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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 2,397 7.9 △441 － △462 － △744 －

18年３月期 2,222 9.5 168 37.0 154 26.9 151 23.4

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 △62,679 67 － － △148.5 △25.3 △18.4

18年３月期 14,986 31 － － 28.0 10.7 7.6

（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 1,928 386 20.1 32,031 05

18年３月期 1,731 615 35.5 61,016 13

（参考）自己資本 19年３月期 386百万円 18年３月期 －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 △467 △266 759 231

18年３月期 △181 △98 226 205

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） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 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） 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 － 0.0 －

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 1,170 103.4 △32 - △39 - △39 - △3,229 54

通期 2,800 116.8 70 - 55 - 50 - 4,140 44
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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　　　　　　　　無

（注）詳細は、24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 12,076株 18年３月期 10,088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、35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

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

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 当事業年度におけるわが国経済は、米国の景気減速、金利上昇懸念等による影響が危惧されましたが、中国をはじめ

とするアジア地域で景気が拡大し、国内においても好調な企業収益と依然として高い水準を維持している設備投資に

より、緩やかな景気の拡大傾向が継続しております。

　当業界におきましては、情報関連商品、サービスの需要が増加し、企業向けの情報システムの構築や、情報サービ

スも堅調に推移いたしました。一方でＩＴ投資に対する顧客からのきめの細かい高度な要望や、同業各社との受注競

争の激化もあり、製品、サービス価格は下落傾向が続いており、総需要が増大する中で、より高品質が求められると

いう厳しい環境下におかれました。

　このような状況の下、当社は、パッケージソフト事業、ソリューション事業のいずれにおきましても、企業向けビ

ジネスに特に注力し、他社との差別化を図るべく、各種製品の高品質化、サービス内容の高度化、迅速化に取り組ん

でまいりましたが、当社の掲げる事業領域の広さと、より多くの案件を手がけるための体制固めの遅れもあり、具体

的な売上高に反映されるには今しばらくの猶予が必要な年度となりました。

　また、当事業年度の特有事項といたしまして、前々事業年度より取り組んでまいりましたソリューション事業の一

部特定大型受託案件が、当事業年度において売上計上が困難な状況となりました。当社における大型案件に対する取

組み姿勢に問題があったことは否めませんが、当事業年度において仕掛品の評価等を厳格、保守的に処理した結果、

本件に関するものの他諸々の費用を含めまして277百万円の特別損失計上を余儀なくされることとなりました。

　その後、大型案件への参画にあたっては、受注前の検討を十分に行い、契約締結に際しては、企画、開発、保守、

運用までの各フェーズ毎の個別契約の細分化によってリスク分散を図るとともに、仕様変更、契約変更等の厳格な管

理を徹底し、再発防止に努めているところであります。

　以上の結果、当事業年度の売上高は2,397百万円（前事業年度比7.9％増）となりましたが、営業損益は人件費等の

先行投資費用など販売費・一般管理費の増加や一部の仕掛品の費用計上及び売掛債権に対する引当金等を積み増した

こともあり、441百万円の損失となり、経常損益につきましても同様の理由により、462百万円の損失となり、当期純

損益は前述の理由により744百万円の当期純損失となりました。

　事業別の状況は次のとおりであります。

 

　パッケージソフト事業におきましては、主力製品であるWebログ解析ソフトウェア「SiteTracker」の新バージョン

の販売開始が開発元の都合により第４四半期に延期となり、当事業年度分の売上が当初の見込みを下回る結果となり

ました。

　この結果、パッケージソフト事業の売上高は619百万円（前事業年度比17.1％減）となりました。

 

　ソリューション事業におきましては、営業力強化による新規顧客の開拓が売上の増加に貢献いたしました。

　この結果、ソリューション事業の売上高は1,778百万円（同20.6％増）となりました。

(2）財政状態に関する分析

  当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末に比べ25百万円増加し、231百万円となりまし

た。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は467百万円となりました。これは主に、税引前当期純損失が740百万円発生したこと、

たな卸資産の減少165百万円、前渡金の増加151百万円、仕入債務の増加151百万円、未払金の増加195百万円、その他

の負債の減少118百万円等の要因によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は266百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出194百万円等

の要因によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は759百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入500百万円、金融機関

からの借入金の増加320百万円があった一方、借入金の返済による支出60百万円等の要因によるものであります。
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  なお、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17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

株主資本比率（％） 40.5 35.5 20.1

時価ベースの株主資本比率

（％）
－ － 117.7

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － －

（注）1．上記指標の算出方法は、以下のとおりであります。

　　　　　a) 自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　　b) 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　　　(平成17年３月期末および平成18年３月期末時点においては、当社は非上場でありましたので記載して

            おりません。)

　　　　　c) 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　d) 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．各指標は、いずれも財務数値により計算しております。

3．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は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全ての負債を対象としております。

4．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

5．前々会計年度、前会計年度及び当会計年度においては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、

債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。

 

(3）事業等のリスク

  以下において、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。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、投資判断あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と

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

  なお、以下の記載事項は、決算発表日現在において当社が判断したものであり、実際に起こりうるリスクをすべて

網羅するものではありません。

 

①事業環境について

１）パッケージソフト事業におきましては、企業のIT投資が回復基調にあり、また、平成17年４月に施行された個

人情報保護法により、企業や個人でのセキュリティ意識が高まり、セキュリティ関連市場等の成長が見込まれて

います。

  このような環境下、他社との競合は一層激しくなることも想定され、その場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 ２）ソリューション事業におきましても、日本経済の回復に伴い、企業のIT投資が回復基調にあり、また、業界再

編や企業・事業連携等に伴い、そのニーズは高まっております。

　このような環境下、他社との競合は一層激しくなることも想定され、その場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 

 ②業績変動要因について

 １）他社との競合について

　パッケージソフト事業におきましては、最先端製品や企業向けのサーバー製品等を取り扱うことにより、競合

他社との差別化と付加価値の確保に努めています。しかしながら、当社が先行する分野への大手企業の参入等に

より、当社の競争力が低下し、当社の業績に影響を与える可能性があります。また、景気の低迷等によって企業

のIT投資が抑制されるような環境下においては、他社との価格競争の激化により売上高及び利益が減少する可能

性があります。

　ソリューション事業におきましては、システム開発を業とする殆どの会社が競合相手となります。また、当社

が新たに開発業務を請け負うに際しては、相見積りとなるのが基本形です。当社の提案が受注につながらない

ケースが多発した場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 ２）ライセンス契約について

　パッケージソフト事業におきましては、国内外の開発元からライセンス供与を受け、国内販売代理店として、
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『SiteTracker』をはじめ約20種のパッケージソフトを販売しております。しかし、当社が予定しておりますラ

イセンス等の新規契約、更新が不調に終わった場合等、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 ３）受託開発案件の納期変更について

　受託開発案件については、プロジェクト管理を徹底しております。しかしながら、当社の想定を超える納期変

更による納期遅延が発生した場合、プロジェクト収支が悪化、又は赤字となり当社の業績に影響を与える可能性

があります。

 ４）外注体制について

　当社におきましては、パッケージソフト事業におけるパッケージの製造、ソリューション事業におけるシステ

ム開発の一部業務、組込系システムソリューションにおける製品の製造等、外部の協力会社に外注を行っており

ます。何らかの事情で、外注体制に支障をきたした場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 ５）業績の季節変動について

　当社の平成18年３月期及び平成19年３月期における四半期毎の業績は以下のとおりであります。

 

 平成18年３月期

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

 売上高（百万円） 342 564 496 820 2,222

 同割合（％） 15.4 25.4 22.3 36.9 100.0

 

 平成19年３月期

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

 売上高（百万円） 415 716 713 552 2,397

 同割合（％） 17.3 29.9 29.8 23.0 100.0

 

  ソリューション事業におきましては、主として顧客企業の情報関連及び設備投資予算の影響を受けやすく、３

月決算の企業も多いことから、当社の売上高は、第４四半期（３月）に集中する傾向があります。従って、当社

の四半期もしくは半期の業績は、必ずしも通期の業績に連動するものではなく、それらの四半期又は半期の業績

だけをもって、当社の通期の業績を予想することは困難となっております。平成19年３月期につきましては、

「(1)経営成績に関する分析」に記載のとおりの理由により、通常年度と比べて低い水準となっております。

 

③株式会社メディアリーヴスとの関係について

１）メディアリーヴスについて

　同社は、平成19年３月末日現在、当社株式の16.1％を保有している筆頭株主であります。同社は、当社の主要

取引先であります株式会社アスキー及び株式会社エンターブレイン両社の持株会社であり、株式会社角川グルー

プホールディングスの子会社でもあります。

２）株式会社アスキーについて

  当社は元々株式会社アスキーのネットメディア事業部を母体として独立した経緯もあり、平成19年３月期にお

いて、同社への売上高の割合は4.0％となっております。

　今後、取引先を増加させる等によるリスク分散を図り、同社への売上高の割合は低下する見込ですが、それま

での間は、同社との取引関係の変動により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

３）株式会社エンターブレインについて

　同社は、元々、株式会社アスキーの連結子会社でしたが、株式会社メディアリーヴスが純粋持株会社として設

立され、株式会社アスキーと兄弟会社となった経緯があります。平成19年３月期において、同社への売上高の割

合は6.8％となっております。

　今後、取引先を増加させる等によるリスク分散を図り、同社への売上高の割合は低下する見込ですが、それま

での間は同社との取引関係の変動により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④小規模組織であることについて

　当社は、平成19年３月末日現在、従業員109名の小規模組織であり、内部管理体制も規模に応じたものになってお

ります。

　今後も事業拡大や業務内容の多様化に対応するべく、人員増強及び内部管理体制の充実を図っていく方針であり

ますが、人材等の拡充が予定通り進まなかった場合、社外に人材が流出した場合には、業務運営に支障をきたし、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤特定の人物への依存について

　当社の代表取締役社長である田北幸治は、当社の経営方針及び経営戦略全般の決定、主要取引先へのトップセー

ルス、経営管理及び利益計画の推進等、会社運営の各方面の業務に大きく関与しております。
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　現在、当社では、経営組織内の権限委譲や人員拡充を推進し、経営組織の強化に努め、田北幸治個人の能力に過

度に依存しない体制を構築しつつありますが、仮に田北幸治が、何らかの理由で当社の経営に携わることが困難と

なった場合、当社の事業に大きな影響を及ぼす可能性があります。

⑥情報管理について

　高度情報社会の進展に伴い、個人情報の保護は極めて重要な問題となっております。

　当社は、開発業務受託先の内部情報や顧客データを取り扱う事業環境にありますので、顧客の安全性・信頼性に

重点を置いた政策をとっており、万全を期した体制を構築しております。また、当社の取り扱う個人情報につきま

しても、個人情報保護法の対象となることから、委員会を設置してマニュアルを整備、その運用を徹底させるなど

で、情報の管理に細心の注意を払っております。なお、当社ホームページに社長宣言文・当社の体制を掲載してお

ります。

　しかしながら、今後、様々な要因により、個人情報の漏洩に類する事態が発生した場合には、損害賠償や信用失

墜により、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

⑦企業の買収・合併について

　当社は、平成16年10月、人材の確保及び事業拠点の確保を目的として、インターネットテクノロジ株式会社を吸

収合併いたしました。

　今後も、同様の目的で、企業の買収・合併等を行う場合が考えられます。当社は、買収を行う際には、対象企業

の財務内容や契約関係等について詳細なデューデリジェンスを行うことによって、極力リスクを回避するように努

めていますが、買収後に偶発債務の発生や未認識債務が判明する可能性も否定できず、その場合には、当社の業績

に影響を与える可能性があります。

 

(4）次期の見通し

　今後の見通しといたしましては、堅調な企業業績の拡大とそれに伴う設備投資の増大により、景気回復基調の継続

が期待されます一方、米国経済の動向など懸念材料も多く経営環境は予断を許さない状況が続くものと予想されます。

当業界におきましても企業の設備投資の増大に期待が寄せられますものの、受注環境には不透明さも残り、企業間競

争はさらに激化することが予想されます。

  このような状況の中、当社は、インターネットでビジネスを行う企業向けにソフトウェアの販売やソリューション

の提供を行うネットビジネス事業、組込ソフトウェアおよびハードウェアの開発を行うエンベデッドシステム事業、

企業向けアプリケーション開発やシステム構築を行うビジネスソリューション事業の３つの事業への組織改革を行っ

ております。ネットビジネス事業はリスクが低く利益率の高い事業形態ですが、日々の販売高に左右され高い精度で

の長期的な売上予測が難しいという側面があります。また、エンベデッドシステム事業も量産効果により高い利益率

が見込めますが、初期投資が重いという欠点があります。ビジネスソリューション事業は労働集約事業であり、利益

率は他事業に比べ高くありませんが、導入後のサポートや次期開発の受注など、お客様と長期的な関係を築くことに

より、安定的な売上が見込めるというメリットがあります。これらの長所、短所を相互に補うべく、三事業をバラン

スよく組み合わせ、事業の「ポートフォリオ」を組むことで、リスクを軽減し、利益の最大化を目指してまいりま

す。

　以上により、次期の見通しとしましては、売上高は2,800百万円、経常利益は55百万円、当期純利益は50百万円を計

画しております。

 

㈱アスキーソリューションズ（3801）平成 19 年３月期 決算短信（非連結）

－ 6 －



２．企業集団の状況
 当社は、個人から法人まで、顧客のＩＴ化に対する様々なニーズに応えるべく、「パッケージソフト事業」と「ソリュー

ション事業」の２つの事業を展開しております。

　「パッケージソフト事業」では、セキュリティソフトウェアや音声認識ソフトウェア等先進的な技術を活用したソフ

トウェアから趣味や教育用ソフトウェアまで、幅広いラインアップをパッケージ化して提供しております。

　「ソリューション事業」は、組込ソフトウェア及びハードウェア開発を行う「組込系システムソリューション」と、

法人顧客向けにシステム開発、システム運用保守及びコンサルティング等を行う「ビジネス系システムソリューション」

の２つのサービスを行っております。

　事業の詳細は以下の通りであります。

(1）パッケージソフト事業

  国内外の先進的なソフトウェア開発企業と提携し、魅力あるソフトウェアを企画、開発、ローカライズし、パッケー

ジ化して販売、また、導入サービスも行っております。主な商品群は次のとおりです。

①サーバー製品

  ログ解析ソフトウェア『SiteTracker』、メールフィルタリングソフトウェア『SurfControl E-mail Filter』、

proxy/firewallソフトウェア『WinGate』等を主に法人顧客に販売しております。

②リテール製品

  翻訳ソフトウェア『翻訳ピカイチ』、プログラミングツール『REALbasic』、動画キャプチャリングソフトウェア

『CAMTASIA STUDIO』等を法人顧客並びに個人顧客に販売しております。

 

(2）ソリューション事業

  ソリューション事業は「組込系システムソリューション」と「ビジネス系システムソリューション」の２つの事業

サービスで構成しております。

①組込系システムソリューション

  株式会社アスキー時代からの長年にわたる開発実績から得たノウハウを生かし、電子機器類に内蔵される組込シス

テムの企画立案、ソフトウェア開発、ハードウェアの量産を行っております。

主な開発実績としては、モバイル型クレジットカード決済端末、携帯学習コンピュータ、Windows CEベースの多機能

リモートコントローラ、その他各種コントローラ等の開発があります。

②ビジネス系システムソリューション

  ビジネス系システムソリューションでは「システムインテグレーション（SI）サービス」「業務アプリケーション

開発」、「ECサイト構築」等の事業を行っております。
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 ［事業系統図］

　　主要２事業の系統図は、次のとおりであります（太枠内は当社の業務範囲）。

 

（１）パッケージソフト事業

 

海外のオリジナル（英語版） 

ソフトウェア開発元 

国内のオリジナル 

ソフトウェア開発元 

ソフトウェア 
ライセンス供与 

 

製品企画・日本語版開発、 
マニュアル・CD-ROM・パッケージ 

などの制作 

企業、官公庁、学校、個人 

 
製品のテクニカル 

サポート 

 
製品のマーケティング、 

製品の販売 

当社パッケージソフト事業 

ソフトウェア 
ライセンス供与 

ロイヤリティ 
支払い 

ロイヤリティ 
支払い 

当社営業 
 

ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ 
より直販 

一次販売代理店 

二次販売会社、販売店 

卸し販売 

卸し販売 

印刷、製造会社 

印刷・製造 
委託 納品 

 

 

 

当社 

オリジナル

製品の開発 
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（２）ソリューション事業

 

 

 

 

 

 

 
 

業務受託 

 

 
当社ソリューション事業 

＜ビジネス系システムソリューション＞ 

・システムインテグレーションサービス 

(システムコンサル・設計・製造) 

・業務アプリケーション開発 

・ＥＣサイト構築 

＜組込系システムソリューション＞ 

・企画立案 

・ソフトウェア開発 

・ハードウェア量産 

(プロジェクト統括・システム設計・製造) 

＜顧客企業＞ 

・通信教育企業 

・アミューズメントサービス企業 

・通信キャリア 

・インターネットコンテンツ企業  他 

＜顧客企業＞ 

・ＩＴ企業 

・製造メーカー 

・医療機関 

・金融機関  他 

＜仕入先＞ 

・コンピューター、周辺機

器メーカー 

・機器、ソフトウェア販売

会社 ＜海外外注先＞ 

・韓国（大手カード決済端末メーカー） 

・中国（各種メーカー、工場） 

・台湾（各種メーカー）  他 

＜国内外注先＞ 

・成型品設計製造及び製品製造工場 

・デザイン及びハードウェア設計会社 

・各種ソフトウェア会社  他 

製造・開発委託 納入 

＜外注先＞ 

・システム開発会社 

納入 開発委託 商品の仕入 
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３．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社は、経営理念として「お客様の期待を上回る製品やサービスを提供することにより、感動を与えることができ

る集団でありたい」という経営理念の下、株主並びに全てのステークホルダーの負託に応えたいと考えております。

　今後とも優れた技術コンセプトと信頼されるサービスにより、新たな価値を見出しながら、事業拡大と企業価値の

向上を目指すとともに、情報社会における新たな社会基盤の確立に貢献してまいります。

 

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、継続的な成長性の確保と強固な財務基盤の確立のための内部留保の充実並びに株主への利益還元が重要な

経営課題であると考えております。この二つをバランスよく実現してゆくことを基本方針としております。しかしな

がら、当期において大きな損失を計上したこともあり、当面は財務基盤の充実に重点を置き、その後の業績等を勘案

しながら配当を検討してゆく考えであります。

 

(3）投資単位の引下げ

  当社は、株式市場での流動性を高め、より多くの投資家の参加を促すことが、資本政策上の重要課題であると考え

ております。株式投資単位の引下げにつきましては、適正な株価形成のための流動性を確保するため株式所有者分布

等の株主構成に注意を払い見直しを図ってまいる考えであります。現時点で、株価水準や株式の流動性に照らして、

実施すべき状況にはないと考えておりますが、今後の株価水準、株主数、業績推移等を勘案し、適宜検討を行ってま

いります。

 

(4）目標とする経営指標

  当社は、事業体質、財務基盤とも発展途上にあるという認識の下、足下の営業利益額、経常利益額及びそれぞれの

利益成長率を最も重要な経営指標として、継続的な企業価値の向上を目指しております。

 

(5）中期的な会社の経営戦略

  当社は、他社との差異化あるいは差別化された製品・サービス提供により、既存顧客等から継続受託するためのサ

ポート体制を確立するとともに、新サービス・新製品提供のための事前情報収集力を強化し、新たな事業領域進出・

製品提供を行い、業容拡大と収益力向上を目指してまいります。

　また、各事業部が相互に連携しながら、それぞれの事業領域に集中できる体制を確立する一方、販売・マーケティ

ング戦略、技術協力等の重要領域において、横断的な連携の仕組みを強化し各事業間の意思疎通の迅速適正化を図り、

各事業における重複作業を排除し、業務の効率化によるコスト削減と競争力強化を図るとともに、新しい技術、製品、

アプリケーション開発に当たっては、案件毎の弾力的な組織編成により柔軟に対応してまいります。

　さらには当社ブランドの有効活用と拠点整備等の規模拡大並びに資金調達力の強化により確固たる事業基盤を確立

してまいります。

 

(6）会社の対処すべき課題

　当期における大きな取りこぼしを発生させた経緯等を踏まえ、既に新事業年度の取組みとして、組織の大幅な見直

しに着手いたしました。

　当社創業の原点に立ち返り、先ず第一に、事業戦略の見直しを行っております。パッケージソフト、ソリューショ

ンというそれまでの事業分野を見直し、当社の得意分野であるネットビジネス支援、組込系開発、ビジネスソリュー

ションの三分野に再編を行いました。経営資源の集中と効率化を図ることにより、既存顧客基盤におけるシェア拡大

及び新規顧客の開拓を目指します。

　第二点目として体制の強化を図ってまいります。

　ネットビジネス支援といたしましては、旧パッケージソフト事業での取り組みをベースに、インターネットの仕組

みを使ってビジネスを行う企業を対象に、関連ハードウェア、ソフトウェア、開発、保守、運用、コンサルまでをトー

タルでサービス提供してまいります。

　組込系開発においては、主にハードウェア面での体制を強化し、品質管理、納期管理、コスト管理の徹底を図って

まいります。

　またビジネスソリューションにおいては、技術者の採用を積極化し、案件獲得の機会損失を防いでまいります。

　この事業戦略の見直しと体制強化により、各種製品、サービスの販売機会を逃すことなく収益力を強化し、ご期待

に沿えるよう役員、社員一丸となって業績の向上に努めてまいる所存であります。

　なお、当社株式はニッポン・ニューマーケット－「ヘラクレス」市場において、平成19年５月18日より監理ポスト

に割当てられております。

　これは当社が平成19年３月期の決算処理において、大型案件の売上計上の時期の見通しがたたなくなったため、係
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る仕掛品を特別損失として、計上することを決定いたしました。

　その後、決算作業の一環として下期の取引を再度確認して参りましたが、その中で、平成18年12月の時点において、

将来の売上計上に懸念を与える事象が発生し、結果的に平成19年３月末日の時点で売上計上の見通しがたたなくなっ

たことから、監査法人と慎重に協議した結果、当該事象を修正後発事象と認識し、遡って中間期の決算を修正するに

至りました。

　その修正内容が、中間期決算に与える影響が多大と判断され、株式会社大阪証券取引所における監理ポスト及び整

理ポストに関する規則第７条第１号の２a(p)（上場会社がニッポン・ニューマーケット－「ヘラクレス」に関する有

価証券上場規程の特例第17条第１項第10号a前段に該当する場合又はこれらに該当すると認められる相当の事由がある

と取引所が認める場合）に該当することとなったことによるものであります。

　現在、当社は原因となった半期報告書の訂正報告書の提出に至った経緯について報告書を取りまとめるとともに、

取引所によるヒアリング等の審査を受け、必要な措置を取り、早期の通常ポストへの復帰に向け、迅速な対応を図っ

てまいります。

 

(7）親会社等に関する事項

該当事項はありません。

 

(8）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等）

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24期

（平成18年３月31日）
第25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   205,666   231,332   

２. 受取手形   3,459   －   

３．売掛金   797,022   665,776   

４．商品   106,271   208,745   

５．製品   12,311   14,618   

６．原材料   9,803   10,709   

７．仕掛品   309,780   23,215   

８．貯蔵品   414   15,499   

９．前渡金   －   153,300   

１０．未収入金   －   88,295   

１１．前払費用   7,709   37,183   

１２．その他   7,633   4,551   

貸倒引当金   △1,813   △397   

流動資産合計   1,458,257 84.2  1,452,828 75.3 △5,429

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  8,112   17,911    

減価償却累計額  6,705 1,406  7,464 10,446   

２．器具及び備品  36,739   41,631    

減価償却累計額  28,791 7,947  28,329 13,302   

有形固定資産合計   9,354 0.5  23,749 1.2 14,394

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   179,762   255,623   

２．ソフトウェア仮勘定   －   21,915   

３．電話加入権   665   665   

無形固定資産合計   180,428 10.4  278,204 14.4 97,776
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第24期

（平成18年３月31日）
第25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   11,899   6,030   

２．破産更生債権等   －   137,182   

３．保証金   52,481   93,258   

４．敷金   18,982   18,982   

５．その他   446   －   

貸倒引当金   －   △82,057   

投資その他の資産合計   83,809 4.8  173,396 9.0 89,587

固定資産合計   273,592 15.8  475,350 24.7 201,758

資産合計   1,731,850 100.0  1,928,178 100.0 196,328

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   224,428   376,203   

２．短期借入金   440,000   660,000   

３．１年以内返済予定長期
借入金

  60,547   95,352   

 ４．未払金   108,304   237,894   

５．未払費用   35,351   58,047   

６．未払法人税等   3,088   4,983   

７．前受金   20,451   －   

８．預り金   129,617   －   

９．その他   1,178   10,892   

流動負債合計   1,022,967 59.1  1,443,372 74.9 420,404

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   93,352   98,000   

固定負債合計   93,352 5.4  98,000 5.1 4,648

負債合計   1,116,319 64.5  1,541,372 79.9 425,052
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第24期

（平成18年３月31日）
第25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 ※１  304,200 17.6  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金　　　  39,973   －    

資本剰余金合計   39,973 2.3  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

１．当期未処分利益  273,664   －    

利益剰余金合計 ※２  273,664 15.8  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  △2,307 △0.1  － － －

資本合計   615,530 35.5  － － －

負債資本合計   1,731,850 100.0  － － －

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  510,700 26.5 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   346,973   －

資本剰余金合計   － －  346,973 18.0 －

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   △470,432    

利益剰余金合計   － －  △470,432 24.4 －

株主資本合計   － －  387,241 20.1 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  △434  －

評価・換算差額等合計   － －  △434 0.0 －

純資産合計   － －  386,806 20.1 －

負債純資産合計   － －  1,928,178 100.0 －

 （注）記載金額は千円未満切り捨てて表示しております。
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(2）損益計算書

  
第24期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25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   2,222,144 100.0  2,397,983 100.0 175,838

Ⅱ　売上原価         

１．製商品期首たな卸高  49,436   118,582    

２．当期商品仕入高  214,052   343,701    

３．当期製品製造原価  1,157,391   1,660,971    

４．支払ロイヤリティ  188,522   125,221    

合計  1,609,400   2,248,473    

５．他勘定振替高 ※１ 7,203   13,725    

６．製商品期末たな卸高  118,582 1,483,613 66.8 223,363 2,011,384 83.9 527,771

売上総利益   738,531 33.2  386,598 16.1 △351,933

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  570,382 25.7  828,046 34.5 257,663

営業利益又は
営業損失（△）

  168,148 7.6  △441,447 △18.4 △609,596

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2   116    

２．受取配当金  300   －    

３．投資有価証券売却益  119   －    

４．為替差益  69   －    

５．受取手数料  －   1,174    

６．雑収入  66 557 0.0 267 1,557 0.1 1,000

         

１．支払利息  7,051   9,450    

２．株式交付費  6,910   13,061    

３．為替差損  －   123    

４．雑損失  413 14,375 0.6 33 22,669 0.9 8,294

経常利益又は
経常損失（△）

  154,330 6.9  △462,559  △616,890
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第24期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25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         

１．貸倒引当金戻入益  818 818 0.0 －   △818

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損  －   357    

２．投資有価証券評価損  2,995   7,741    

３．仕掛品評価損  －   236,872    

４．違約金損失  －   30,000    

５．その他損失  － 2,995 0.1 3,011 277,983 11.6 274,988

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

  152,153 6.8  △740,543 △30.9 △892,696

法人税、住民税及び事
業税

  971 0.0  3,553 0.1 2,581

当期純利益又は
当期純損失（△）

  151,181 6.8  △744,096 △31.0 △895,278

前期繰越利益   122,482   －   

当期未処分利益   273,664   －   

         

  （注）記載金額は千円未満切り捨てて表示しております。
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製造原価明細書

  
第24期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25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  29,351 2.2 75,380 5.5  

Ⅱ　労務費  313,068 23.7 327,034 23.8  

Ⅲ　経費 ※１ 979,494 74.1 972,104 70.7  

当期総製造費用  1,321,913 100.0 1,374,519 100.0 52,607

期首仕掛品たな卸高  153,109  309,780   

合計  1,475,022  1,684,300  209,279

期末仕掛品たな卸高  309,780  23,215   

他勘定振替高 ※２ 7,848  114   

当期製品製造原価  1,157,391  1,660,971  503,579

 原価計算の方法 原価計算の方法

 　原価計算の方法は、製品別個別原価

計算であり、実際原価を用いて計算し

ております。

同左

　（注）※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。

項目
第24期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

業務委託費（千円） 654,456 832,441

生産印税（千円） 52,026 30,598

消耗品費（千円） 127,482 46,327

外注加工費（千円） 53,819 2,051

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目
第24期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

材料仕入高（千円） 3,828 －

広告宣伝費（千円） 1,967 53

その他（千円） 2,053 61
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(3）株主資本等変動計算書

第25期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

（単位：千円）

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

その他
利益剰余金 

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高 304,200 39,973 273,664 617,838 △2,307 615,530

事業年度中の変動額

新株の発行 206,500 307,000  513,500  513,500

当期純損失   △744,096 △744,096  △744,096

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

    1,872 1,872

事業年度中の変動額合計 206,500 307,000 △744,096 △230,596 1,872 △228,723

平成19年３月31日　残高 510,700 346,973 △470,432 387,241 △434 386,806

  （注）記載金額は千円未満切り捨てて表示しております。
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
第24期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25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

    

税引前当期純利益又は　
税引前当期純損失（△）

 152,153 △740,543  

減価償却費  13,665 46,639  

貸倒引当金の増減額　
（減少△）

 △818 80,641  

受取利息及び
受取配当金

 △302 △116  

支払利息  7,051 9,450  

株式交付費  － 13,061  

為替差益  － △337  

有形固定資産除却損  － 357  

投資有価証券評価損  － 7,741  

違約金損失  － 30,000  

その他特別損失
 

 － 3,011  

売上債権の増加額  △261,080 △2,476  

未収入金の増加額  － △84,975  

たな卸資産の増減額　
（増加△）

 △218,865 165,792  

前渡金の増加額  － △151,947  

仕入債務の増加額  17,415 151,774  

未払金の増加額  － 195,310  

その他の資産の増減額
（増加△）

 6,882 △31,732  

その他の負債の増減額
（減少△）

 110,806 △118,279  

小計  △173,091 △426,628 △253,536

利息及び配当金の受取額  302 116  

利息の支払額  △6,575 △10,213  

違約金の支払額  － △30,000  

法人税等の支払額  △2,200 △973  

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △181,565 △467,698 △286,133
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第24期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

    

有形固定資産の取得によ
る支出

 △3,181 △8,741  

無形固定資産の取得によ
る支出 

 － △194,232  

投資有価証券の売却によ
る収入 

 3,004 －  

貸付金の回収による収入  562 579  

その他の投資による支出  △99,647 △64,262  

その他の投資による収入  886 130  

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △98,376 △266,526 △168,149

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金の増加額  170,000 220,000  

長期借入れによる収入  90,000 100,000  

長期借入金の返済による
支出

 △33,324 △60,547  

株式発行による収入  － 500,438  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 226,676 759,891 533,215

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額（減少△）

 △53,265 25,666 78,932

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 258,932 205,666 △53,265

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 205,666 231,332 25,666

  （注）記載金額は千円未満切り捨てて表示しております。
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(5）利益処分計算書

  
第24期

株主総会承認日
（平成18年６月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   273,664

Ⅱ　次期繰越利益   273,664

    

  （注）記載金額は千円未満切り捨てて表示しております。
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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24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 ──────────

　当社は当事業年度において、営業損失441,447千円、経常

損失462,559千円、当期純損失744,096千円の大きな損失を

計上いたしました。また、営業キャッシュ・フローにつき

ましても前事業年度△181,565千円、当事業年度△467,698

千円とマイナスの状況が継続しております。

　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。

　これは主として当事業年度以前より取り組んでおりまし

たソリューション事業の大型受託案件について、当事業年

度において売上を計上することができないことになったこ

とが主たる要因であります。　

　また、前述のほか、当初より見込まれておりました主と

して人件費等の先行投資費用など販売費・一般管理費等の

増加及び一部の仕掛品と延滞債権に関して、会計上、厳格

かつ保守的に判断して費用計上いたしました。

　このような事態を受け、当社といたしましては今後の資

金需要リスクを担保するため、新たな資本増強策等の実施

を予定しております。具体的には、経営陣、お取引先等へ

の第三者割当による増資並びに金融機関による新たな融資

枠の設定を予定しております。

　また、販管費率の削減に努め、新たに開発費等の先行費

用がかかる大型案件の取組みに際しては、顧客より事前に

開発費用を前受金として受領することを前提に取り組む方

針としております。これらにより、財務基盤の充実を図る

一方、先行費用等を極力抑制することにより、資金収支の

大幅な改善を見込んでおります。組織体制としては、新事

業年度より、パッケージソフト、ソリューションという事

業分野を見直し、当社の得意分野であるネットビジネス支

援、組込系開発、ビジネスソリューションの三分野に再編

を行いました。経営資源の集中と効率化を図ることにより、

既存顧客基盤におけるシェア拡大及び新規顧客の開拓を目

指します。

　また、体制の強化を図るため、組込系開発において、主

にハードウェア面での体制を強化し、品質管理、納期管理

の徹底を図ります。またビジネスソリューションにおいて

は、技術者の採用を積極化し、案件獲得の機会損失を防ぎ

ます。さらには、与信管理を強化し、初期与信だけでなく、

途上与信に関しましても継続的に行うことにより貸倒リス

クを軽減していく所存であります。　これらに加え、市場

ニーズ、顧客ニーズを確実に捉える製品開発力と、業務の

効率化を併せて充実させることにより、営業損益、営業

キャッシュ・フローの改善が見込まれており、マーケット

において当社が信任を得られるものと確信しております。

　なお、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しており

ません。
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重要な会計方針

項目
第24期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25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

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）

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

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

(1）商品、製品、原材料

総平均法による原価法

(1）商品、製品、原材料

同左

(2）仕掛品

個別法による原価法

(2）仕掛品

同左

(3）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(3）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　10～15年

器具及び備品　　２～５年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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  ────────── 株式交付費

　支出時に全額費用処理しております。

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

同左

６．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

貸倒引当金

同左

７．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。

　同左

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３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

９．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

　消費税及び地方消費税につきましては税

抜方式にて処理しております。

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24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25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）

　当会計期間から「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」（企業会計基準適用指針第6

号　平成15年10月31日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

──────────

 

──────────

 

 

 

 

 

 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 　当会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、純資産の

部の合計と同額であります。

　なお、当会計期間における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、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

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （貸借対照表）

 前会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示

しておりました「前受金」及び「預り金」は、総資産の100

分の１を超えたため区分掲記しました。なお、前会計期間

における「前受金」及び「預り金」の金額は、それぞれ

8,215千円及び4,173千円であります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 ──────────

 （貸借対照表）

 前会計期間において流動資産の「その他」に含めて表示

しておりました「前渡金」及び「未収入金」は、総資産

の100分の１を超えたため区分掲記しました。なお、前会

計期間における「前渡金」及び「未収入金」の金額は、

それぞれ1,352千円及び3,319千円であります。

 

　前会計期間において区分掲記しておりました「前受金」

及び「預り金」は、負債及び純資産の合計額の100分の1

以下となったため、流動負債の「その他」に含めて表示

することにしました。なお、当会計期間末における「前

受金」及び「預り金」の金額は、それぞれ218千円及び

9,408千円であります。

 

（キャッシュ・フロー計算書）

　前会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他の資産の増減額」に含めて表示しておりました

「未収入金の増減額」及び「前渡金の増減額」は、当会

計期間において、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。なお、前会計期間の「その他の資産の増減

額」に含まれている「未収入金の増減額」及び「前渡金

の増減額」は、△2,934千円及び1,352千円であります。

 

　前会計期間まで営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他の負債の増減額」に含めて表示しておりました

「未払金の増減額」は、当会計期間において、金額的重

要性が増したため区分掲記しております。なお、前会計

期間の「その他の負債の増減額」に含まれている「未払

金の増減額」は、11,883千円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第24期
（平成18年３月31日）

 第25期
（平成19年３月31日） 

※１授権株式数及び発行済株式総数　

 授権株式数　　　普通株式 40,000 株

 発行済株式総数　普通株式 10,088 株

 ※１授権株式数及び発行済株式総数　

 授権株式数　　　普通株式 40,000 株 

 発行済株式総数　普通株式 12,076 株 

 ※２　担保資産

 　(1）担保に提供している資産

 売掛債権 146,134 千円

 計 146,134 千円

 　(2）上記に対応する債務

 短期借入金 100,000 千円

 計 100,000 千円

３.コミットメントライン（借入金限度額）契約

運転資金の機動的な調達を行うため、取引銀行１行

と貸出コミットメント契約を締結しております。

当期の借入未実行残高は次の通りであります。

貸出コミットメントの総額 100,000 千円

借入実行残高 100,000 千円

差引額 － 千円

  ※２　担保資産

  　(1）担保に提供している資産

 売掛債権 163,712 千円 

 計 163,712 千円 

 　(2）上記に対応する債務

 短期借入金 100,000 千円 

 計 100,000 千円 

３.コミットメントライン（借入金限度額）契約

運転資金の機動的な調達を行うため、取引銀行１行

と貸出コミットメント契約を締結しております。

当期の借入未実行残高は次の通りであります。

貸出コミットメントの総額 100,000 千円

借入実行残高 100,000 千円

差引額 － 千円
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（損益計算書関係）

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

材料仕入高 3,828千円 

広告宣伝費 1,968     

その他 　1,408 

材料仕入高    －千円 

広告宣伝費 53     

その他 　61 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は7％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は93％であり

ます。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は7％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は93％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 30,974千円

給与手当 244,883

業務委託費 46,876

広告宣伝費 17,207

賃借料 65,854

減価償却費 3,852

無形固定資産償却費 7,889

役員報酬  36,352千円

給与手当     319,569

業務委託費  66,829

広告宣伝費 28,386

賃借料 71,284

減価償却費 3,838

無形固定資産償却費 41,530

※３．　　　　　　 ────────── ※３．　固定資産除却損の内訳

器具及び備品 357千円 
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（株主資本等変動計算書関係）

第25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総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式　　　　　（注）１ 10,088 1,988 － 12,076

合計 10,088 1,988 － 12,076

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）１．普通株式の増加株式数の内訳

　　　　　　公募増資による増加　　　　　　　1,500株

　　　　　　新株予約権の権利行使による増加　　488株

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

提出会社 平成15年ストックオプション

としての新株予約権（注）１
普通株式 432 － 352 80 －

平成17年ストックオプション

としての新株予約権（注）２
普通株式 467 － 197 270 －

合計 － 899 － 549 350 －

（注）１．平成15年新株予約権の当事業年度減少は、権利行使によるものであります。

　　　２．平成17年新株予約権の当事業年度減少の内訳

　　　　　権利失効による減少　　61株

　　　　　権利行使による減少　 136株

　　　３．上記の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 　　　　　　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 　　　　　　該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 205,666 千円

現金及び現金同等物 205,666  

現金及び預金勘定  231,332 千円

現金及び現金同等物 231,332  
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（リース取引関係）

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具及び備品 5,100 4,664 435

合計 5,100 4,664 435

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具及び備品 5,100 5,100 －

合計 5,100 5,100 －

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

 １年内 1,299千円

 １年超 － 

合計 1,299 

 １年内 －千円

 １年超 － 

合計 － 

  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

 支払リース料 1,745千円

 減価償却費相当額 1,157 

 支払利息相当額 38 

 支払リース料 1,308千円

 減価償却費相当額 435 

 支払利息相当額 9 

  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は、定率法によっておりま

す。 

 

同左

 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法については利息法によってお

ります。

同左

㈱アスキーソリューションズ（3801）平成 19 年３月期 決算短信（非連結）

－ 30 －



（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24期
（平成18年３月31日）

第25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

(1）株式 － － －    

小計 － － －    

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 12,402 10,094 2,307 5,989 5,554 434

小計 12,402 10,094 2,307 5,989 5,554 434

合計 12,402 10,094 2,307 5,989 5,554 434

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類

第24期
（平成18年３月31日）

第25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 1,804 475

（デリバティブ取引関係）

　第24期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び第25期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）に

おきまして、当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、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

　  当社は、平成15年10月より、確定拠出年金制度を採用しております。

２．退職給付費用に関する事項

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

確定拠出型退職給付制度に係る費用 13,775千円 確定拠出型退職給付制度に係る費用 16,177千円
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（ストック・オプション等関係）

第25期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成15年
ストック・オプション

(1)

平成15年
ストック・オプション

(2)

平成17年
ストック・オプション

(1)

平成17年 
ストック・オプション

(2)

付与対象者の区分及び数
当社取締役及び従業員

　15名

当社取締役及び従業員

　13名

当社取締役、監査役及

び従業員　94名

当社取締役及び従業員

　11名

ストック・オプション数 普通株式　248株 普通株式　252株 普通株式　399株  普通株式　101株

付与日 平成15年11月１日 平成16年３月22日 平成17年４月１日  平成18年２月３日

権利確定条件

 権利行使時において、

当社又は当社子会社

の取締役、従業員、

又は株主の地位にあ

ることを要する

 権利行使時において、

当社又は当社子会社

の取締役、従業員、

又は株主の地位にあ

ることを要する

 権利行使時において、

当社又は当社子会社の

取締役、監査役、従業

員、又は取締役会にお

いて社外協力者として

認定されたものである

ことを要する

権利行使時において、

当社又は当社子会社の

取締役、監査役、従業

員、又は取締役会にお

いて社外協力者として

認定されたものである

ことを要する 

対象勤務期間
 対象勤務期間の定めは

ありません

  対象勤務期間の定め

はありません

  対象勤務期間の定めは

ありません

  対象勤務期間の定めは

ありません

権利行使期間
 平成15年４月１日より

平成25年３月31日まで

 平成15年４月１日より

　　平成25年３月31日

まで

 平成19年３月24日より

平成27年３月18日まで

平成19年３月24日より

　平成27年３月18日ま

で 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度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15年
ストック・オプション

（１）

平成15年
ストック・オプション

（２）

平成17年
ストック・オプション

（１）

平成17年 
ストック・オプション

（２） 

権利確定前　　（株）     

前事業年度末 224 208 366 101

付与 － － － －

失効 － － 61 －

権利確定 224 208 305 101

未確定残 － － － －

権利確定後　　（株）     

前事業年度末 － － － －

権利確定 224 208 305 101

権利行使 180 172 136 －

失効 － － － －

未行使残 44 36 169 101
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②　単価情報

平成15年
ストック・オプション

（１）

平成15年
ストック・オプション

（２）

平成17年
ストック・オプション

（１）

平成17年 
ストック・オプション

（２） 

権利行使価格　　　　　

　（円）
62,500 62,500 62,500 350,000

行使時平均株価　　　　

　（円）
639,400 630,907 170,000 －

公正な評価単価（付与

日）（円）
－ － － －

（税効果会計関係）

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

繰延税金資産 （千円）

繰越欠損金 8,411

減価償却超過額 3,175

繰延税金資産償却限度超過額 222

たな卸資産除却損否認額 288

その他 788

繰延税金資産小計 12,883

評価性引当額 △12,883

繰延税金資産合計 －

繰延税金資産 （千円）

繰越欠損金 132,236

仕掛品評価損否認額 144,038

貸倒引当金繰入限度超過額 33,521

その他 3,150

繰延税金資産小計 312,945

評価性引当額 △312,945

繰延税金資産合計 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

住民税均等割額 0.6

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.3

評価性引当額 △41.6

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
0.6

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

住民税均等割額 △0.5

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
△0.3

評価性引当額 △40.5

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
△0.5

（持分法損益等）

　第24期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び第25期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

におきまして、当社には子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

第24期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

１．法人主要株主等

属性
会社の名
称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

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

株式会社

パート

ナー

東京都中

央区
81,250

ITコンサ

ル事業、

システム

開発請負

（被所有）

直接　15.9

兼任 

1名

業務委

託先
業務委託 10,169 － －

 

２．兄弟会社等

属性
会社の名
称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

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

主要株主

（会社等）

が議決権の

過半数を所

有している

会社等

株式会社

アスキー

東京都千

代田区
433,000

ＰＣ・Ｉ

Ｔ関連出

版事業

－ なし

     

業務受

託先

システム開

発、開発支

援

94,256 売掛金 6,647

主要株主

（会社等）

が議決権の

過半数を所

有している

会社等

株式会社

エンター

ブレイン

東京都千

代田区
410,000

雑誌、書

籍の出版

事業

－ なし
 業務

受託先

 システム開

発、開発支

援

154,663  売掛金 17,278

　（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らず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

一般的取引条件と同様に決定しております。

 

 

第25期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．兄弟会社等

属性
会社の名
称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

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

主要株主

（会社等）

が議決権の

過半数を所

有している

会社等

株式会社

アスキー

東京都千

代田区
433,000

ＰＣ・Ｉ

Ｔ関連出

版事業

－ なし

仕入先 業務委託 6,037 未払金 157

業務受

託先

システム開

発、開発支

援

96,988 売掛金 9,406

主要株主

（会社等）

が議決権の

過半数を所

有している

会社等

株式会社

エンター

ブレイン

東京都千

代田区
410,000

雑誌、書

籍の出版

事業

－ なし
 業務

受託先

 システム開

発、開発支

援

161,915  売掛金 21,604

 （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らず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　 一般的取引条件と同様に決定しております。
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（１株当たり情報）

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25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 61,016円13銭

１株当たり当期純利益金額 14,986円31銭

１株当たり純資産額   32,031円05銭

１株当たり当期純損失金額 62,679円67銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、ストックオプションに係る新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場・非登録であり、期中平均株価

が把握できませんので記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、当期純損失となったため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第24期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益（千円） 151,182 △744,096

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金）   (－) 　（－） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 151,182 △744,096

期中平均株式数（株） 10,088 11,871.42

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2種類（新株予約権の目

的となる株式の数1,000株）。

新株予約権2種類（新株予約権の目

的となる株式の数 350株）。
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（重要な後発事象）

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　平成18年３月１日及び平成18年３月15日開催の取締役会

において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成18年

４月５日に払込が完了いたしました。

　この結果、平成18年４月５日付で資本金は495,450

千円、発行済株式総数は11,588株となっております。

─────────

　

①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方式に

よる募集)

②　発行する株式の種類及

び数

：普通株式　　　 1,500株

③　発行価格 ：１株につき　 350,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき　 322,000円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。

⑤　発行価額 ：１株につき　　255,000円

(資本組入額　 127,500円)

⑥　発行価額の総額 ：　　　　　　382,500千円

⑦　払込金額の総額 ：　　　　　　483,000千円

⑧　資本組入額の総額 ：　　　　　　191,250千円

⑨　払込期日 ：平成18年４月５日

⑩　配当起算日 ：平成18年４月１日

⑪　資金の使途 借入金返済及び設備投資
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５．生産、受注及び販売の状況
(1) 生産実績

当社はサービス提供が主業務であるという事業の性格上、生産実績の記載になじまないため、記載しておりません。

 

(2）受注状況

事業部門

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

増減

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

 パッケージソフト事業 747,774 0 619,912 0 △127,862 -

 ソリューション事業 1,575,454 519,059 1,550,195 291,183 △25,259 △227,876

合計 2,323,229 519,059 2,170,107 291,183 △153,122 △227,876

　（注）　１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．パッケージソフト事業においては、受注即出荷を行っているため、受注残高はありません。

(3) 販売実績

事業部門

第24期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第25期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

 パッケージソフト事業 747,774 33.7 619,912 25.9 △127,862 82.9

 ソリューション事業 1,474,369 66.3 1,778,071 74.1 303,701 120.6

合計 2,222,144 100.0 2,397,983 100.0 175,838 107.9
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６．その他
(1）役員の異動

別途開示いたします。

(2）その他

 該当事項はありません。
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