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平成 19 年 ２ 月期    決算短信（連結）             平成 19 年 4 月 20 日 

上 場 会 社 名         株式会社ザイオン          上場取引所 東京証券取引所（東証マザーズ） 
コ ー ド 番 号           2338                                本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.zion-net.co.jp/ ） 
代  表  者 役職名 代 表 取 締 役 氏名 川嶋 誠 
問合せ先責任者 役職名 取締役ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 氏名 村山 雅経 TEL(03)5425－2477 
決算取締役会開催日 平成 19 年 4 月 20 日 
親会社等の名称 ｾﾌ゙ ﾝｼー ｽ゙ ﾎー ﾙﾃ゙ ｨﾝｸ゙ ｽ株式会社（コード番号：3750）親会社等における当社の議決権所有比率51.2％ 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１． 19 年２月期の連結業績（平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日） 
(1)連結経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年２月期 
18 年２月期 

2,229     △37.3 
3,556     △21.1 

87      △76.5 
373        73.5 

 84     △77.5 
376       83.3 

 
 

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 ％ ％ ％

19 年２月期 
18 年２月期 

39   △83.1  
233    239.0  

1,379  52
8,182  51

1,378  99
8,174  50

1.9  
12.0  

3.2   
14.3   

3.8  
10.6  

(注) ①持分法投資損益 19 年２月期 ―百万円 18 年２月期 ―百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 19 年２月期 28,580 株 18 年２月期 28,580 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 
 
(2)連結財政状態 

 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

19 年２月期 
18 年２月期 

2,435 
2,915 

2,127 
2,061 

86.5 
70.7 

73,737   97
72,123   24

(注) 期末発行済株式数(連結) 19 年２月期    28,580 株    18 年２月期        28,580 株 
 
(3)連結キャッシュ･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

19 年２月期 
18 年２月期 

△108     
328     

△73    
55    

99     
△5     

1,696    
1,778    

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数    2 社 持分法適用非連結子会社数   ―社 持分法適用関連会社数  ―社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)    ―社 (除外)    ―社   持分法 (新規)    ―社 (除外)   ―社 
 
２．20 年２月期の連結業績予想（平成 19 年３月１日～平成 20 年２月 29 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通    期 

794 
1,431 

13 
44 

△13 
22 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  769 円 77 銭 
 

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後さま

ざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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1．企業集団の状況 
 
当社グループは、当社（株式会社ザイオン）と連結子会社２社（株式会社Ｘｅｎｌｏｎ、キャル株

式会社）により構成されており、親会社であるセブンシーズホールディングス株式会社、その子会社

及び関連会社 12 社とともにセブンシーズホールディングスグループの一員として事業を展開してお

ります。当社グループは、セブンシーズホールディングスグループにおける IT 事業軸を形成し、同グ

ループの擁するメディアコンテンツ事業、ビジネステクノロジー事業と積極的な協業を図っておりま

す。 

当社グループは、IT を活用したサービス企画、IT プラットフォームの企画・設計・開発を行う当社

と、モバイルコンテンツ提供を行う株式会社Ｘｅｎｌｏｎおよび業務支援関連システムの企画・開発

業務を行うキャル株式会社により構成され、顧客のバリューチェーン全てにおいて、新しい収益機会

の創出を目指しております。 
 
事業系統図 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） 上記事業系統図については、平成 19 年 4 月 20 日現在を記載しております。 
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2．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

    当社グループは、“未来は、過去の成功の延長線上には無く創造によってのみ存在する”を経営
理念とし、コンサルティング手法に創造力を組み合わせ、当社のコンセプトである「３Ｓ&５Ｅ」
に基づいたソリューションを提供しています。「３Ｓ」とは、「スコープの特定」「ラージスケー
ル・プロジェクトへの対応」「スピード実現」であり、「５Ｅ」とは、「理解、知識力」「実際に構
築する能力」「経験」「期待」「提案サポート力」であります。また、過去の事例や成功体験にとら
われないことをコンセプトとしており、要求される技術やニーズは常にリセットされていくべき
であるとの考え方から、組み合わせや発想の融合で新しいものを生み出すことを追求しています。 
 当社グループは、未知のサービス、システムを創造し、世界を変えるような成果を生み出し続
ける集団であることを基本方針としております。 

 
（２）会社の利益配分に関する基本方針 

    当社グループは、株主の皆様に対しての利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けて
おり、長期的かつ総合的な株主利益の向上を図ることを利益配分に関する基本方針としておりま
す。 
当面は、企業体質と経営基盤強化を優先課題ととらえ内部留保に重点を置くこととしておりま

すが、早期の復配を実現していくことで、株主の皆様の期待に応えていく方針です。 
 

（３）目標とする経営指標 
    当社グループは、モバイル・インターネット業界の高収益企業を標榜しており、中期的に経営

指標として売上総利益率 35％および売上高経常利益率 15％以上を掲げております。 
   当社グループといたしましては、安定した連結当期純利益の確保を当面の目標としており、グ

ループ間のシナジーを高め、顧客への高品質なサービス提供につとめ、利益重視の安定的な成長
を実現したいと考えております。 

 
（４）中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 

今後の当社グループを取り巻く環境は、情報サービス産業の市場拡大と共に緩やかな回復基調

に移行すると予想されますが、顧客企業を巡る事業者間の競争状況は一層厳しくなり、マクロの

景気成長を個別企業の業績拡大として享受するためには、優れた事業戦略と高い事業遂行能力が

必須の状況となっています。 
このような環境のもと、創業者である小林仁幸氏が当社の事業活動を牽引してまいりましたが、

当期に代表取締役から最高顧問へ退き、従来から懸念事項でありました個人依存への脱却を進め

るきっかけとし、来期以降については従業員の育成、内部管理体制の充実を目指します。 
当社グループはグループ各社の経営資源を結集し、IT 事業を主軸としながら、グループ各社と

共にサービスメニューの共同販売、グループ各社の顧客基盤の相互活用などによりグループとし

ての事業拡大により一層努めて参ります。 
 
①サービス領域の拡大 
 携帯電話端末はより大画面、高速ダウンロードが可能となり、PC とのサービスのボーダレ

ス化は必然となっております。従って、今までの携帯電話を利用したサービスやコンテンツの

大きな革新とともに、今までに無いビジネスチャンスが想定されます。 
当社グループでは、親会社グループの出版メディアを活用した事業開発や、グループ外の有

力なパートナーとの協業を図りながら、新しい IT サービスの創造、新しいメディアの創出な

ど、収益基盤の多様化を進めてまいります。 



4 

 
② 経営体制の強化及び運用 
当社グループでは、経営体制を一層強化するために取締役を増員し、経営の透明性、健全性

を確保するとともに、内部統制制度をより充実させるよう組織の運営を図って参ります。 
 
（５）親会社等に関する事項 

① 親会社の商号等 
（平成 19 年 4 月 20 日現在） 

親会社等 
親会社等の議決権所有割合

（％） 

親会社が発行する株券が
上場されている証券取引
所等 

セブンシーズホールディングス（株） 51.2% 
株式会社東京証券取引所 

市場第二部 

 
②親会社の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等の関係 
  セブンシーズホールディングス株式会社は当社の親会社であり、当社議決権の 51.2%を所有
する筆頭株主であります。当社とセブンシーズホールディングス株式会社との間では事業的な
取引は行っておりません。 
人的関係におきましては、グループ内の公平で透明性のある経営および取締役の職務執行の

監督を図ることを目的として、セブンシーズホールディングス株式会社の取締役のうち２名が
当社の取締役を兼務しており、常にグループ全体の経営について助言を受けておりますが、当
社グループの経営上の重要事項につきましては当社の責任のもとに業務執行を図っております。 
当社とセブンシーズホールディングス株式会社との間には金銭の貸借や債務の保証・被保証

の関係はありません。 
以上のことから、当社の親会社等からの独立性は十分に確保されているものと認識しており

ます。 
 
（６）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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3．経営成績及び財政状態 
 
（１）経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業業績が改善基調であり、設備については、生産能力

が拡大しているにもかかわらず、設備の稼働率が上昇しており、設備投資は堅調であります。また

個人消費も概ね横ばいで推移し、原油価格の高騰や世界経済情勢の先行き不透明感は残しつつも景

気は回復基調で推移しております。 
当社を取り巻く情報サービス産業におきましては、一貫して緩やかな拡大傾向にあり、堅調に推

移しております。また、セキュリティ強化の観点から厳格な情報管理が可能なパソコン「シンクラ

イアント」（注）1の利用が広がっております。 
このような環境のもと、当社グループは「アーキテクト；ビジョンを生み出し、それを実現する

熟練者」をキーワードに、移動体通信・インターネット技術によるコンサルティング、ソフトウェ

ア開発及びシステム販売を実施して参りました。 
また、前期から引き続き行っております、大規模ブロードバンド映像配信システムの増強による

追加受注、及び運用・保守の実施をすすめてまいりました。また前述の「シンクライアント」や「ブ

レード PC」（注）2 を利用した文書管理システムや業務支援システムによって、セキュリティ強化

を図ったソリューション開発を行い、セキュリティコンサルティングサービスと共に付加価値をつ

けて提供して参りました。子会社であります株式会社 Xenlon は、従来からの着うたコンテンツの

提供などに加え、自社で運営している EC サイトをリニューアルし、堅調に推移しております。ま

た、子会社キャル株式会社は、システム運用スタッフの人材派遣業務がクライアントの運用経費削

減や内製化により縮小されましたが、一般派遣業務や土木積算業務につきましては、堅調に推移し

ました。 
しかしながら、当社グループで手掛けておりました、大型案件の販売管理システムのソリューシ

ョン開発が、クライアントのニーズや、技術動向の変化により、中止となったために、売上原価率

が上昇することとなり、経常利益・当期純利益が減少する要因となりました。 
この結果、当連結会計年度の売上高は、2,229 百万円（前連結会計年度比 37.3％減）、経常利益は

84 百万円（前連結会計年度比 77.5％減）、当期純利益は 39 百万円（前連結会計年度比 83.1％減）

となりました。 
 
（注）1シンクライアント・・・ハードディスクなどの記憶装置を搭載していない端末であるが、

機能は通常のパソコンと同じだが、データの持ち出しや、コピーができない。データの保存や文章

作成など業務ソフトを処理する機能はネットワークでつながったサーバー側で集中的に管理します。 
 
（注）2ブレード PC・・・PC を構成するための「CPU」「メモリー」「ハードディスク」など主

要な部品を、一枚のブレード（基盤）に集積し、サーバーにて管理するため、情報漏洩の防止やク

ライアントマシンの運用コスト低減などに期待されています。 
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事業区分別の売上高は、以下のとおりであります。 

【コンサルティング事業】 

当グループは、顧客企業の新規ビジネス立ち上げのための戦略的コンサルティングから新規サー

ビス企画、実験システムの構築・評価まで、顧客に対して従来に無い価値を創造・実現する総合的

な支援を行っております。当事業の連結売上高は 99 百万円、売上構成比は 4.4％となりました。 

 

【ソフトウェア開発事業】 

当社の特徴であります効率かつ高品質なサービス提供と、ダイナミックなリソースマネジメント、

問題解決のためのノウハウ展開を実践しシステムの機能向上、サービス付加等にかかるサービスの

提供を継続的に実施しております。この結果、当事業の連結売上高は 2,102 百万円、売上構成比は

94.3％となりました。 

 

【システム販売事業】 

顧客企業が各種プロジェクトを推進する際に必要なシステムおよびツールを販売・サポートを提

供しております。当期は携帯電話向けインターネットサービスとして着うたや待受画面等のコンテ

ンツ企画・ライセンシングビジネスの拡大に注力いたしました。この結果、着うたコンテンツのラ

イセンス収入等により、当事業の連結売上高は 27 百万円、売上構成比は 1.2％となりました。 

 
（２）財政状態 
 
  当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ 82 百万円減少し、1,696
百万円となりました。 

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 
 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
   当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、108 百万円の減少となりまし

た。これは主にたな卸資産の減少額 406 百万円，仕入債務の減少額 368 百万円及び法人税等の支
払 190 百万円などによるものです。 

 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
   当連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローは、73 百万円の減少となりました。

これは主に定期預金の預入による支出 100 百万円によるものです。 
 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
   当連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローは、99 百万円の増加となりました。

これは主に担保提供預金の減少額 100 百万円によるものです。 
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  当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 
 平成 18 年 2 月期 平成 19 年 2 月期 

自己資本比率（％） 70.7 86.5 
時価ベースの自己資本比率（％） 219.6 284.0 
債務償還年数（年） 0.1 ― 
インタレスト・カバレッジ・レシオ 520.8 ― 

  （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 

1． 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出し
ております。 

2． 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のう
ち利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、
連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

3． 平成１９年２月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、
営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 
（３）通期の見通し 
 

今後の見通しにつきましては、国内の経済状況は企業業績が改善基調であり、景気は回復基調で

推移すると予想され、情報サービス産業も拡大傾向にあり、堅調に推移すると予想されます。 

このような環境のもと、当社グループは親会社を含めたグループ各社の経営資源を結集し、各社

サービスメニューの共同販売、ソリューション開発やサービスの品質向上に一層努めて参ります。

また、強みであります官公庁向けの一般派遣業務や土木積算業務にリソースを集中し、確実な利益

を確保して参ります。 

当連結会計年度は前期から手掛けておりました、映像配信システムの追加受注等が来期は見込め

ないことから減収減益での予想ではありますが、新しい IT サービスの創造、新しいメディアの創出

を図るべく、有力パートナーとの協業を図りながら、親会社グループの出版メディアを活用した事

業開発を促進し、グループ間の連携シナジーを高めて参ります。 

以上のことから、連結通期の業績見通しにつきましては、連結売上高 1,431 百万円、連結経常利

益 44 百万円、連結当期純利益 22 百万円を見込んでおります。 

個別通期の業績見通しは、売上高 807 百万円、経常利益 43 百万円、当期純利益 166 百万円を見込

んでおります。 
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4．事業の概況等に関する特別記載事項 
 
以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があるものと考えられる主な

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についても、投資家の投
資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開
示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生回避及び発生し
た場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、以下の特別記載事項を慎重に
検討した上で、行われる必要があると考えられます。 
 

（１）競合関係等について 

当社は、プロジェクトごとに各分野での提携企業を技術力やコストその他の要因によって選択し
ビジネスパートナーとしておりますが、これらの企業のうち、同様の技術ノウハウをもった企業と
は競合関係になる可能性があります。 
また、今後において当社と同様なサービスを提供する企業が、新しい技術やビジネスモデル等を

用いて新規参入した場合、競争が激化する可能性があります。その結果、当社の収益性が低下し、
当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 
（２）外部環境(携帯電話の普及およびマーケット動向)に関わるリスクについて 

当社は、今後ともインターネット、移動体通信の分野に特化した事業展開を行い、インターネッ
トを利用したサービスに関するシステム構築を引き続き収益の柱の一つにする方針であります。し
かしながら市場は緩やかな成熟へと大きな構造転換点にあると考えられ、移動体通信の中核である
携帯電話市場が今後も拡大する保証はなく、当社の業績は携帯電話市場の動向に影響を受ける可能
性があります。また携帯電話サービスの今後の展開は、モバイルキャリア、移動体通信端末メーカ
ーの方針によるものであり、当社が影響を及ぼせるものではありません。従って関連サービスの変
更、当該事業からの撤退、その他何らかの理由により当社の関連するサービスの市場規模が縮小し
た場合には、当社の事業拡大や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
（３）当社の事業に関わるリスクについて 

 
①知的財産権について 
当社は積極的に知的財産の権利化をはかる方針であり、当社開発製品において複数の特許や商標

権を取得しております。しかしながら、当社が受託した業務に係る開発の成果等については、当社
の知的財産権の対象とならない場合があります。 
当社は、特許権等の知的財産権侵害にかかる通知請求や訴えを起こされた事実はありません。し

かし、将来的に当社事業に関連した特許その他の知的財産権がインターネット関連事業にどのよう
に適用されるかについて予想するのは困難であります。今後、当社関連事業に関する知的財産権（い
わゆるビジネスモデル特許を含む。以下同じ）が第三者に成立した場合、または現在すでに当社関
連技術に関して当社が認識していない知的財産権が成立している場合、当該知的財産権の所有者よ
り権利侵害に係る訴えを起こされることにより、当該知的所有権が使えないことで業務遂行に大き
な影響を及ぼしたり、当社が損害賠償義務を負う可能性があります。 

 
②システムに不具合が発生した場合の影響について 
当社は、システムの開発に際し、プログラムの不都合であるバグを無くすことは重要な課題であ

ると認識しておりますが、ハードウェア環境やプラットフォームとの相性もあり、皆無にするのは
一般的には難しいと言われております。当社はバグの発生を防止するため多数のテストを実施する
などの対策を講じ、システムの信頼性を高めることにより、顧客企業と良好な関係を築いていける
ものと考えております。 
しかしながら万一システムに不具合が生じた場合、当社は賠償責任を負う場合があり、またシス

テムの信頼性に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
 
③研究開発活動について 
当社が事業展開を図っておりますインターネットおよび移動体通信などの IT 分野は、技術革新が
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急速に変化する業界であり、IT 分野の一部については設備投資も装置産業などの業界と比較して軽
微であると考えられることから、新規事業者の参入は比較的容易であり業界内における顧客獲得競
争は激しいものと認識しております。 
当社は、アーキテクト部員が日々の提案活動を通じて得られた情報の共有化をはじめ様々な標準

化団体への参加、当社独自のシステム・ツール等の開発等を通じて、通信市場における新たなビジ
ネス・技術・システムに対応すべく研究開発活動を行っております。 
しかしながら、技術革新への当社の対応が遅れた場合、あるいは想定していない新技術が出現し

普及した場合は、当社技術の陳腐化により、今後の事業活動に支障を与える可能性があります。 
 
④ビジネスパートナーの選定に関するリスクについて 
当社はビジネスパートナーの選定においては選定先のシステム開発能力、スケジュール管理能力、

開発担当者のスキル等を総合的に勘案することで、システム開発プロジェクト全体のスケジュール
管理、品質管理、コスト管理等のマネジメントに支障が生じないよう努めております。 
しかしながら、当社が受託するシステム開発に関して当社が希望するシステム開発能力や開発担

当者のスキル等を有する企業が存在するとは限りません。また、当社の要望に添う企業が存在して
も、ビジネスパートナーとなるとは限りません。更に当社が調査した上で選定したビジネスパート
ナーが開発したシステムに修復が困難なバグ・エラーが発見された場合、または納期までにシステ
ム開発が間に合わない場合等が生じた際には、当社全体のプロジェクトマネジメントに支障をきた
すおそれがあります。 
これらのように何らかの理由により、希望するビジネスパートナーが選定できない場合またはビ

ジネスパートナーのシステム開発に問題が生じた場合には、当社の業績または当社のシステム開発
に関する信用に悪影響を及ぼすおそれがあります。 
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5．連結財務諸表等 
(１) 連結貸借対照表        

（単位：千円） 
前連結会計年度 

(平成18年２月28日現在) 
当連結会計年度 

(平成 19 年２月 28 日現在) 
区分 

金額 
構成比
（％）

金額 
構成
比 

（％）

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※1 1,878,805  1,796,136 

２ 売掛金  316,535  342,146 

３ たな卸資産  447,019  40,073 

４ 繰延税金資産  8,394  17,836 

５ その他  37,673  75,258 

   貸倒引当金  △350 △239 

   流動資産合計  2,688,076 92.2 2,271,481 93.2

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物  49,229 49,229  

   減価償却累計額  27,237 21,992  30,382 18,847 

(2) その他  62,113  60,437  

   減価償却累計額  50,672 11,441  52,407 8,029 

有形固定資産合計  33,433 1.1 26,877 1.1

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  1,835 1,200 

(2) 連結調整勘定  17,724 11,816 

(3) その他  2,444 2,344 

   無形固定資産合計  22,004 0.8 15,360 0.7

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  16,859 35,532 

(2) 繰延税金資産  45,415 28,872 

(3) その他  182,725 129,702 

 貸倒引当金  △72,673 △72,673 

   投資その他の資産合計  172,326 5.9 121,433 5.0

   固定資産合計  227,764 7.8 163,671 6.8

   資産合計  2,915,841 100.0 2,435,152 100.0
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（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成18年２月28日現在) 

当連結会計年度 
(平成 19 年２月 28 日現在) 

区分 
金額 

構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％）

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  514,771 142,696 

２ 短期借入金 ※1 40,000 40,000 

３ 未払法人税等  125,578 ― 

４ 賞与引当金  9,959 7,456 

５ 繰延税金負債  ― 1,743 

６ その他  89,739 55,528 

   流動負債合計  780,048 26.7 247,425 10.1

Ⅱ 固定負債   

１ 繰延税金負債  5,418 12,289 

２ 退職給付引当金  52,279 48,067 

   固定負債合計  57,698 2.0 60,356 2.5

   負債合計  837,746 28.7 307,782 12.6
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     （単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成18年２月28日現在) 

当連結会計年度 
(平成 19 年２月 28 日現在) 

区分 
金額 

構成比 
（％） 

金額 
構成比 
（％）

(少数株主持分)   

  少数株主持分  16,812 0.6 ― ―

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※2 983,800 33.7 ― ―

Ⅱ 資本剰余金  774,915 26.6 ― ―

Ⅲ 利益剰余金  352,963 12.1 ― ―

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

 3,503 0.1 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※3 △53,900 △1.8 ― ―

   資本合計  2,061,282 70.7 ― ―

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 

 2,915,841 100.0 ― ―

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― ― 983,800 40.4

２ 資本剰余金  ― ― 774,915 31.8

３ 利益剰余金  ― ― 392,390 16.1

４ 自己株式  ― ― △53,900 △2.2

   株主資本合計  ― ― 2,097,205 86.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 

評価差額金 
 ― ― 10,225 0.4

   評価・換算差額等合計  ― ― 10,225 0.4

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 19,939 0.9

   純資産合計  ― ― 2,127,370 87.4

   負債純資産合計  ― ― 2,435,152 100.0
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(２)連結損益計算書 

（単位：千円） 
前連結会計年度 

(自平成17年３月１日  
 至平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自平成18年３月１日  
 至平成19年２月28日) 区分 

金額 
百分比
（％）

金額 
百分比 
（％）

Ⅰ 売上高  3,556,330 100.0 2,229,566 100.0

Ⅱ 売上原価  2,789,132 78.4 1,798,563 80.7

   売上総利益  767,197 21.6 431,003 19.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※
1,2 

394,183 11.1 343,499 15.4

    営業利益  373,014 10.5 87,503 3.9

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  180 839  

２ 受取配当金  12 ―  

３ 為替差益  2,916 ―  

４ その他  1,123 4,234 0.1 1,180 2,019 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  639 633  

２ 加算税等  ― 3,958  

３ その他  8 648 0.0 77 4,669 0.2

   経常利益  376,599 10.6 84,853 3.8

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益  3,175 ―  

２ 貸倒引当金戻入益  836 4,012 0.1 226 226 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※3 2,827 155  

２ 保険解約損  ― 2,381  

３ 子会社移転費用  13,776 16,604 0.5 ― 2,536 0.1

   税金等調整前当期純利益  364,007 10.2 82,543 3.7

   法人税、住民税及び 
事業税 

 117,719 22,905  

   過年度法人税等  ― 13,319  

   法人税等調整額  13,262 130,982 3.6 8,245 44,470 2.0

少数株主損失  830 △0.0 1,354 △0.1

   当期純利益  233,856 6.6 39,426 1.8
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（３)連結剰余金計算書 

（単位：千円） 
前連結会計年度 

(自平成17年３月１日  
 至平成18年２月28日) 区分 

金額 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  774,915

Ⅱ 資本剰余金期末残高  774,915

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  119,107

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 当期純利益  233,856 233,856

Ⅲ 利益剰余金期末残高  352,963
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（４)連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

（単位：千円） 

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２月28日 残高 983,800 774,915 352,963 △53,900 2,057,779

連結会計年度中の変動額  

当期純利益 39,426  39,426

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 ― ― 39,426 ― 39,426

平成19年２月28日 残高 983,800 774,915 392,390 △53,900 2,097,205

 

（単位：千円） 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年２月28日 残高 3,503 16,812 2,078,094

連結会計年度中の変動額  

当期純利益  39,426

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

6,722 3,126 9,849

連結会計年度中の変動額合計 6,722 3,126 49,275

平成19年２月28日 残高 10,225 19,939 2,127,370
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（５)連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

当連結会計年度 
(自平成18年３月１日  
 至平成19年２月28日) 区分 

金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益  364,007 82,543 

減価償却費  12,785 7,890 

連結調整勘定償却額  5,908 5,908 

為替差損益(差益:△)  △3,187 ― 

貸倒引当金の増減額(減少:△)  △831 △110 

退職給付引当金の増減額(減少:△)  △5,419 △4,212 

受取利息及び受取配当金  △193 △839 

支払利息  639 633 

子会社移転費用  13,776 ― 

投資有価証券売却益  △3,175 ― 

固定資産除却損  2,827 155 

 売上債権の増減額(増加:△)  128,554 △29,830 

 たな卸資産の増減額(増加:△)  △364,597 406,945 

 仕入債務の増減額(減少:△)  278,577 △368,125 

 その他  △98,769 △19,283 

小計  330,902 81,675 

 利息及び配当金の受取額  193 839 

 利息の支払額  △631 △634 

 法人税等の支払額  △1,625 △190,825 

営業活動によるキャッシュ・フロー  328,839 △108,945 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出  ― △100,000 

 有形固定資産の取得による支出  △5,536 ― 

 無形固定資産の取得による支出  ― △982 

 投資有価証券の売却による収入  26,586 ― 

 その他  34,867 27,261 

投資活動によるキャッシュ・フロー  55,917 △73,720 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 担保提供預金の減少額  ― 100,000 

 長期借入金の返済による支出  △5,432 ― 

 配当金の支払額  △6 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △5,438 99,996 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  3,187 ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  382,506 △82,668 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,396,299 1,778,805 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,778,805 1,696,136 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自平成18年３月１日  
 至平成19年２月28日) 

1 連結の範囲に関

する事項 

連結子会社の数 2社 

 連結子会社名 

株式会社Ｘｅｎｌｏｎ（旧会社名 

株式会社ディーエス・インタラク

ティブ） 

キャル株式会社 

 

連結子会社の数 2社 

 連結子会社名 

株式会社Ｘｅｎｌｏｎ 

キャル株式会社 

 

2 持分法の適用に

関する事項 

非連結子会社及び関連会社はありま

せん。 

同左 

3 連結子会社の事

業年度等に関する

事項 

連結子会社の事業年度等に関する事

項は以下のとおりであります。 

株式会社Ｘｅｎｌｏｎ 

 決算日 2月末日 

 当連結期間 

 平成17年3月1日から 

 平成18年2月28日 

キャル株式会社 

 決算日 12月末日 

 当連結期間 

 平成17年1月1日から 

 平成17年12月31日 

キャル株式会社については、同社の決

算日現在の財務諸表を使用しており

ます。但し、連結決算日までの期間に

発生した重要な取引については連結

上必要な調整を行っております。 

連結子会社の事業年度等に関する事

項は以下のとおりであります。 

株式会社Ｘｅｎｌｏｎ 

 決算日 2月末日 

 当連結期間 

 平成18年3月1日から 

 平成19年2月28日 

キャル株式会社 

 決算日 12月末日 

 当連結期間 

 平成18年1月1日から 

 平成18年12月31日 

同左 

4 会計処理基準に

関する事項 

(ｲ)重要な資産の評価基準及び評価方

法 

(1) 有価証券 

   その他有価証券  

    時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本

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 

(2) たな卸資産 

  ①仕掛品 

   個別法による原価法 

②貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

 

 

(ｲ)重要な資産の評価基準及び評価方

法 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

  時価のないもの 

 同 左 

(2) たな卸資産 

①仕掛品 

同 左 

  ②貯蔵品 

同 左 

 (ﾛ)重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

(ﾛ)重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自平成18年３月１日  
 至平成19年２月28日) 

   定率法 

ただし、平成10年4月1日以降

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。 

    なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

   建物 7～18年 

   工具器具及び備品 2～15年 

 

(2) 無形固定資産 

定額法 

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売有

効期間(３年)、自社利用目的の

ソフトウェアについては、自社

における見込利用可能期間(５

年)に基づく定額法。 

 

   定率法 

ただし、平成10年4月1日以降

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。 

    なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

   建物 7～18年 

   工具器具及び備品 2～15年 

 

 (2) 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用目的のソフト

ウェアについては、自社におけ

る見込利用可能期間(５年)に基

づく定額法。 

 (ﾊ)重要な引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(2) 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。 

(ﾊ)重要な引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

 

 

(2) 退職給付引当金 

同 左 

 

 

 (3) 賞与引当金 

一部の連結子会社は従業員に

対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき当

連結会計年度負担額を計上して

おります。 

 

（3）賞与引当金 

  同 左 

 (ﾆ) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。 

 

 

(ﾆ)重要なリース取引の処理方法 

 同 左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自平成18年３月１日  
 至平成19年２月28日) 

 (ﾎ)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 

消費税等の会計処理 

 税抜方式 

(ﾎ)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 

消費税等の会計処理 

 同 左 

5 連結子会社の資

産及び負債の評価に

関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用し

ております。 

  同 左 

 

6 連結調整勘定の

償却に関する事項 

連結調整勘定の償却については、５

年間の均等償却を行っております。 

 

  同 左 

7 利益処分項目等

の取扱いに関する事

項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分について、連結会計年度中に確

定した利益処分に基づいて作成して

おります。 

 

  ＿＿＿＿＿ 

8  連結キャッシ

ュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から3ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなってお

ります。 

 

  同 左 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日) 

＿＿＿＿＿ （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「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。 

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2,107,431千円であります。 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含め

ておりました「未払法人税等」は、当連結会計年度

において負債、少数株主持分及び資本合計の総額の

100分の１を超えたため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「未払法人税等」は、2,268

千円であります。 

＿＿＿＿＿＿＿ 

 

追加情報 
前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会 平成16年２月13

日）が公表されたことに伴い、当連結会計年度から

同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割

及び資本割8,904千円を販売費及び一般管理費とし

て計上しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。 

 

＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

注記事項 
 

（連結貸借対照表関係） 
前連結会計年度 

(平成18年２月28日現在) 
当連結会計年度 

(平成19年２月28日現在) 

※１ 担保提供資産 ※１  ＿＿＿＿＿＿＿ 

   定期預金          100,000千円     

 

   当座借越契約(極度額100,000千円)を締結して

おりますが、残高はありません。 

 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式28,825株で

あります。 

 

※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式245

株であります。 

 

  ４ ＿＿＿＿＿＿＿ 

 

    

 

 

※２  ＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

※３  ＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

 ４ 当座借越契約(極度額100,000千円)を締結して

おりますが、残高はありません。 
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 (連結損益計算書関係)  

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

 

役員報酬 70,899千円 

給与手当 109,032千円 

連結調整勘定償却額 5,908千円 

賞与引当金繰入額 2,888千円 

退職給付費用 2,917千円 

支払手数料 50,591千円 

  
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

 

役員報酬 62,571千円 

給与手当 87,984千円 

連結調整勘定償却額 5,908千円 

賞与引当金繰入額 3,264千円 

退職給付費用 2,571千円 

支払手数料 42,283千円 

  
 

※２ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費 

 16,657千円 

 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 2,365千円 

工具器具及び備品 462千円 

 

 

※２ 研究開発費の総額 

   一般管理費に含まれる研究開発費 

 16,153千円 

 

※３ 固定資産除却損の内訳 

工具器具及び備品 155千円 

 

 

  

 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

１．発行済株式及び自己株式に関する事項 
  前連結会計年度末（株）  増加（株）  減少（株）  当連結会計年度末（株）

発行済株式 

  普通株式 28,825 ― ― 28,825

合計 28,825 ― ― 28,825

自己株式 

  普通株式 245 ― ― 245

合計 245 ― ― 245
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

 区分 新株予約権の内訳 

新株予約権

の目的となる

株式の種類
前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当連結会計

年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円） 

平成 14 年５月 新株予

約権 (注)2 
普通株式 72 ― 55 17 ―

平成 15 年５月 新株予

約権  (注)2 
普通株式 5 ― ― 5 ―

提出会社 

（親会社） 

平成 17 年５月 新株予

約権  
普通株式 100 ― 20 80 ―

合計 ― ― ― ― ―

(注)1. 新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものです。 
2. 権利行使の可能な新株予約権であります。 

 
３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

 
(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に記載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 1,878,805千円

担保に供している定
期預金 

△100,000千円

現金及び現金同等物 1,778,805千円

     

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に記載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 1,796,136千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△100,000千円

現金及び現金同等物 1,696,136千円
 

 

(リース取引関係) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

内容の重要性が乏しく、契約1件当たりの金額が少

額なリース取引のため連結財務諸表規則第15条の３

において準用する財務諸表等規則第8条の6第6項の

規定により記載を省略しております。 

 

同   左 
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(有価証券関係) 

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２月 28 日） 

当連結会計年度 
（平成 19 年２月 28 日） 

区分 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対

照表計上額

（千円） 

差額 

（千円） 

取得原価 

（千円） 

連結貸借対

照表計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるもの 
      

株式 6,305 16,859 10,554 6,305 35,532 29,227

小計 6,305 16,859 10,554 6,305 35,532 29,227

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えないも

の 

  

株式 ― ― ― ― ― ―

小計 ― ― ― ― ― ―

合計 6,305 16,859 10,554 6,305 35,532 29,227

 

2．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

区分 

前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28日) 

売却額 （千円） 26,586 ― 

売却益の合計額（千円） 3,175 ― 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度（自 平成17年３月1日  至 平成18年２月28日） 

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。 

 

当連結会計年度（自 平成18年３月1日  至 平成19年２月28日） 

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。 

 

 (退職給付関係) 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。 
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２．退職給付債務及びその内訳   

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(平成18年２月28日現在) 
当連結会計年度 

(平成19年２月28日現在) 

（1）退職給付債務 52,279 48,067

（2）退職給付引当金 52,279 48,067

 

３．退職給付費用の内訳 

（単位：千円） 

 前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 

  至 平成19年２月28日) 

退職給付費用 9,978 8,199

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付債務の計算方法として、退職給付会計に関する実務指針（会計制度委員会報告第13号）に定める簡

便法に基づき、会社規程による自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を採用しております。 

 

(ストックオプション等関係) 

EDINETによる開示を行うため、記載を省略しております。 
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 (税効果会計関係) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

繰延税金資産 

 未払事業税 11,014千円

 税務上の繰越欠損金 59,369千円

退職給付引当金 20,405千円

 投資有価証券評価損 7,200千円

貸倒引当金 29,449千円

ソフトウェア除却損 648千円

その他 6,809千円

 繰延税金資産小計 134,897千円

評価性引当額 △79,400千円

 繰延税金資産合計 55,497千円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △4,221千円

 特別償却準備金 △1,197千円

 プログラム等準備金 △1,687千円

 繰延税金負債合計 △7,106千円

繰延税金資産の純額 48,390千円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

流動資産―繰延税金資産 8,394千円

固定資産―繰延税金資産 45,415千円

固定負債―繰延税金負債 △5,418千円

 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

繰延税金資産 

 賞与引当金限度超過額 3,027千円

 仕掛品 14,353千円

 税務上の繰越欠損金 74,378千円

退職給付引当金 19,631千円

貸倒引当金 14,752千円

その他 1,962千円

 繰延税金資産小計 128,106千円

評価性引当額 △80,674千円

 繰延税金資産合計 47,432千円

繰延税金負債 

未収事業税 △1,743千円

その他有価証券評価差額金 △11,690千円

 特別償却準備金 △598千円

 プログラム等準備金 △723千円

 繰延税金負債合計 △14,755千円

繰延税金資産の純額 32,676千円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

流動資産―繰延税金資産 17,836千円

固定資産―繰延税金資産 28,872千円

流動負債―繰延税金負債 △1,743千円

固定負債―繰延税金負債 △12,289千円

 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間の差異の原因となった主な項目別

の内訳 

法定実効税率 40.0％

(調整) 

連結調整勘定償却 0.6％

住民税均等割等 0.8％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％

評価性引当金増減額 △5.6％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.0％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との間の差異の原因となった主な項目別

の内訳 

法定実効税率 40.0％

(調整) 

連結調整勘定償却 2.9％

住民税均等割等 3.4％

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.8％

評価性引当金増減額 1.5％

その他 3.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.9％
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(セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成17年３月 1日  至 平成18年２月28日） 

 
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

事業（千円） 

ソフトウェア

開発事業 

（千円） 

システム販

売事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売 上 高 及 び

営業損益 

      

（1）外部顧客に

対 す る 売

上高 

237,703 3,286,178 32,448 3,556,330 ― 3,556,330 

（2）セグメント間

の 内 部 売

上 高 又 は

振替高 

― 115,056 ― 115,056 (115,056) ― 

計 
237,703 3,401,234 32,448 3,671,387 (115,056) 3,556,330 

営業費用 185,869 2,917,651 25,598 3,129,120 54,196 3,183,316 

営業利益 51,834 483,582 6,849 542,267 (169,252) 373,014 

Ⅱ資産、減価償

却 費 及 び 資 本

的支出 

資産 

減価償却費 

資本的支出 

 

 

 

48,106 

162 

― 

1,956,471

3,777

4,905

21,225

2,607

―

2,025,803

6,546

4,905

 

 

 

890,037 

6,238 

631 

 

 

 

2,915,841 

12,785 

5,536 

（注）１．事業区分の方法 

          事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

    

2．各事業区分の主要な役務提供内容 

事業区分 主要サービス 

コンサルティング事業 コンサルティング、調査 

ソフトウェア開発事業 システムインテグレーション・サービス、受託ソフトウェア開発 

システム販売事業 ソフトウェアプロダクト販売 

    

3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 179,252 千円であり、その主なも

のは、提出会社本社の管理部門に係る費用であります。 

 

4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 890,037 千円であり、その主なものは、提出会

社本社での余剰運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。 

 

5. 追加情報に記載のとおり、当連結会計年度より法人事業税の付加価値割及び資本割を販売費及び一般管理

費として計上しております。この結果、営業費用が、「ソフトウェア開発事業」について 3,441 千円、「消去または

会社」について 5,463 千円増加し、営業利益が同額減少しております。 
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当連結会計年度（自 平成 18 年３月 1 日  至 平成 19 年２月 28 日） 

 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

事業 

（千円） 

ソフトウェア

開発事業 

（千円） 

システム販

売事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売 上 高 及 び

営業損益 

      

（1）外部顧客に

対 す る 売

上高 

99,174 2,102,723 27,667 2,229,566 ― 2,229,566 

（2）セグメント間

の 内 部 売

上 高 又 は

振替高 

― 71,220 ― 71,220 (71,220) ― 

計 
99,174 2,173,943 27,667 2,300,786 (71,220) 2,229,566 

営業費用 83,896 1,970,854 17,228 2,071,979 70,083 2,142,063 

営業利益 15,278 203,089 10,439 228,807 (141,303) 87,503 

Ⅱ資産、減価償

却 費 及 び 資 本

的支出 

資産 

減価償却費 

資本的支出 

 

 

 

19,441 

76 

― 

1,250,699

2,964

982

42,725

10

―

1,312,865

3,051

982

 

 

 

1,122,287 

4,839 

― 

 

 

 

2,435,152 

7,890 

982 

（注）１．事業区分の方法 

          事業は、事業の種類の類似性を考慮して区分しております。 

    

2．各事業区分の主要な役務提供内容 

事業区分 主要サービス 

コンサルティング事業 コンサルティング、調査 

ソフトウェア開発事業 システムインテグレーション・サービス、受託ソフトウェア開発 

システム販売事業 ソフトウェアプロダクト販売 

    

3．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 151,507 千円であり、その主なも

のは、提出会社本社の管理部門に係る費用であります。 

 

4．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 1,122,287 千円であり、その主なものは、提出会

社本社での余剰運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。 
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２．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成 17 年３月 1 日  至 平成 18 年２月 28 日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成 18 年３月 1 日  至 平成 19 年２月 28 日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成 17 年３月 1 日  至 平成 18 年２月 28 日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成 18 年３月 1 日  至 平成 19 年２月 28 日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

(関連当事者との取引) 

前連結会計年度（自 平成 17 年３月 1 日  至 平成 18 年２月 28 日） 

（1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 

会社

等の

名称 

住所
資本金

（千円） 
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）

役員 
小林

仁幸 
― ― 

当社 

代表取締役 

テクノネット㈱

代表取締役 

（被所有）

直接 

22.1 

― ― 

機器

購入

(注)2

177,000 ― ―

（注）１． 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 ２． 役員が第三者の代表者として行った取引であり、価格等は一般取引条件によっております。 

 

当連結会計年度（自 平成 18 年３月 1 日  至 平成 19 年２月 28 日） 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

１株当たり純資産額 72,123 円 24 銭 

１株当たり当期純利益 8,182 円 51 銭 
１株当たり純資産額 73,737 円 97 銭 

１株当たり当期純利益 1,379 円 52 銭 
潜在株式調整後 

1 株当たり当期純利益 8,174 円 50 銭 

潜在株式調整後 

1 株当たり当期純利益 1,378 円 99 銭 

  

(注) 算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

1．１株当たり純資産額 

 前連結会計年度末 
(平成18年２月28日現在) 

当連結会計年度末 
(平成19年２月28日現在) 

純資産の部の合計額（千円） ― 2,127,370 

純資産の部の合計額から控除する金額 
(千円) ― 19,939 

（うち少数株主持分） (―) (19,939)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) ― 2,107,431 

１株当たり純資産額の算定に用いら 
れた普通株式の数(株) ― 28,580 

 
2．1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 
 前連結会計年度 

(自 平成17年３月１日 
 至 平成18年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

当期純利益（千円） 233,856 39,426 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 233,856 39,426 

普通株式の期中平均株式数（株） 28,580 39,426 

普通株式増加数（株） 28 11 

（うち新株予約権） （28） （11）

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１種類（新株予約権

の数 17 個）。 

 

 

 (重要な後発事象) 

該当事項はありません。
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(生産、受注及び販売の状況) 

１．生 産 実 績 

当社の業務は、コンサルティング事業、ソフトウェア開発事業およびシステム販売事業であるため、生産に該当する事項は

ありません。 

２．受 注 実 績 

 (単位：千円) 
前連結会計年度 

（自平成 17 年 3月 1日 

  至平成 18 年 2月 28 日） 

当連結会計年度 

（自平成 18 年 3月 1日 

  至平成 19 年 2月 28 日） 

増 減 

           期  別 

 

 

区  分 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

コンサルティング事業 251,933 26,410 94,260 21,496 △157,673 △4,914

ソフトウェア開発事業 3,903,476 1,068,220 1,428,097 436,526 △2,475,379 △631,693

システム販売事業 30,155 1,984 26,463 779 △3,692 △1,204

合    計 4,185,565 1,096,614 1,548,821 458,802 △2,636,744 △637,812

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。    

 

３．販 売 実 績 

 (単位：千円) 

              期   別 

 

区 分 

前連結会計年度 

（自平成 17 年 3月 1日 

  至平成 18年 2月 28日） 

当連結会計年度 

（自平成 18 年 3月 1日 

  至平成19年2月28日） 

増 減 

コンサルティング事業 237,703 99,174 △138,529

ソフトウェア開発事業 3,286,178 2,102,723 △1,183,454

システム販売事業 32,448 27,667 △4,780

合    計 3,556,330 2,229,566 △1,326,764

（注） 1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。    

 2.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
(単位：千円) 

前連結会計年度 

（自平成 17 年 3月 1日 

  至平成 18年 2月 28 日） 

当連結会計年度 

（自平成 18 年 3月 1日 

  至平成 19 年 2月 28 日） 

             期   別 

 

 

相手先 
販売高 割合(%) 販売高 割合(%) 

シスコシステムズキャピタル株式会社 1,426,955 40.1 498,062 22.3 

株式会社USEN 269,957 7.6 189,583 8.5 

ソフトバンクモバイル株式会社 
（旧社名 ボーダフォン株式会社） 

149,279 4.2 399,062 17.9 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


