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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 242 0.9 △94 － △94 － △100 －

18年３月期 240 16.0 △59 － △30 － △775 －

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △2,420 29 －  △17.1 △14.6 △39.1

18年３月期 △18,707 07 －  △75.6 △2.7 △24.9

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(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

19年３月期 604 536 88.8 12,942 27

18年３月期 689 638 92.7 15,411 09

（参考）自己資本 19年３月期 536百万円 18年３月期 638百万円

(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

19年３月期 △32 △9 △4 263

18年３月期 △50 218 △4 310

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － － － － －

19年３月期 － － － － － －

20年３月期（予想） － － － － － －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 128 △14.9 △17 － △17 － △19 － △466 26

通期 291 20.1 11 － 11 － 2 － 58 87
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、25ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 41,489株 18年３月期 41,459株

②　期末自己株式数 19年３月期 －株 18年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因により大

きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について

は、３ページ「１．経営成績　(1) 経営分析」をご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当期におけるわが国経済は、引き続き緩やかな景気回復基調が続いております。企業収益は改善しており、企業の

設備投資は増加しております。また、労働者の雇用情勢は厳しさが残るものの改善しており、今後は、国内民間需要

に支えられ、この状況が続くと思われます。一方、原油価格の動向が不透明なため、今後の景気に与える影響が懸念

されます。

　このような経済状況下において、当社は、売上高の大幅な増加による早期の黒字化達成を目標におき、販売スタッ

フの増員や新たな販売拠点の開設など既存事業の大掛かりなインフラ整備を行い、また第４の事業として不動産媒介

事業を正式に立ち上げるなど、販売基盤の強化に取り組みました。

　しかしながら、パッケージソフトウェア事業・ネットワークソリューション事業の販売不振が響き、当期における

売上高は242,705千円（前年同期比0.9％増）と微増に留まったため、通常の費用に加え、上記の販売基盤の強化にか

かった費用を吸収することができず、営業損失94,876千円（前年同期は59,974千円の損失）、経常損失94,463千円（前

年同期は30,008千円の損失）、当期純損失100,389千円（前年同期は775,202千円の損失）と大幅な赤字を計上いたし

ました。

　次期については、景気回復基調の継続により、企業の設備投資が増加し、システムの導入による業務の合理化や新

しいオペレーションシステムへの対応など、当社の主力事業であるソフトウェア関連事業への需要は高まっていくも

のと予想されます。また、一方で競合他社との競争激化やそれに伴う受注価格の下落など、より厳しい状況も予想さ

れます。

　このような状況下で、当社はソフトウェア関連事業においては、既存顧客への積極的な受注活動による安定した売

上を確保できる体制作りに注力し、また不動産媒介事業については、将来の事業基盤の強化に注力してまいります。

　さらに、並行して経費節減や業務の合理化にも着手し、赤字体質からの脱却を図ってまいります。　

　なお、次期の業績見通しにつきましては、売上高291百万円、営業利益11百万円、経常利益11百万円、当期純利益２

百万円を見込んでおります。

　事業の種類別業績は、以下の通りとなりました。

①　パッケージソフトウェア事業

　当期より、ドキュメント系ソフト中心の大手販社との連携による販売活動を展開するとともに、新規取引販社の

開拓やＤＭならびに大規模展示会への参加等による積極的な新規顧客の開拓を行いましたが、販売力不足等により

成約数が伸びず、売上高が前年同期を下回り、加えて中間期以降ネットワークソリューション事業の販売スタッフ

を当事業に移管したため、結果大幅な損失を計上いたしました。当事業の業績は、売上高155,940千円（前年同期比

4.2％減）、営業損失71,082千円（前年同期は13,562千円の損失）となりました。

②　受託開発事業

　当期納品した新規顧客からの受託案件23,300千円の売上計上時期に関して、その後の作業状況から勘案し、来期

以降に変更せざるを得なくなったため、売上高が前年同期に比べ大幅に落ち込んでしまい、結果損失を計上いたし

ました。当事業の業績は、売上高32,524千円（前年同期比30.0％減）、営業損失4,130千円（前年同期は2,090千円

の利益）となりました。

③　ネットワークソリューション事業

　当期より、産業廃棄物処理業者と不動産開発業者をターゲットに、積極的に受注活動を展開したものの、商談に

費やす期間が長く、売上高は伸び悩み、加えて粗利率が低いため、販売費及び一般管理費を吸収できず、大幅な損

失を計上しております。当事業の業績は、売上高28,162千円（前年同期比10.1％減）、営業損失30,274千円（前年

同期は48,502千円の損失）となりました。

 　 ④　不動産媒介事業

　当期より、正式に同事業を開始し、媒介成立数は少なかったものの、粗利率が高く、販売費及び一般管理費が非

常に少なかったため、利益を計上しております。当事業の業績は、売上高26,078千円、営業利益10,610千円となり

ました。
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(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

　当期末における流動資産の残高は、315,041千円であり、その主な内訳は、現金及び預金263,186千円、売掛金23,105

千円、仕掛品21,074千円であります。

（固定資産）

　当期末における固定資産の残高は、289,914千円であり、その主な内訳は、投資有価証券178,395千円、建物61,352

千円、土地30,953千円であります。

（流動負債）

　当期末における流動負債の残高は、58,493千円であり、その主な内訳は、前受金25,536千円であります。

（固定負債）

　当期末における固定負債の残高は、9,500千円であり、その内訳は、長期借入金9,500千円であります。

（純資産）

　当期末における純資産の残高は、当期純損失100,389千円等により、536,962千円となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

　当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末より47,138千円減少し、263,186千円とな

りました。なお、当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下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32,953千円（前年同期は50,699千円の使用）となりました。これは主に税引前当期

純損失が95,967千円（前年同期は772,270千円の損失）計上されたこと及び減価償却費、たな卸資産の増加額、前受金

の増加額ならびに未収入金の減少等によるものです。

（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9,851千円（前年同期は218,668千円の取得）となりました。これは主に投資有価証

券の償還による収入及び投資有価証券の取得による支出ならびに有形固定資産の取得による支出等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は4,333千円（前年同期は4,856千円の使用）となりました。これは主に長期借入金の

返済による支出によるものです。

③　キャッシュ・フロー指標のトレンド

 平成18年３月期 平成19年３月期 

株主資本比率（％） 92.7 88.8

時価ベースの自己資本比率（％） 336.7 129.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － －

（注）１．各指標は、以下の算式により算出しております。

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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

２．株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式総数により計算しております。

３．平成18年３月期及び平成19年３月期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバ

レッジ・レジオについては、ともに営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主に対する利益還元とともに、企業体質の強化及び将来の事業展開のための内部留保にも配慮した利益

配分を基本方針に考えておりますが、ここ数年赤字経営が続いており、多額の繰越損失残で株主への利益還元ができ

ない状況となっております。よって、当面は利益に関しては、繰越損失残の補填に充当する所存です。

(4）事業等のリスク

親会社等との関係に関する事項

①　株式会社コマーシャル・アールイーとの資本関係等について

　本決算短信提出日現在において、同社は当社発行済株式数の19.92％を所有しており、当社は同社グループのグ

ループ企業として、人材面、営業面、財務面など広範囲に亘る支援を受けながら、自律的な業績回復を達成してい

く予定にしておりますが、同社グループの今後の経営方針次第で、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性がありま

す。

②　株式会社コマーシャル・アールイーとの人的関係について

　本決算短信提出日現在における当社の役員４名のうち、同社の役員または従業員を兼ねる者は２名であり、その

者の氏名及び当社及び同社における役職は次のとおりであります。

当社における役職 氏名 株式会社コマーシャル・アールイーにおける役職

取締役（非常勤） 甲斐田　啓二 代表取締役社長

取締役（非常勤） 廣沢　咲織 管理本部総務人事部長

　（注）　取締役（非常勤）は、当社の経営に関する助言を得るために当社が招聘したものであります。

組織に関する事項

小規模組織での管理体制について

　当社は、本決算短信提出日現在取締役４名、従業員37名と組織が小さく、内部管理体制もこのような規模に応じた

ものとなっております。

　当社では、今後業容の拡大または会社法への対応による従業員の増加が考えられます。その際、内部管理体制の整

備も同時に図っていく考えではありますが、従業員数の増加に対して内部管理体制の構築が順調に進まなかった場合

は、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

パッケージソフトウェア事業に関する事項

①　特定の取引先への高い依存度について

　パッケージソフトウェア事業における製品の販売については、株式会社リコーを中心とした特定大手販社数社の

代理店販売が軸となっております。ここ近年株式会社リコーを経由した売上高は大幅に下がっており、パッケージ

ソフトウェア事業の売上高減の大きな要因となっております。当社では、売上高の安定化を図るため、ここ近年新

しい販売網を構築するための試みを行い、ようやく当期に福西電機株式会社との販売代理店契約を締結するなど、

下地作りもできてきましたが、株式会社リコーに対する売上高は、依然当社の全売上高の30％以上を占めておりま

す。このため今後も、同社の経営方針次第で、当社の売上高に大きく影響を及ぼす可能性があります。当該リスク

を回避するために、取り組みを引き続き行っていく所存ですが、当該リスクを完全に回避できる保証はありません。

②　新製品の投入時期について

　当社では、今後パッケージソフトウェアの売上回復のため、新製品の開発強化に取り組む方針です。その際、新

製品の投入時期は社内で慎重に検討して決めておりますが、投入時期を誤った場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

③　販売価格の変動について

　現在、製品の販売価格については、競合他社の製品を基準に決定しておりますが、年々他社との価格競争等によ

り、下降傾向にあります。今後もこの傾向が続く場合、当社の売上高に大きく影響を及ぼす可能性があります。
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④　ドキュメント処理システムの競合について

　スキャナで読み込んだ文書イメージに文字や数値を打ち込むドキュメント処理システムの競合製品は多くはあり

ません。しかし、ドキュメント処理システムの対象マーケットは今後も拡大していくことが予想されるため、競合

他社の参入が十分に考えられます。今後類似の製品が発売された場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

⑤　積算見積システムの競合について

　積算見積システムは多くのソフトウェア開発会社が参入しており、非常に競争が激化している分野です。当社と

いたしましては業界内でのシェアを高めるための施策として、自社サポートセンターによる顧客サービスの向上、

バージョンアップ等のソフトウェア開発の強化に取り組んでいく予定ですが、ソフトウェア開発業界は技術革新の

スピードが速く、それに応じて業界標準及び利用者のニーズが急速に変化するため、新製品も相次いで登場してい

ます。これらの新たな業界標準となる技術への対応が遅れた場合、当社の提供する製品、及び今後提供を予定して

いる設備等が陳腐化、不適応化し、競合他社に対する競争力の低下を招く可能性があり、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

受託開発事業に関する事項

①　工数等の見積について

　受託開発事業においては、案件ごとの受注金額が受注段階で固定されるため、開発に必要な人数や時間（工数）、

その他付随費用などの見積書作成時に、ＳＥが計算を誤った場合、予定した利益が出ず、当社の業績に影響を及ぼ

す場合があります。

②　工程管理について

　受注したシステム開発の作業工程管理が十分でなかった場合、開発担当者のスキル不足等が原因で見積った工数

を大幅に超過し、予定した利益が出ず、当社の業績に影響を及ぼす場合があります。

③　検収時期の遅延等による業績への影響について

　当社では、受注開発事業に関する売上高を発注元の検収があった時点で計上しております。従って、規模が大き

い受託開発案件等において、納品の遅れや仕様の変更により、検収時期が遅れた場合には、当社の業績に影響を及

ぼす場合があります。

不動産媒介事業に関する事項

　現在、当社では資金面等のリスクを考慮して、同事業を行っておりますが、今後収益確保のため、収益の高い不

動産案件があった場合、媒介以外の取引を行う可能性があります。その際の取引時点でのリスク対策には細心の注

意を払いますが、当社の業績及び資金面において影響を及ぼす可能性があります。

人材に関する事項

①　人材の確保について

　当社では、今後もパッケージソフトウェア開発の製品強化やシステムの受託開発を行っていくため、より優秀な

開発人員の確保を必要といたします。その際、さらなる人件費の増加が見込まれます。また、逆に確保できない場

合は、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

②　開発要員のスキルについて

　当社では、業務用のパッケージソフトウェアを開発しております。開発にあたってはオペレーションシステムや

プログラミング言語、ＩＴの知識等が必要となるため、開発要員には定期的に研修等参加させスキルアップを図っ

ておりますが、今後の技術革新等に対応できない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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投資有価証券に関する事項

　現在、ＡＯＳテクノロジーズ株式会社の非上場株式を1,800株保有しており、市場での売買取引が行えない状況です。

前期に投資有価証券評価損729,000千円を計上しておりますが、帳簿価格が171,000千円残っており、今後、同株式の

評価額が当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

品質に関する事項

　当社が提供する製品及び当該製品に係わる技術サポートや受託開発等において、当社に責務のある原因で不具合（誤

作動・バグ・納期遅延等）が生じた場合、損害賠償責任の発生やエンドユーザーの当社に対する信頼喪失により、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

その他

①　パッケージソフトウェアにかかる知的財産権について

　当社のパッケージソフトウェアのほとんどが、情報処理推進機構の特定プログラム制度に採択されており、「プ

ログラムの著作物に係わる登録の特例に関する法律」に基づき登録されております。登録製品については、知的財

産権により保護されておりますが、未登録製品については、知的財産権により保護されておりません。製品の技術

が不正に利用されたり、第三者が独自に類似製品を作成することがありえます。当社は、不正競争防止法、その他

の関連法規及び契約の組み合わせにより、これらの製品に関する知的財産権の保護に努める所存ですが、十分に保

護できない可能性があります。

②　システムダウンについて

　当社ではコンピュータ・システムのバックアップにより災害対策を講じておりますが、地震や水害等の大規模広

域災害、火災等の地域災害、コンピュータ・ウイルス、電力供給の停止、通信障害、通信事業者に起因するサービ

スの中断や停止等現段階では予測不可能な事由により、当社の財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　ストック・オプションについて

　当社は、ストック・オプション制度を採用しており、役員及び従業員の業績向上に対する意識や士気を高めるこ

とを目的として、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権方式による新株予約権、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を付与しております。提出日現在における新株予約権による潜在株式総数は

1,431株であり、発行済株式総数41,489株に対する割合は3.44％であります。

　当社は、今後も上記目的や優秀な人材確保のために、同様にストック・オプション制度を継続して実施していく

可能性があります。このため、将来においてこれらのストック・オプションが行使された場合、当該株式価値の希

薄化が生じる可能性があります。

　また、今後新たなストック・オプションの付与に伴う費用計上化により、当社の業績に影響を与える可能性があ

ります。
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２．企業集団の状況
　当社は、創業以来20年間業務用パッケージソフトウェアの企画・開発・販売・保守までの一連の業務やシステムの

受託開発などソフトウェア開発・販売会社として社会に貢献してまいりました。また、近年では収益構造の改革のた

め、ネットワークソリューション事業や不動産媒介事業にも着手しており、幅広い事業展開を行っております。

　事業内容と当社の当該事業における位置付けは以下のとおりであります。

(1）パッケージソフトウェア事業

　建設業、中でも建築・土木工事業や電気・管設備工事業等に特化した積算・見積システムをはじめ、あらゆる業界

業種で活用されているドキュメント処理システム（定型様式へのテキストデータや画像データの印字当て打ち・文書

管理）のパッケージソフトウェアの企画・開発・販売を全国規模で展開しております。

　また、顧客へのサービスを充実させるため、パッケージソフトウェアの操作指導（スクール）やサポートセンター

による既存ユーザーへの電話での操作指導やバージョンアップ案内等の保守にも積極的に力を入れております。

(2）受託開発事業

　当初、長崎県の「電子県庁システム」に携わる形でスタートした同事業でしたが、徐々にその需要は増えており、

同システムの改修作業や当社のグループ会社である株式会社コマーシャル・アールイーの社内基幹システムの改修作

業等、以前納品した発注元からの継続案件に加え、近年では他の企業からの新規開発案件やパッケージソフトのカス

タマイズ等にも積極的に着手しております。

(3）ネットワークソリューション事業

　出資先のＡＯＳテクノロジーズ株式会社との業務提携により、ネットワーク監視カメラシステムを中心としたハー

ドウェア販売を行っております。本事業とパッケージソフトウェア事業の顧客共有による売上面での相乗効果を目指

しております。

  (4）不動産媒介事業

  昨年、試験的に実施しておりました土地・建物等の不動産の媒介に関して、組織体制の整備を行い、当期より本格

的に事業として立ち上げております。

［事業系統図］

　当社の事業系統図は以下のとおりであります。

 

ユーザー 

ユーザー 
㈱ｺﾏｰｼｬﾙ・ 
ｱｰﾙｲｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 
長崎県庁 

パッケージ 
ソフトウェア事業 

受託開発事業 

㈱ビジネス・ワン 

販売提携先 
㈱リコー 
㈱大塚商会等 

販売 

販売 

ネットワーク 
ソリューション事業 

システムの 
受託開発 

業務提携先 
AOSﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱ 

仕入 

ユーザー 

販売 

不動産媒介事業 

売主 買主 

売買 

媒介 媒介 
手数料 

媒介 
手数料 

※ネットワークソリューション事業については、事業としての収益性が悪く、改善が見込めないため、中間期以降休

止状態にしております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「技術力の向上」、「提案力の向上」、「業務効率と正確さの向上」の３つの向上を会社経営の基本方針

とし、市場の声を取り入れた製品作り、お客様の視点に立った最適なシステム提案を常に心がけ、社内業務における

無駄と非効率を省き、スピーディな対応ができる組織体制作りと工夫を行ってまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社といたしましては、売上高成長率110％，売上高経常利益率５％を恒常的に達成することを中長期的な主たる経

営指標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社の中長期的な経営戦略として、各企業の業務改善を目的とした受託開発システムの獲得による売上高の拡大が

最重要と認識しております。そのための人材育成及び確保により、レベルの高いシステム開発と提案力の高い営業活

動を目指します。また、パッケージソフトウェア販売においては現在数万社存在するエンドユーザーの抱え込みに注

力し、定期的な新ソフトの開発と販売により、安定した売上高の計上ができる体制作りを考えております。

　さらに、当期より立ち上げた不動産媒介事業を軌道にのせ、３事業体制による恒常的に利益を出せる会社作りを目

指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社の当面の対処すべき課題は、ここ数年の継続的な赤字体質からの早期脱却と位置づけております。

　このため、当社は売上高の大幅な増加による早期の黒字化達成を当期の目標におき、販売基盤の強化に取り組みま

したが、結果的に売上高が伸びず、大幅な赤字を計上し、12月には代表取締役社長が引責辞任いたしました。

　今後は、新体制の下、積極受注による売上高の増加を目指すと同時に、経費節減を行い、また管理体制の強化によ

り無駄をなくし、企業体質の改善と合理化を進め、上記課題の解消に努めてまいります。

(5）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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４．財務諸表
(1）貸借対照表

第19期
（平成18年３月31日）

第20期
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   310,325   263,186   

２．受取手形  ※２  1,492   156   

３．売掛金   26,236   23,105   

４．有価証券   10,019   －   

５．原材料   5,631   3,789   

６．仕掛品   7,912   21,074   

７．前払費用   1,397   1,268   

８．未収入金   38,424   2,340   

９．未収還付税金   68   －   

10．その他   405   169   

11．貸倒引当金   △50   △50   

流動資産合計   401,864 58.3  315,041 52.1 △86,823

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物 ※１ 74,277   75,700    

減価償却累計額  11,031 63,245  14,347 61,352   

(2）車両運搬具  3,438   －    

減価償却累計額  1,518 1,919  － －   

(3）工具器具備品  21,518   23,245    

減価償却累計額  15,263 6,254  16,336 6,908   

(4）土地 ※１  30,953   30,953   

有形固定資産合計   102,373 14.8  99,214 16.4 △3,158

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   7,794   8,864   

(2）ソフトウェア仮勘定   217   173   

(3）電話加入権   84   84   

無形固定資産合計   8,096 1.2  9,121 1.5 1,025
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第19期
（平成18年３月31日）

第20期
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   175,888   178,395   

(2）長期前払費用   395   163   

(3）敷金   198   2,409   

(4）保証金   600   610   

投資その他の資産合計   177,081 25.7  181,577 30.0 4,496

固定資産合計   287,550 41.7  289,914 47.9 2,363

資産合計   689,414 100.0  604,955 100.0 △84,459

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   4,261   1,501   

２．１年以内返済予定長期
借入金

※１  5,500   6,500   

３．未払金   3,656   5,466   

４．未払費用   3,949   4,059   

５．未払法人税等   3,394   5,870   

６．未払消費税等   4,207   486   

７．繰延税金負債   8   －   

８．前受金   2,179   25,536   

９．預り金   721   1,835   

10．賞与引当金   6,442   6,336   

11．受注損失引当金   －   900   

流動負債合計   34,321 5.0  58,493 9.7 24,171

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  16,000   9,500   

２．繰延税金負債   164   －   

固定負債合計   16,164 2.3  9,500 1.5 △6,664

負債合計   50,486 7.3  67,993 11.2 17,506
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第19期
（平成18年３月31日）

第20期
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  789,020 114.4  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

資本準備金  634,120   －    

資本剰余金合計   634,120 92.0  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

当期未処理損失  784,468   －    

利益剰余金合計   △784,468 △113.7  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※５  255 0.0  － － －

資本合計   638,928 92.7  － － －

負債資本合計   689,414 100.0  － － －
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第19期
（平成18年３月31日）

第20期
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  789,634 130.5 －

２．資本剰余金         

資本準備金  －   634,734    

資本剰余金合計   － －  634,734 104.9 －

３．利益剰余金         

その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   △884,857    

利益剰余金合計   － －  △884,857 △146.2 －

株主資本合計   － －  539,512 89.2 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価　
差額金

  － －  △2,550 △0.4 －

評価・換算差額等合計   － －  △2,550 △0.4 －

純資産合計   － －  536,962 88.8 －

負債純資産合計   － －  604,955 100.0 －
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(2）損益計算書

第19期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   240,556 100.0  242,705 100.0 2,148

Ⅱ　売上原価   81,726 34.0  88,162 36.3 6,435

売上総利益   158,830 66.0  154,543 63.7 △4,287

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  10,562   11,460    

２．給与手当  59,572   72,620    

３．法定福利費  10,252   11,324    

４．賞与引当金繰入額  3,035   2,896    

５．貸倒引当金繰入額  50   －    

６．旅費交通費  12,485   16,423    

７．手数料  20,369   26,473    

８．研究開発費 ※１ 41,051   39,244    

９．減価償却費  6,222   6,792    

10．その他  55,201 218,804 90.9 62,183 249,419 102.8 30,614

営業損失   59,974 △24.9  94,876 △39.1 34,901

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  24   181    

２．受取配当金  610   83    

３．有価証券利息  204   92    

４．受取手数料 ※２ 37,681   －    

５．投資有価証券売却益  11,087   154    

６．還付加算金  5   －    

７．匿名組合分配金  7,189   －    

８．台風損害保険金  －   289    

９．雑収入  20 56,824 23.6 408 1,208 0.5 △55,615

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,012   292    

２．新株発行費  78   －    

３．支払手数料  25,766   －    

４．和解金  －   360    

５．雑損失  － 26,858 11.2 143 796 0.3 △26,062

経常損失   30,008 △12.5  94,463 △38.9 64,455
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第19期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

固定資産売却益 ※３ － － － 55 55 0.0 55

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※４ －   323    

２．固定資産除却損 ※５ 898   235    

３．減損損失 ※６ 11,727   －    

４．関係会社株式清算損  637   －    

５．投資有価証券評価損  729,000 742,262 308.5 1,000 1,559 0.6 △740,703

税引前当期純損失   772,270 △321.0  95,967 △39.5 △676,303

法人税、住民税及び事
業税

 2,932   4,422    

法人税等調整額  － 2,932 1.2 － 4,422 1.8 1,490

当期純損失   775,202 △322.2  100,389 △41.3 △674,813

前期繰越損失   9,265   －   

当期未処理損失   784,468   －   
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売上原価明細書

第19期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  20,717 16.2 27,280 18.7  

Ⅱ　労務費  85,047 66.5 87,293 60.0  

Ⅲ　経費 ※１ 22,031 17.3 30,929 21.3  

当期総製造費用  127,795 100.0 145,503 100.0 17,707

期首仕掛品たな卸高  5,220  7,912   

合計  133,016  153,415  20,399

期末仕掛品たな卸高  7,912  21,074   

他勘定振替高 ※２ 43,377  44,178   

売上原価  81,726  88,162  6,435

　（注）　原価計算の方法としては、パッケージソフトウェアについては、単純総合原価計算、受託開発については個別

原価計算を採用しております。

※１．主な内訳は次のとおりであります。

項　目
第19期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

外注費（千円） 7,460 5,164

減価償却費（千円） 9,053 6,377

手数料（千円） － 8,485

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項　目
第19期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

研究開発費（千円） 41,051 39,244

その他（千円） 2,325 4,933

合　計（千円） 43,377 44,178
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(3）株主資本等変動計算書

第20期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有価証券評
価差額金資本

準備金
資本剰余
金合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日残高（千円） 789,020 634,120 634,120 △784,468 △784,468 638,673 255 638,928

当期中の変動額         

新株の発行 613 613 613 － － 1,227 － 1,227

当期純損失 － － － △100,389 △100,389 △100,389 － △100,389

株主資本以外の項目の当期中の
変動額（純額）

－ － － － － － △2,805 △2,805

当期中の変動額合計(千円） 613 613 613 △100,389 △100,389 △99,161 △2,805 △101,966

平成19年３月31日残高（千円） 789,634 634,734 634,734 △884,857 △884,857 539,512 △2,550 536,962
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(4）キャッシュ・フロー計算書

第19期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

    

税引前当期純損失  △772,270 △95,967  

減価償却費  15,276 13,170  

減損損失  11,727 －  

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 58 △106  

貸倒引当金の減少額  △162 －  

受注損失引当金の増加額
（△減少額）

 △3,700 900  

受取利息及び配当金  △840 △264  

支払利息  1,012 292  

新株発行費  78 －  

固定資産売却益  － △55  

固定資産売却損  － 323  

固定資産除却損  898 235  

投資有価証券売却益  △11,087 △154  

投資有価証券評価損  729,000 1,000  

関係会社清算損  637 －  

売上債権の減少額  19,803 4,467  

たな卸資産の増加額  △5,167 △11,320  

仕入債務の増加額
（△減少額）

 1,203 △2,760  

未払金の増加額
（△減少額）

 △20,572 1,809  

未払費用の増加額  56 110  

未払消費税等の増加額
（△減少額）

 3,682 △3,721  

前受金の増加額
（△減少額）

 △1,330 23,356  

その他  △13,804 37,947  

小計  △45,501 △30,734 14,767
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第19期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金受取額  840 264  

利息支払額  △1,012 △292  

法人税等の支払額  △5,235 △2,259  

法人税等の還付額  210 68  

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △50,699 △32,953 17,745

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

    

定期預金の解約による収入  10,000 －  

投資有価証券の取得による
支出

 △241,860 △9,945  

投資有価証券の償還による
収入

 10,000 10,000  

投資有価証券の売却による
収入

 434,896 3,634  

関係会社清算による収入  14,362 －  

有形固定資産の取得による
支出

 △5,886 △9,258  

有形固定資産の売却による
収入

 15 1,110  

無形固定資産の取得による
支出

 △2,859 △5,392  

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 218,668 △9,851 △228,520

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金による収入  150,000 －  

短期借入金の返済による支
出

 △150,000 －  

長期借入金の返済による支
出

 △6,000 △5,500  

株式の発行による収入  1,154 1,166  

配当金の支払額  △10 －  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △4,856 △4,333 522

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  163,113 △47,138 △210,252

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

 147,211 310,325 163,113

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残
高

 ※ 310,325 263,186 △47,138
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(5）損失処理計算書

第19期
（株主総会承認日
平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失   784,468

Ⅱ　任意積立金取崩高    

　プログラム準備金取崩額  － －

合計   －

Ⅲ　次期繰越損失   784,468
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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

第19期
（自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

　当社は、当期において営業損失59,974千円（前期は

88,887千円の損失）、経常損失30,008千円（前期は96,785

千円の損失）、当期純損失775,202千円（前期は44,937千

円の損失）と継続的に重要な営業損失、経常損失及び当期

純損失を計上しております。

　当該状況により、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。

　このような状況を解消すべく以下の経営計画を実行して

まいります。

　当社は、当期において営業損失94,876千円（前期は

59,974千円の損失）、経常損失94,463千円（前期は30,008

千円の損失）、当期純損失100,389千円（前期は775,202千

円の損失）と継続的に重要な営業損失、経常損失及び当期

純損失を計上しております。

　当該状況により、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。

　このような状況を解消すべく以下の経営計画を実行して

まいります。

１．システム受託開発の積極的な受注活動の実施

当期において、開発部門の生産性を上げるため、積極的

にシステム受託開発案件の受注活動を行ってきた結果、従

来の主要顧客である株式会社コマーシャル・アールイーや

長崎県庁以外の新規顧客からのシステム受託開発案件を獲

得し、売上計上するに至りました。今後は、さらに積極的

に受注活動を行い、システム受託開発案件を獲得していく

所存です。

１．受託開発事業の受注強化

当社における同事業は、徐々にその需要が増えており、

近年では従来の主要取引先である長崎県庁や株式会社コ

マーシャル・アールイーに加え、他の顧客先からの新規開

発案件やパッケージソフトのカスタマイズの受注案件も出

てまいりました

しかしながら、同事業は四半期毎の売上高の波が大きく、

収益的に不安定な状況であります。今後は安定した売上高

を計上できるよう既存取引先からの継続受注を獲得できる

体制作りに着手してまいります。

２．パッケージソフトウェアの絞込みと販売強化

利益率の高いパッケージソフト売上高の回復のため、今

後は、フォーム名人，消防くん、ウエイストマネージャー

などのドキュメント系ソフトに絞り込んで、販売活動を展

開するとともに、新規販売店の獲得や成功報酬型のビジネ

ス・アドバイザーによる新たな市場への展開を図っていく

所存です。

２．パッケージソフトウェア事業の既存顧客への組織的な

販促活動の実施

同事業の売上高は、当社の販売力不足に加え、競合他社

の増加などにより、年々減少しておりますが、ここ近年の

販売活動を精査したところ、現在数万存在する既存顧客に

対してほとんど組織的な販促活動を実施していない状況で

ありました。今後は、この一部にターゲットを絞り、市場

投入する新製品へのバージョンアップ推進を中心とした組

織的な販促活動を展開し、既存顧客の囲い込みによる売上

高の底上げを図ってまいります。

３．ネットワークソリューション事業の確立

当期より同事業を立ち上げたため、ターゲット層の絞込

みがうまくいかず計画した売上高を大幅に下回りましたが、

ここに来てようやくターゲット層の絞込みができて参りま

した。今後は、産業廃棄物処理業者と不動産開発業者を

ターゲットとして、積極的に受注活動を展開していき、同

事業を確立していく所存です。

３．ネットワークソリューション事業の継続休止

同事業は、当社の収益構造の改革のため、ネットワーク

カメラを中心としたＡＯＳテクノロジーズ社製品の販売事

業として、平成17年４月より立ち上げ、以後積極的な受注

展開を実施してまいりました。

しかし、１件毎の商談に費やす時間が長いため、営業効

率が悪く、また粗利率の低さから現在の受注金額の規模で

は採算があわないため、中間期以降販売スタッフを粗利率

の高いパッケージソフトウェア事業の販売活動の補強にあ

てておりましたが、今後も継続して、過去に販売した顧客

へのメンテナンスを除き、同事業は休止いたします。
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第19期
（自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日）

４．新規事業の立ち上げ

上記の３事業に加え、不動産媒介業務を中心とする事業

を立ち上げることにより、売上高の向上を図っていく所存

です。

４．不動産媒介事業の強化

当期より新規事業として、同事業を開始いたしました。

当社における同事業は事業基盤がまだまだ弱いため、成約

案件数は少なかったものの、必要経費が少なく、粗利が確

保しやすいため、今後は外部有識者からの意見を取り入れ

ながら、同事業の事業基盤の強化に注力する所存です。

 ５．組織体制の簡略化と経費削減策の実施

当期において、売上高の大幅な増加による早期の黒字化

達成を目標におき、販売スタッフの増員や新たな販売拠点

の開設など既存事業の大掛かりなインフラ整備を行い、積

極的な受注活動を展開してまいりましたが、売上高が伸び

なかったため、収益状況を大幅に悪化させる要因となりま

した。

このような現状を精査したところ、来期以降の短期間で

大幅な売上高の増加を見込むのは難しいため、１月以降の

新執行体制において、人件費や拠点維持費等の経費の一部

削減やそれに伴う組織体制の簡略化など、来期以降の収益

改善に向けた経費削減策を実施しております。来期以降も

新組織体制での運営状況を監視し、収益改善できない場合

はさらなる経費削減策を実施してまいります。

また、当社は、株式会社コマーシャル・アールイーの連

結グループ会社として、引き続き人材面、営業面、財務面

など広範囲に亘る支援を受けながら、自律的な業績回復を

達成する所存であります。

財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映されており

ません。

また、当社は、株式会社コマーシャル・アールイーの連

結グループ会社として、引き続き人材面、営業面、財務面

など広範囲に亘る支援を受けながら、自律的な業績回復を

達成する所存であります。

財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映されており

ません。

－ 22 －



重要な会計方針

項目
第19期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法に基づく原価法

──────

 

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算末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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算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

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同　左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

原材料

　最終仕入原価法による原価法によってお

ります。

原材料

同　左

仕掛品

　個別法による原価法によっております。

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

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備は除く）につい

ては定額法によっております。

　なお、主な耐用年数については、以下

の通りであります。

建物　７～47年

(1)有形固定資産

同　左

(2)無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、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、市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込み販売可能期間（３年）

に基づいております。

(2)無形固定資産

同　左

４．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

──────

５．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。

(1）貸倒引当金

同　左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、将

来の支払見込額のうち当期の負担額を計

上しております。

(2）賞与引当金

同　左
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項目
第19期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５．引当金の計上基準 ────── (3）受注損失引当金

　システム受託開発の損失発生に備える

ため、期末における受注プロジェクトの

開発原価の発生見込額が受注金額を超過

する可能性が高いプロジェクトのうち、

当該超過額を合理的に見積もることが可

能なものについて、損失見込額を計上し

ております。

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期投資からなっております。

同　左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処

理しております。

消費税等の会計処理

同　左
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会計処理方法の変更

第19期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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」（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10

月31日）に従い、当期から同会計基準及び同適用指針を適

用しております。

　これにより営業損失及び経常損失はそれぞれ398千円減

少し、税引前当期純損失は11,328千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

──────

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９

日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は536,962千円で

あります。

　なお、当期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。

────── （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

 当期より「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準実務対応報告第19号　平成18年８月11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。
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第19期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （不動産媒介事業に係る収益及びこれに対応する費用の計

上方法の変更）

　前期まで、不動産媒介による手数料収入は、「営業外収

益」に、これに対応する原価は「営業外費用」に計上して

おりましたが、当期より、不動産媒介による手数料収入を

「売上高」に、これに対応する原価を「売上原価」に計上

する方法に変更いたしました。

　この変更は、定款の目的のひとつである不動産媒介業務

による収益の重要性が増加傾向にあるため、当期において

社内にＲＥ事業部を設置したことに伴い、会社の営業活動

に基づく損益区分をより明確に表示するために変更したも

のであります。。

　この変更により、従来と同一の基準によった場合に比べ、

売上高は26,078千円、売上原価は11,939千円それぞれ増加

し、売上総利益は14,138千円多く、営業損失は14,138千円

少なく表示されております。なお、経常損失及び税引前当

期純損失への影響はありません。

表示方法の変更

第19期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　前期まで「貯蔵品」として表示しておりました補助材料

等（当期2,429千円）は、当期より「原材料」に含めて表

示しております。

　前期まで「未収還付税金」として表示しておりました源

泉税等（当期60千円）は、当期より「未収入金」に含めて

表示しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第19期
（平成18年３月31日）

第20期
（平成19年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供してる資産は次のとおりであります。

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供してる資産は次のとおりであります。

建物 63,245千円

土地 30,953千円

　計 94,198千円

建物 61,003千円

土地 30,953千円

　計 91,956千円

上記に対する債務 上記に対する債務

１年以内返済予定長期借入金 5,500千円

長期借入金 16,000千円

　計 21,500千円

１年以内返済予定長期借入金 6,500千円

長期借入金 9,500千円

　計 16,000千円

────── ※２．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。

受取手形 156千円

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ──────

授権株式数　普通株式 165,688株

発行済株式総数　普通株式 41,459株

４．当社得意先のリース債務719千円に対して債務保証

を行っております。

４．当社得意先のリース債務3,876千円に対して債務保

証を行っております。

※５．配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は255千円であ

ります。

──────

６．資本の欠損の額は784,468千円であります。 ──────
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（損益計算書関係）

第19期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．一般管理費に含まれる研究開発費は、41,051千円で

あります。なお当期製造費用に含まれる研究開発費は

ありません。

※１．一般管理費に含まれる研究開発費は、39,244千円で

あります。なお当期製造費用に含まれる研究開発費は

ありません。

※２．受取手数料には関係会社からの受取手数料31,905千

円が含まれております。

──────

────── ※３．固定資産売却益55千円は、車輌運搬具55千円であり

ます。

────── ※４．固定資産売却損323千円は、車輌運搬具323千円であ

ります。

※５．固定資産除却損898千円は、ソフトウェア633千円、

工具器具備品264千円であります。

※５．固定資産除却損235千円は、ソフトウェア48千円、

工具器具備品187千円であります。

※６．減損損失

　　当期において、当社は以下の資産について減損損失を

計上しております。

──────

場所 用途 種類 金額

東京都中央区 支店
建物 1,139千円

工具器具備品 502千円

長崎県長崎市 本社

建物 4,372千円

土地 2,046千円

車輌運搬具 165千円

工具器具備品 1,866千円

電話加入権 1,634千円

　　当社は、事業の種類別を基礎として資産のグルーピン

グを行っております。また、本社ビル等は共用資産とし

ております。

　　全ての事業について、営業損益が継続してマイナスと

なっているため、各事業資産及び共用資産について、帳

簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失

（11,727千円）として特別損失に計上いたしました。

　　なお、当期において減損損失の測定に使用した回収可

能価額は正味売却価額であり、不動産については不動産

鑑定評価額、その他の固定資産については当社又は第三

者による合理的な見積額を基礎に処分費用見込額を控除

して算定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

第20期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 41,459 30 － 41,489

合計 41,459 30 － 41,489

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加30株は、ストック・オプションの行使による新株の発行による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項

該当事項はありません。 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第19期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

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３月31日現在）

現金及び預金勘定 310,325千円

現金及び現金同等物 310,325千円

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 263,186千円

現金及び現金同等物 263,186千円

（リース取引関係）

第19期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。

第20期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。
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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

種類

第19期（平成18年３月31日） 第20期（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えるも

の

株式 － － － － － －

債券       

社債 10,000 10,019 19 － － －

その他 3,480 3,888 408 － － －

合計 13,480 13,907 427 － － －

貸借対照表計

上額が取得原

価を超えない

もの

株式 － － － 9,945 7,395 2,550

債券       

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

合計 － － － 9,945 7,395 2,550

合計 13,480 13,907 427 9,945 7,395 2,550

２．前期及び当期に売却したその他有価証券

第19期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日） 第20期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

434,896 11,087 － 3,666 154 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

第19期（平成18年３月31日） 第20期（平成19年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 172,000 171,000

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

第19期（平成18年３月31日） 第20期（平成19年３月31日）

1年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

1年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

債券         

社債 10,019 － － － － － － －

合　計 10,019 － － － － － － －
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（デリバティブ取引関係）

第19期（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31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。

第20期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

第19期（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

退職給付制度がありませんので、記載すべき事項はありません。

第20期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

退職給付制度がありませんので、記載すべき事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

第20期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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12年11月
ストック・オプション

平成14年６月 
ストック・オプション 

平成16年６月
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役３名

 当社使用人10名

当社取締役５名

 当社使用人16名

 外部協力者１名

当社取締役８名

 当社監査役３名

 当社使用人37名

 当社業務提携先役職員125名

株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
普通株式　360株 普通株式　1,890株 普通株式　1,392株

付与日 平成12年11月30日 平成14年11月19日 平成16年８月10日

権利確定条件

・付与者は、権利行使時に

おいて、当社の取締役また

は使用人の地位にあること

を要す。

・その他の行使の条件につ

いては、当社と新株引受権

割当を受けた者との間で締

結する契約に定めるところ

による。

・対象者は、権利行使時に

おいて、当社または当社の

子会社の取締役、監査役も

しくは従業員の地位にある

ことを要す。但し、当社ま

たは当社の子会社の取締役

もしくは監査役を任期満了

により退任した場合、定年

退職その他正当な理由のあ

る場合には、この限りでは

ない。

・その他の行使の条件につ

いては、当社と新株予約権

割当を受けた者との間で締

結する契約に定めるところ

による。

・対象者は、権利行使時に

おいて、当社の取締役、監

査役ならびに社外協力者で

あることを要す。但し、当

社の取締役、監査役を任期

満了により退任した場合、

定年退職その他正当な理由

のある場合には、この限り

ではない。

・その他の行使の条件につ

いては、当社と新株予約権

割当を受けた者との間で締

結する契約に定めるところ

による。

対象勤務期間 定めておりません。 同　左 同　左

権利行使期間
自　平成14年４月30日

 至　平成22年11月29日

自　平成16年６月29日 

 至　平成24年６月27日

自　平成18年６月30日

 至　平成23年６月29日

（注）株式数に換算して記載しております。
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　（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当期（平成19年３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。

①ストック・オプションの数

平成12年11月
ストック・オプション

平成14年６月 
 ストック・オプション

平成16年６月
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前期末 － － 1,392

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － 1,392

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前期末 78 330 －

権利確定 － － 1,392

権利行使 － － 30

失効 33 66 240

未行使残 45 264 1,122

②単価情報

平成12年11月
ストック・オプション

平成14年６月 
 ストック・オプション

平成16年６月
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　（円） 33,334 79,200 40,919

行使時平均株価　　　　（円） － － 40,500

付与日における公正な評価単価　

　（円） 
－ － －

（注）平成14年７月１日付で株式分割（普通株式１株につき３株）を行っているため、権利行使価格は分割後の金

額で記載しております。
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（税効果会計関係）

第19期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 2,602千円

その他 2,239千円

小計 4,842千円

繰延税金資産（固定）

繰越欠損金 27,302千円

ソフトウェア 125千円

減損損失 4,458千円

投資有価証券評価損 294,516千円

その他 345千円

小計 326,748千円

評価性引当額 △331,590千円

計 －千円

繰延税金負債（流動）

有価証券評価差額金 8千円

小計 8千円

繰延税金負債（固定）

有価証券評価差額金 164千円

小計 164千円

計 172千円

繰延税金負債の純額 172千円

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 2,559千円

その他 4,531千円

小計 7,090千円

繰延税金資産（固定）

繰越欠損金 62,199千円

ソフトウェア 237千円

減損損失 4,335千円

投資有価証券評価損 294,920千円

その他 431千円

小計 362,123千円

評価性引当額 △369,214千円

計 －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

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　　税引前当期純損失が計上されているため記載しており

ません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　　税引前当期純損失が計上されているため記載しており

ません。

（持分法損益等）

第19期（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

第20期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

第19期（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　（１）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残
高

(千円)
役員の
兼任等

事業上
の関係

法人主要

株主

㈱コマー

シャル

・アー

ルイー

東京都

中央区

3,140,768 事業用不動

産のマス

ターリース

業

（被所有）

直接20.04％

役員

2名

システム

開発の

発注元

システムの

受託開発

（※2）

29,550 売掛金 1,644

ネットワー

クカメラの

販売

(※3)

4,108 売掛金 534

不動産媒介

手数料の

受取

（※4）

31,905 未収入金 25,263

金銭の借入 150,000 － －

借入利息の

支払

（※5）

628 － －

事務所の

賃借(※6)

1,500 前払費用 131

匿名組合出

資持分の譲

渡（※7）

184,616 － －

（※1）上記金額のうち、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）システムの受託開発に関しては、当社の提出した見積価格を基に交渉により決定しております。

（※3）ネットワークカメラの販売に関しては、リース会社を通して販売した金額を含めております。

（※4）不動産媒介手数料の料率に関しては、宅地建物取引業法の限度内で交渉により決定しております。

（※5）借入利息の利率に関しては、金融機関の相場を参考に交渉により決定しております。

（※6）事務所の賃料に関しては、近隣の取引相場に基づき決定しております。

（※7）匿名組合出資持分の譲渡に関しては、当該匿名組合財産の持分割合に基づき決定しております。
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　（２）兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残
高

(千円)
役員の
兼任等

事業上
の関係

その他

の関係

会社の

子会社

㈱ＣＲＥ

アセット

福岡市

博多区

10,000 分譲マン

ションの開

発及び販売

代理

－ － 不動産の

媒介先

不動産媒介

手数料の

受取

（※2）

5,700 － －

（※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）不動産媒介手数料の料率に関しては、宅地建物取引業法の限度内で交渉により決定しております。

第20期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　（１）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残
高

(千円)
役員の
兼任等

事業上
の関係

法人主要

株主

㈱コマー

シャル

・アー

ルイー

東京都

中央区

3,221,666 事業用不動

産のマス

ターリース

業

（被所有）

直接19.92％

役員

1名

システム

開発の

発注元

システムの

受託開発

（※2）

9,414 － －

ネットワー

クカメラの

販売

(※3)

2,710 － －

 サイトの

メンテナン

ス収入

(※4)

4,723 売掛金 262

事務所の

賃借(※5)

270 － －

（※1）上記金額のうち、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）システムの受託開発に関しては、当社の提出した見積価格を基に交渉により決定しております。

（※3）ネットワークカメラの販売に関しては、当社の提出した見積価格を基に交渉により決定しております。

（※4）サイトのメンテナンス収入に関しては、当社の提出した見積価格を基に交渉により決定しております。

（※5）事務所の賃料に関しては、近隣の取引相場に基づき決定しております。

　（２）兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残
高

(千円)
役員の
兼任等

事業上
の関係

その他

の関係

会社の

子会社

㈱ＣＲＥ

アセット

福岡市

博多区

10,000 分譲マン

ションの開

発及び販売

代理

－ － 不動産の

媒介先

不動産媒介

手数料の

受取

（※2）

6,340 － －

（※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）不動産媒介手数料の料率に関しては、宅地建物取引業法の限度内で交渉により決定しております。
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（１株当たり情報）

第19期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第20期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 15,411.09円

１株当たり当期純損失 18,707.07円

１株当たり純資産額 12,942.27円

１株当たり当期純損失 2,420.29円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失が計上されているため、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、

１株当たり当期純損失が計上されているため、記載してお

りません。

　（注）　１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第19期
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第20期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 775,202 100,389

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） (－) (－)

普通株式に係る当期純損失（千円） 775,202 100,389

期中平均株式数（株） 41,439 41,478

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３種類

新株予約権の数1,800株

新株予約権３種類

新株予約権の数1,431株

（重要な後発事象）

第19期（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

第20期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

平成19年４月26日付で、別途開示しているため、記載を省略しております。

(2）その他

該当事項はありません。 
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