月期第3四半期 

18年5月期第3四半期 

百万円 

1,607 

953 

 ％ 

(68.5) 

(△29.9) 

百万円 

△203 

△443 

 ％ 

― 

― 

百万円 

△255 

△473 

 ％ 

― 

― 

百万円 

△1,250 

△297 

 ％ 

― 

― 

(参考)18年5月期 1,364  △583  △618  △864  

 

 
1株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
1株当たり四半期 
（当期）純利益 

 

19年5月期第3四半期 

18年5月期第3四半期 

円 

 △18,750 

△4,558 

銭 

61 

94 

円 

 ― 

― 

銭 

― 

― 

(参考)18年5月期 △13,234 66 ― ― 

（注）売上高等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。 

 

（2）財政状態の変動状況              （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総 資 産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 

19年5月期第3四半期 

18年5月期第3四半期 

百万円 

   2,069 

3,055 

百万円 

  △417 

1,236 

％   

   △20.2 

40.5 

円 

 △6,265 

18,971 

銭 

04 

71 

(参考)18年5月期 2,552 808 31.7 12,120 15 

 

３．平成19年5月期の業績予想（平成18年6月1日～平成19年5月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

通  期 

              百万円 

       2,722 

百万円 

255 

百万円 

△743 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 11,141円 43銭 
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４．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年5月期 ― ― ― 

19年5月期(実績) ― ― ― 

19年5月期(予想) ― ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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、不確実な要素を

含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因により、予想数値と大きく異なる結果となる可能性がありま

す。なお、上記業績予想に関する事項は「平成19年5月期 第3四半期財務･業績の概況（連結）」の4ページ「業

績予想に関する定性的情報等」をご参照下さい。 



- 3 - 

５. 四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成
比 
(％) 

金額(千円) 
構成
比 
(％) 

金額(千円) 
構成
比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  213,908   354,160   81,075   

２ 売掛金  301,826   502,316   363,816   

３ 繰延税金資産  228,463   ―   34,663   

４ その他 ※２ 49,848   103,649   26,189   

貸倒引当金  △1,854   △1,562   △1,176   

流動資産合計   792,193 25.9  958,565 46.3 504,568 19.8 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１ 79,518   66,832   74,131   

２ 無形固定資産         

(1) ソフトウェア  104,074   87,549   127,056   

(2) その他  779   779   779  

計  104,854   88,328   127,836  
３ 投資その他の 

資産 
         

(1) 投資有価証券  199,000   ―   103,900  

(2) 関係会社株式  1,641,482   803,908   1,643,207  

(3) 繰延税金資産  138,283     ―   ―  

(4) その他  99,996   193,464   99,143  

貸倒引当金  ―   △42,000   ―  

計  2,078,763   955,373   1,846,250   

固定資産合計   2,263,135 74.1  1,110,534 53.7  2,048,217 80.2 

資産合計   3,055,328 100.0  2,069,099 100.0  2,552,785 100.0 
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前第３四半期会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１  買掛金  1,694   3,809   19,731   

２ 短期借入金  ―   800,000   ―   

３ 一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金  ―   77,776 

 
  ―   

４ 一年以内償還予定社債 ※３ ―   130,000   ―   

５ 未払金  87,262   110,129   96,725   

６ 賞与引当金  46,757   47,469   16,658   

７ その他 ※２ 43,307   81,496   103,707   

流動負債合計   179,021 5.8  1,250,680 60.4  236,823 9.3

Ⅱ 固定負債           

１ 社債 ※３ 1,500,000   455,000   1,350,000   

２ 長期借入金  ―   622,224   ―   

３ 繰延税金負債  ―   4,440   11,840   

４ 退職給付引当金  40,842   51,187   44,829   

５ 役員退職慰労引当金  98,661   103,369   101,023   

固定負債合計   1,639,503 53.7  1,236,222 59.8  1,507,693 59.0 

負債合計   1,818,524 59.5  2,486,903 120.2 

 
 1,744,517 68.3 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   536,480 17.6  ― ―  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  600,264   ―   ―  

資本剰余金合計   600,264 19.6  ― ―  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 任意積立金  20,613   ―   ―   

２ 第３四半期(当

期)未処分利益 
 49,965   ―   ―   

利益剰余金合計   70,579 2.3  ― ―  ― ― 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

  29,480 1.0  ― ―  ― ― 

資本合計   1,236,803 40.5  ― ―  ― ― 

負債・資本合計   3,055,328 100.0  ― ―  ― ― 

(純資産の部)           

I Ⅰ  株主資本           

１ 資本金   ― ―  612,480 29.6  612,480 24.0

２ 資本剰余金         

(1) 資本準備金  ―   676,184  676,264  

資本剰余金合計   ― ―  676,184 32.7  676,264 26.5

３ 利益剰余金         

(1)その他利益剰余金         

特別償却準備金  ―   979  979  

別途積立金  ―   19,000  19,000  

繰越利益剰余金  ―   △1,767,790  △517,350  

利益剰余金合計   ― ―  △1,747,811 △84.5  △497,371 △19.5

 ４ 自己株式   ―   ―  △79 

株主資本合計   ― ―  △459,147 △22.2  791,293 31.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年５月31日) 

Ⅱ 評価･換算差額等           

その他有価証券評価差額金   ―   41,344   16,975  

 評価･換算差額等合計   ― ―  41,344 2.0  16,975 0.7 

 純資産合計   ― ―  △417,803 △20.2  808,268 31.7 

 負債純資産合計   ― ―  2,069,099 100.0  2,552,785 100.0 

           

 

 

(2) 四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   953,619 100.0  1,607,110 100.0  1,364,802 100.0 

Ⅱ 売上原価   867,583 91.0  1,172,705 73.0  1,237,761 90.7 

売上総利益   86,036 9.0  434,405 27.0  127,040 9.3 

Ⅲ 販売費及び一般 
管理費 

  529,872 55.5  638,317 39.7  710,209 52.0 

営業損失（△）   △443,836 △46.5  △203,912 △12.7  △583,168 △42.7 

Ⅳ 営業外収益   457 0.0  2,404 0.1  873 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※１  30,273 3.2  53,808 3.3  35,936 2.6 

経常損失（△）   △473,652 △49.7  △255,317 △15.9  △618,231 △45.3 

Ⅵ 特別利益   ― ―  ― ―  ― ― 

Ⅶ 特別損失 ※２  13,478 1.4  954,059 59.4  81,481 6.0 

税引前第３四半期 
(当期)純損失（△） 

  △487,131 △51.1  △1,209,377 △75.3  △699,713 △51.3 

法人税、住民税 
及び事業税 

 △81,519   6,399   6,128   

法人税等調整額  △108,611 △190,130 △20.0 34,663 41,063 2.5 159,109 165,237 12.1 

第３四半期(当期) 
純損失（△） 

  △297,001 △31.1  △1,250,440 △77.8  △864,951 △63.4 

前期繰越利益   346,966   ―   ―  

第３四半期(当期) 
未処分利益 

  49,965   ―   ―  
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間 (自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年５月31日残高(千円) 612,480 676,264 676,264 

第３四半期会計期間中の変動額    

新株の発行    

特別償却準備金の取崩    

第３四半期純損失    

自己株式の消却    

株主資本以外の項目の第３四半期

会計期間中の変動額（純額） 
   

第３四半期会計期間中の変動額合計 (千円 ) ― ― ― 

平成19年２月28日残高(千円) 612,480 676,264 676,264 

 
 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年５月31日残高(千円) 16,975 16,975 808,268 

第３四半期会計期間中の変動額    

新株の発行    

特別償却準備金の取崩    

第３四半期純損失   △1,250,440 

自己株式の消却   ― 

株主資本以外の項目の第３四半期
会計期間中の変動額（純額） 

24,369 24,369 24,369 

第３四半期会計期間中の変動額合計(千円) 24,369 24,369 △1,226,071 

平成19年２月28日残高(千円) 41,344 41,344 △417,803 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金  

特別償却 
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成18年５月31日残高(千円) 979 19,000 △517,350 △497,371 △79 791,293 

第3四半期会計期間中の変動額       

新株の発行       

特別償却準備金の取崩       

第３四半期純損失   △1,250,440  △1,250,440  △1,250,440 

自己株式の消却   △79 △79 79 ― 

株主資本以外の項目の第３四半期

会計期間中の変動額（純額） 
      

第３四半期会計期間中の変動額合計(千円) ― ― △1,250,520 △1,250,520 79 △1,250,440 

平成19年２月28日残高(千円) 979 19,000 △1,767,870 △1,747,891 ― △459,147 
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前事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年５月31日残高(千円) 533,430 597,214 597,214 

事業年度中の変動額(千円)    

新株の発行 79,050 79,050 79,050 

特別償却準備金の取崩    

当期純損失    

自己株式の取得    

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

   

事業年度中の変動額合計(千円) 79,050 79,050 79,050 

平成18年５月31日残高(千円) 612,480 676,264 676,264 

 
 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成17年５月31日残高(千円) ― ― 1,498,224 

事業年度中の変動額(千円)    

新株の発行   158,100 

特別償却準備金の取崩   ― 

当期純損失   △864,951 

自己株式の取得   △79 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

16,975 16,975 16,975 

事業年度中の変動額合計(千円) 16,975 16,975 △689,955 

平成18年５月31日残高(千円) 16,975 16,975 808,268 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

特別償却 
準備金 

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成17年５月31日残高(千円) 2,248 19,000 346,332 367,580 ― 1,498,224 

事業年度中の変動額(千円)       

新株の発行      158,100 

特別償却準備金の取崩 △1,268  1,268 ―  ― 

当期純損失   △864,951 △864,951  △864,951 

自己株式の取得     △79 △79 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

      

事業年度中の変動額合計(千円) △1,268 ― △863,682 △864,951 △79 △706,930 

平成18年５月31日残高(千円) 979 19,000 △517,350 △497,371 △79 791,293 
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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 

前第３四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

───── 当社は、前事業年度において、
営業損失583百万円、経常損失618
百万円、当期純損失864百万円を
計上しており、当第３四半期会計
期間においては、営業損失203百
万円、経常損失255百万円、第３
四半期純損失1,250百万円を計上
し、当第３四半期会計期間末にお
いて417百万円の債務超過の状態
となっております。また、今後の
経営成績によっては、当事業年度
末において、平成18年7月25日に
発行いたしました第１回無担保社
債の財務制限条項に抵触する可能
性が生じております。当該状況に
より、当社は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。 
このような中、当社は早期に債

務超過の状態を解消するための方
策につきまして、資本増強策など
を鋭意検討しており、より安定し
た経営基盤の確立に向けて、事業
の採算性・成長性・必要性を厳し
く精査して不採算資産の整理や事
業費用の削減に徹底的に努めると
ともに、限られた経営資源である
人材、設備、資金、ノウハウを効
率的に無駄なく活用して経営効率
を高めてまいります。資金面につ
きましては、手元資金および事業
計画の進捗を踏まえ、当事業年度
末までの運転資金は確保できる見
通しです。 

なお、当事業年度末日以降につ
きましても短期借入金の借換等が
あるものの、資金不足等の深刻な
事態が発生することのないよう資
本増強策および経営改善をもって
取引金融機関の皆様に一定の理解
を要請してまいります。 

当第３四半期財務諸表は継続企
業を前提として作成しており、こ
のような重要な疑義の影響を反映
しておりません。 

 

───── 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1)子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価法

(ただし、投資事業組合へ

の出資金については、組合

契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近

の決算書を基礎として、持

分相当額を純額で取り込む

方法) 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期決算日の市

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) 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

 

(1)子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期決算日の市

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 

同左 

 

(1)子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価

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 

同左 

 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1)有形固定資産 

定率法(平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)については、

定額法を採用しておりま

す。) 

 主な耐用年数 

建物    15～39年 

器具備品  ４～15年 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 

・市場販売目的のソフト

ウェア 

見込販売収益に基づく償

却額と残存有効期間(３年

以内)に基づく償却額を比

較し、いずれか大きい額を

償却費として計上する方法 

(2)無形固定資産 

・市場販売目的のソフト

ウェア 

同左 

(2)無形固定資産 

・市場販売目的のソフト

ウェア 

同左 

 ・自社利用目的のソフト

ウェア 

定額法 

耐用年数 社内におけ

る利用可能

期間(５年) 

 

・自社利用目的のソフト

ウェア 

同左 

 

 

        

 

・自社利用目的のソフト

ウェア 

同左 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

３ 繰延資産の処理方

法 

(1)社債発行費 

支出時に全額費用として

処理しております。 

(1)社債発行費 

      同左 

(1)社債発行費 

同左 

 (2)  ―――― (2)   ―――― (2)新株発行費 

支出時に全額費用として

処理しております。 

４ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるた

め、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権が発生し

た場合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)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備え

るため、当第３四半期会計期

間に負担すべき支給見込額を

計上しております。 

(2)賞与引当金 

     同左 

(2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備え

るため、当事業年度に負担す

べき支給見込額を計上してお

ります。 

 (3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、当第3四半期会計期間

末における退職給付債務の見

込額に基づき、当第3四半期

会計期間末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。 

(3)退職給付引当金 

     同左 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務の見込額

に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。 

 (4)役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく当第

3四半期会計期間末要支給額

を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく当第

3四半期会計期間末要支給額

を計上しております。 

なお、当社は、平成18年８

月25日開催の定時株主総会終

結の時をもって、役員退職慰

労金制度を廃止することとい

たしました。 

当第3四半期会計期間末の

役員退職慰労引当金残高

は、制度廃止時に在任して

いる役員に対する支給予定

額であり、同日以降の役員

退職慰労引当金の繰入は行

っておりません。 

(4)役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上してお

ります。 

５ 収益及び費用の計

上基準 

 売上高のうち、システム・

インテグレーション及びコン

サルティングによる売上につ

いては、プロジェクト毎にプ

ロジェクト原価を発生基準で

認識し、これに対応する売上

を原価進捗率(プロジェクト

別の見積原価に対応する実際

発生原価の割合)に応じて認

識する方法(進行基準)によっ

ております。 

同左 同左 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

６ その他四半期財務

諸表(財務諸表)作

成のための基本と

なる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 
 税抜方式によっておりま
す。 
(2)税金費用及び繰延税金資
産・負債 
簡便な方法 
当第３四半期会計期間に

おける税金費用について
は、簡便法により計算して
いるため、法人税等調整額
は「法人税、住民税及び事
業税」に含めて表示してお
ります。 
 

(1)消費税等の会計処理 
同左 
 

(2)税金費用及び繰延税金資
産・負債 
第３四半期会計期間にお

ける税金費用については、
簡便法により計算しており
ますが、当第３四半期会計
期間において回収可能性を
見直した結果、取崩した繰
延税金資産は、法人税等調
整額に計上しております。 

 

(1)消費税等の会計処理 
同左 

 

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

固定資産の減損に係る会計基準 
（「固定資産の減損に係る会計基準

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」（企業会計基準委員会 平成15
年10月31日 企業会計基準適用指針
第６号）が平成17年４月1日以降開始
する事業年度から強制適用になった
ことに伴い、当第３四半期会計期間
から同会計基準及び同適用指針を適
用しております。 
なお、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、808,268千円であります。 
 なお、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。 
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表示方法の変更 

前第３四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

（四半期貸借対照表関係） 
  前第３四半期会計期間において流動資産の「その
他」に含めていた「繰延税金資産」は、資産総額の100
分の5を超えたため、当第３四半期会計期間より区分掲
記することとしております。なお、前第３四半期会計期
間の流動資産の「その他」に含まれる「繰延税金資産」
は、36,541千円であります。 

前第３四半期会計期間において固定資産の投資その
他の資産の「その他」に含めていた「投資有価証券」
は、資産総額の100分の5を超えたため、当第３四半期会
計期間より区分掲記することとしております。なお、前
第３四半期会計期間の固定資産の投資その他の資産の
「その他」に含まれる「投資有価証券」は、20,730千円
であります。 

（四半期貸借対照表関係） 
前第３四半期会計期間において投資その他の資産に区

分掲記しておりました「投資有価証券」は、資産総額の
100分の5以下となったため、当第３四半期会計期間より
投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりま
す。なお、当第３四半期会計期間の投資その他の資産の
「その他」に含まれる「投資有価証券」は、92,900千円
であります。 
 

 

注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

前第３四半期会計期間末 

(平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年２月28日) 
前事業年度末 

(平成18年５月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

52,623千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

76,328千円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

59,873千円 

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

───── 

───── ※３ 財務制限条項 
   社債（第１回無担保社債、第

３四半期会計期間末残高585,000
千円）には、以下の財務制限条
項が付されており、当該条項に
抵触した場合、総額引受人から
の請求により、一括償還するこ
とがあります。 

・平成19年5月期において、損益計
算書に示される経常損益が経常損
失となった場合、その基準とした
決算期の末日より4ヶ月を経過し
たとき 

・払込期日以降2期連続して損益計
算書に示される経常損益が経常損
失となった場合、その基準とした
2期目の決算期の末日より4ヶ月を
経過したとき 

・払込期日以降、平成18年5月期末
の貸借対照表の純資産の部の金額
の70％を下回った場合、その基準
とした決算期の末日より4ヶ月を
経過したとき 

 

───── 
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(四半期損益計算書関係) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 営業外費用のうち主要なもの 

投資事業組合損失 14,861千円

社債発行費 14,276千円
 

※１ 営業外費用のうち主要なもの 
投資事業組合損
失 

13,551千円

社債発行費 16,598千円

社債償還手数料 1,500千円

支払利息 14,511千円
 

※１ 営業外費用のうち主要なもの 

投資事業組合損失 19,099千円

社債発行費 14,767千円
 

※２ 特別損失のうち主要なもの 
東京本部移転費
用 

13,478千円
 

※２ 特別損失のうち主要なもの 

前期損益修正損 5,193千円

貸倒引当金繰入額 42,000千円

関係会社株式 
評価損 

872,066千円

ソフトウェア 
償却費 

34,800千円

上記のうち、前期損益修正損およ

び貸倒引当金繰入額の発生原因は、

取引先より取引先元従業員による不

法行為が発生したとの通知があった

ことから、通知のあった取引先元従

業員と関係する取引に対して修正等

を行ったことによるものでありま

す。前期までの取引に対する損益

は、前期損益修正損とし、当第３四

半期会計期間発生の取引は、売上及

び費用を取消しし、支出済の費用を

債権として認識した上で、その全額

に対し貸倒引当金を計上しておりま

す。 

※２ 特別損失のうち主要なもの 
投資有価証券 
評価損 

68,002千円

東京本部移転費用 13,478千円
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 17,127千円

無形固定資産 30,573千円
 

３ 減価償却実施額 

有形固定資産 16,785千円

無形固定資産 34,640千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 24,376千円

無形固定資産 40,491千円
 

 

 

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当第３四半期会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成19年２月28日) 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 
当第３四半期 
会計期間末 

普通株式（株） 0.87 ― 0.87 ― 

   （変動理由) 減少数の内訳は端株の消却による減少であります。 

 

前事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） ― 0.87 ― 0.87 

   （変動理由） 増加数の内訳は、端株の買取による増加であります。 
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(リース取引関係) 

 該当事項はありません。 

 

 

(有価証券関係) 

   有価証券関係（子会社及び関連会社株式を除く）については、連結財務諸表を作成しているため、連結財務諸表

における注記事項として記載しております。 

 

前第３四半期会計期間末(平成18年２月28日) 

 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。 

 

当第３四半期会計期間末(平成19年２月28日) 

   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。 

 

前事業年度末(平成18年５月31日) 

 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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(１株当たり情報) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１株当たり純資産額 18,971円71銭

 

１株当たり純資産額 
△6,265円04銭

 
１株当たり純資産額   12,120円15銭 

 

１株当たり第３四半期
純損失金額 

4,558円94銭

 

１株当たり第３四半期
純損失金額 

18,750円61銭

 

１株当たり当期 
純損失金額 

13,234円66銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益については、潜在

株式が存在するものの、１株当たり

第３四半期純損失であるため、記載

しておりません。 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益については、潜在

株式が存在するものの、１株当たり

第３四半期純損失であるため、記載

しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため、記載しておりませ

ん。 

 

(注) １株当たり第３四半期(当期)純損失の算定上の基礎は、下記のとおりであります。 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

第３四半期(当期)純損失
(△)(千円) 

△297,001 △1,250,440 △864,951 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期
(当期)純損失(△)(千円) 

△297,001 △1,250,440 △864,951 

普通株式の期中平均株式数(株) 65,147 66,688 65,355 

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり第
３四半期(当期)純利益の算定
に含めなかった潜在株式の概
要 

旧商法第280条ノ19第
１項の規定に基づく新
株引受権1種類(潜在株
式の数1,288個)、平成
13年改正旧商法第280条
ノ20及び第280条ノ21の
規定に基づく新株予約
権1種類(潜在株式の数
1,483個)及び第1回無担
保転換社債型新株予約
権付社債(目的となる株
式 の 数  普 通 株 式 
12,437株)(平成18年２
月28日現在) 

 旧商法第280条ノ19第
１項の規定に基づく新
株引受権1種類(潜在株
式の数1,020個)、平成
13年改正旧商法第280条
ノ20及び第280条ノ21の
規定に基づく新株予約
権1種類(潜在株式の数
1,312個)(平成19年２月
28日現在) 

旧商法第280条ノ19
第１項の規定に基づく
新株引受権1種類(潜在
株式の数1,248個)、平
成13年改正旧商法第
280条ノ20及び第280条
ノ21の規定に基づく新
株予約権1種類(潜在株
式の数1,379個)及び第
1回無担保転換社債型
新株予約権付社債(目
的となる株式の数 普
通株式 14,516株)(平
成18年５月31日現在) 
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(重要な後発事象) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

───── 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

───── 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（社債の繰上償還） 

当社は、平成18年7月3日開催の取
締役会において、平成18年2月3日に
発行いたしました第１回無担保転換
社債型新株予約権付社債（以下、「本
新株予約権付社債」という。）につい
て、繰上償還条項に基づき繰上償還
することを決議いたしました。 
1.繰上償還を行う理由 
当社は、新規子会社（株式会社日

本ビジネスクリエイトおよび株式会
社シーエスシステムズ）の株式取得
資金につきまして、有利子負債抑制
による財務体質の健全化などを目的
として平成18年2月3日に本新株予約
権付社債1,500,000千円を発行いたし
ました。 
しかしながら、その後の業績推移

や株式市場環境の変化による株価の
動向から、当社は当初の資本戦略を
見直すこととし、本新株予約権付社
債の残存する額面総額を繰上償還す
ることといたしました。 
2.繰上償還する本新株予約権付社債
について 
イ.銘柄（回号） 
株式会社フレームワークス第１回 
無担保転換社債型新株予約権付社 
債（転換社債型新株予約権付社債 
間限定同順位特約付） 

ロ.転換状況  
累計転換価額   150,000千円
（転換率10％） 
転換株式総数    1,456.87株 
発行株式の種類   普通株式 
発行済株式数    66,688.87株 

(平成18年5月31日現在） 
資本金       612,480千円 

(平成18年5月31日現在） 
ハ.繰上償還対象総額 1,350,000千円 
ニ.繰上償還期日   平成18年7月18日 
ホ.繰上償還金額   額面100円につき 

金100円 
なお、本新株予約権付社債の繰上

償還資金につきましては、銀行借入
により充当いたしました。 
＜資金の借入＞ 
(1) 長期借入金 
①借入先  株式会社静岡銀行 
②借入金額 700,000千円 
③借入利率 当初2.0％(変動金利) 
④借入日  平成18年６月30日 
⑤借入期間 7年間 
⑥返済方法 1年間据置後、 

元金均等返済 
⑦借入方法 無担保・無保証 
⑧資金使途 本新株予約権付社債の 

償還資金 
(2) 残りの償還資金650,000千円につ
きましては、一旦、短期銀行借入に
より賄い、返済期限(平成18年７月25
日)到来後は第１回無担保社債(私募
債)の発行により充当しました。 

 
 

（社債の発行） 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当社は、平成18年7月14日開催の取
締役会において、第１回無担保社債
（私募債）の発行を決議いたしまし
た。 
1.資金調達の目的 
第1回無担保転換社債型新株予約権

付社債の繰上償還資金1,350,000千円
の資金調達に関しまして、長期銀行
借入700,000千円と短期銀行借入
650,000千円により充当していました
が、短期銀行借入の返済期限が到来
したことにより本社債の発行にて
650,000千円を資金調達することとい
たしました。 
2.第1回無担保社債（私募債）の概要 
(1)社債の名称  
 株式会社フレームワークス第１回
無担保社債（株式会社みずほ銀行
保証付及び適格機関投資家限定） 

(2)社債の総額 650,000千円 
(3)年限    5年 
(4)償還方法  半年毎定時償還 
(5)利率    当初0.68％ 

(変動金利) 
(6)発行価額   額面100円につき 

金100円  
(7)償還価額   額面100円につき 

金100円 
(8)発行日    平成18年7月25日 
(9)償還期日   平成23年7月25日 
(10)発行形態  無担保・無格付 
(11)総額引受人 株式会社みずほ銀行 
(12)財務代理人 株式会社みずほ銀行 
(13)保証人   株式会社みずほ銀行 
(14)資金使途  第1回無担保転換社 

債型新株予約権付 
社債の償還資金 

(15)その他重要な特約事項  
本社債には、財務制限条項がつい

ており、以下の条項に抵触した場
合、総額引受人の請求によって一括
償還することがあります。 
・平成19年5月期において、損益計
算書に示される経常損益が経常損
失となった場合、その基準とした
決算期の末日より4ヶ月を経過し
たとき 

・払込期日以降2期連続して損益計
算書に示される経常損益が経常損
失となった場合、その基準とした
2期目の決算期の末日より4ヶ月を
経過したとき 

・払込期日以降、平成18年5月期末
の貸借対照表の純資産の部の金額
の70％を下回った場合、その基準
とした決算期の末日より4ヶ月を
経過したとき 

 
 

 

 




