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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 経営成績                              （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年３月期第１四半期 453 － △64 － △74 － △41 －

19 年３月期第１四半期 －  － － － － － － －

19 年３月期 2,051 － 153 － 155 － 87 －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益金額

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

20 年３月期第１四半期 △2,174 97 － －

19 年３月期第１四半期 －  － － －

19 年３月期 4,928 88 － －

（注） 当第１四半期より四半期財務諸表を作成しておりますので、平成 19 年３月期第１四半期の記 
載及び平成 20 年３月期第１四半期の対前年四半期増減率は記載しておりません。 

 
(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

20 年３月期第１四半期 1,442 950 65.9 44,023 53

19 年３月期第１四半期 － － － － －

19 年３月期 955 448 45.0 24,354 53

 
(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

20 年３月期第１四半期 △13 △80 534 685

19 年３月期第１四半期 － － － －

19 年３月期 368 △258 32 245

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（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 
19 年 3 月期 － － － － － － － － 0 00 

20 年 3 月期 － －    

20 年 3 月期（予想）  － － － － － －
0 00 

 
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 984 27.3 21 △55.5 6 △87.0 5 △80.1 231 48

通     期 2,530 23.3 311 102.5 300 92.7 169 93.0 7,824 07
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４．その他 

  
(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(3) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 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、当社が現在入手可能な情報及び合

理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる

可能性がありますのでご了承下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 内閣府の「平成 19 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」によると、平成 19 年度に

おいては、世界経済の着実な回復が続く下、自律的・持続的な経済成長が実現すると見込まれて

おり、日本経済は継続して緩やかながらも経済成長を続けていくものと考えられます。 

また、情報産業分野においては、短納期・低コストといった事業環境は従来と変わらないものの、

Web システムが企業システムにおいてより重要な位置付けとなり、企業業績の回復を背景とした

IT 投資に対する姿勢は着実に積極化していると考えられます。 

 こうした企業顧客の旺盛な IT 投資需要に支えられ、当社の平成 20 年３月期第１四半期の業績

につきましては、売上高において前年同期比 171 百万円増の 453 百万円（前年同期比 61.1%増）と

なりました。 

 また、利益面においては、経常損失は 74 百万円、第１四半期純損失は 41 百万円と、当初の見

込み通りとなりました。 

パッケージ事業は、Web システム構築基盤製品である「intra-mart Web Platform」及び保守が好

調であり、アプリケーションの主力製品である「イントラネット・スタートパック V6.0」のリリ

ースの遅れ（平成 19 年２月）による受注遅れ分をカバーしました。その結果、パッケージ事業の

売上は 204 百万円（前年同期比 67.3%増）となりました。 

サービス事業は、既存顧客からのリピート受注の増加により、システム開発の売上は好調に推移

しました。コンサルティングについては案件が大型化・長期化するものが増加してきており、当

第１四半期では仕掛り状態になるものが増加しました（それらは第２四半期に検収後、売上計上

となります）。その結果、サービス事業の売上は 230 百万円（前年同期比 56.4%増）となりました。 

 その他事業は、上記２事業に関連するソフトウェア及びハードウェア等の販売になりますが、

当初の見込み通り 18 百万円（前年同期比 53.8%増）となりました。 

 

（当社の四半期業績の特性について） 

 当社のパッケージ事業及びサービス（コンサルティング、システム開発等）事業は、一般企業

を対象としており、事業年度を４月から３月までと定めている企業が多いため、システムの導入・

検収が年度の節目である９月及び３月に集中する傾向にあります。このため、売上高計上基準と

して「検収基準」を採用している当社の業績にも季節的変動があり、売上高、利益とも第２、４

四半期に集中する傾向があります。 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は1,442百万円となり、前事業年度比446百万円の増加となりました。

その主な要因は、新株の発行による資本金及び資本剰余金 544 百万円によるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、新株の発行

により、前事業年度に比べ 440 百万円増加し、当第１四半期末には 685 百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 13 百万円の支出となりました。 

 これは主に、売上債権の減少及びその他負債の増加等により資金を獲得した一方、税引前第１
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四半期純損失の計上、仕入債務の減少及び法人税等の支払等による資金支出があったためです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 80 百万円の支出となりました。 

 これは主に、販売用ソフトウェアの増加（無形固定資産の取得）によるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 534 百万円の収入となりました。 

 これは全て、新株発行による増加によるものです。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 当社事業がターゲットとする Web システムの環境は、当第１四半期に Web システム開発基盤の

出荷が増加していること及び Web システムの大型案件が増加していることから、引き続き Web 市

場が拡大することが予想されます。 

 また、７月末には「intra-mart Web Platform V6.1」のリリース、また８月末には「イントラ

ネット・スタートパック」（グループウェア等）のモバイル対応版をリリースする予定であり、ア

プリケーションの販売増も見込まれること、及び第１四半期の業績も概ね予想通りに推移してい

ることから、現時点で中間期及び通期業績予想に変更はありません。 
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4．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  685,569  245,412

２．売掛金  177,391  298,437

３．未収入金 ※ 2,677  277

４．商品  3,840  4,000

５．仕掛品  34,643  5,478

６．貯蔵品  2,201  3,215

７．前渡金  5,581  6,323

８．前払費用  45,241  38,616

９．繰延税金資産  47,586  14,646

10．その他  311  310

貸倒引当金  △141  △238

流動資産合計  1,004,901 69.6  616,479 61.9

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物  22,530 2,919 

減価償却累計額  3,749 18,780 2,858 60

(2）工具器具及び備品  28,187 23,022 

減価償却累計額  16,818 11,368 16,173 6,849

有形固定資産合計  30,149 2.1  6,909 0.7

２．無形固定資産   

(1）ソフトウェア  196,419  200,121

(2）ソフトウェア仮勘定  80,057  41,095

(3）その他  300  315

無形固定資産合計  276,776 19.2  241,531 24.3
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当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

３．投資その他の資産   

(1）敷金及び保証金  102,771  102,771

(2）従業員に対する長期 
貸付金 

 1,592  1,695

(3）繰延税金資産  26,470  26,470

投資その他の資産合計  130,834 9.1  130,937 13.1

固定資産合計  437,760 30.4  379,379 38.1

資産合計  1,442,662 100.0  995,859 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  101,473  203,287

２．未払金  106,954  58,884

３．未払費用  －  264

４．未払法人税等  688  71,675

５．未払消費税等  －  11,400

６．賞与引当金  5,998  16,501

７．前受金  246,925  165,576

８．預り金  11,088  3,061

流動負債合計  473,129 32.8  530,652 53.3

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金  13,571  12,030

２．その他  5,053  5,053

固定負債合計  18,624 1.3  17,083 1.7

負債合計  491,754 34.1  547,735 55.0
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当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  458,820 31.8  186,500 18.7

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  388,820 116,500 

資本剰余金合計  388,820 26.9  116,500 11.7

３．利益剰余金   

(1）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  103,268 145,123 

利益剰余金合計  103,268 7.2  145,123 14.6

株主資本合計  950,908 65.9  448,123 45.0

純資産合計  950,908 65.9  448,123 45.0

負債純資産合計  1,442,662 100.0  995,859 100.0
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（2）四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  453,099 100.0  2,051,457 100.0

Ⅱ 売上原価  304,173 67.1  1,378,225 67.2

売上総利益  148,926 32.9  673,232 32.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  213,273 47.1  519,660 25.3

営業利益又は営業損失 
（△） 

 △64,346 △14.2  153,572 7.5

Ⅳ 営業外収益 ※1 121 0.0  2,980 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※2 10,569 2.3  873 0.0

経常利益又は経常損失 
（△） 

 △74,794 △16.5  155,679 7.6

税引前第１四半期（当
期）純利益又は第１四半
期（当期）純損失（△） 

 △74,794 △16.5  155,679 7.6

法人税、住民税及び事業
税 

※3 △32,939 79,641 

法人税等調整額  － △32,939 △7.3 △11,548 68,093 3.3

第１四半期（当期）純利
益又は第１四半期（当
期）純損失（△） 

 △41,855 △9.2  87,586 4.3
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（3）四半期株主資本等変動計算書  

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰
余金 

 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 

繰越利益剰余
金 

利益剰余金 
合計 

株主資本合計 

純資産合計

平成19年３月31日残高（千円） 186,500 116,500 116,500 145,123 145,123 448,123 448,123

第１四半期会計期間中の変動額    

新株の発行（千円） 272,320 272,320 272,320 － － 544,640 544,640

第１四半期純損失（千円） － － － △41,855 △41,855 △41,855 △41,855

第１四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

272,320 272,320 272,320 △41,855 △41,855 502,784 502,784

平成19年６月30日残高（千円） 458,820 388,820 388,820 103,268 103,268 950,908 950,908
        

 

 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰
余金 

 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 

繰越利益剰余
金 

利益剰余金 
合計 

株主資本合計 

純資産合計

平成18年３月31日残高（千円） 120,000 50,000 50,000 57,537 57,537 227,537 227,537

当事業年度中の変動額    

新株の発行（千円） 66,500 66,500 66,500 － － 133,000 133,000

当期純利益（千円） － － － 87,586 87,586 87,586 87,586

当事業年度中の変動額合計（千円） 66,500 66,500 66,500 87,586 87,586 220,586 220,586

平成19年３月31日残高（千円） 186,500 116,500 116,500 145,123 145,123 448,123 448,123
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（4）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前第１四半期（当
期）純利益又は第１四半
期（当期）純損失（△） 

 △74,794 155,679 

減価償却費  32,297 121,018 

貸倒引当金の増加額又
は減少額（△） 

 △96 6 

退職給付引当金の増加
額 

 1,541 2,550 

受取利息及び受取配当
金 

 △6 △6 

支払利息  － 7 

株式交付費  10,569 467 

固定資産除却損  － 803 

売上債権の減少額又は
増加額（△） 

 121,046 △8,522 

たな卸資産の減少額又
は増加額(△) 

 △27,990 7,959 

仕入債務の増加額又は
減少額(△) 

 △87,419 55,789 

未払金の増加額  23,567 14,712 

未払消費税等の減少額
（△） 

 △11,400 △2,197 

その他資産の増加額
（△） 

 △8,276 △7,693 

その他負債の増加額  79,297 57,126 

小計  58,333 397,701 

利息及び配当金の受取
額 

 6 － 

利息の支払額  － △7 

法人税等の支払額  △71,675 △28,984 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △13,334 368,709 
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当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（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 

 △273 △4,033 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △80,401 △166,976 

貸付による支出  － △2,000 

貸付金の回収による収
入 

 96 － 

敷金・保証金の支払によ
る支出 

 － △85,587 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △80,578 △258,598 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の返済によ
る支出 

 － △100,000 

株式の発行による収入  534,070 132,532 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 534,070 32,532 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額 

 440,157 142,643 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 245,412 102,768 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第
１四半期末(期末)残高 

※ 685,569 245,412 
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（5）注記事項等 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

たな卸資産 たな卸資産 

(1) 商品 (1) 商品 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

 先入先出法による原価法によっ

ております。 

同左 

 (2) 仕掛品 (2) 仕掛品 

  個別法による原価法によってお

ります。 

同左 

 (3) 貯蔵品 (3) 貯蔵品 

  先入先出法による原価法によっ

ております。 

同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法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         14年～18年 

工具器具備品   ３年～10年 

(1) 有形固定資産 

定率法（ただし建物（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         14年～18年 

工具器具備品   ３年～10年 

 (2) 無形固定資産 

無形固定資産（ソフトウェアを

除く）については定額法によって

おります。 

なお、ソフトウェアの減価償却

方法は次のとおりです。 

① 市場販売目的のソフトウェア

見込販売期間（３年以内）に

おける見込販売収益に基づく償

却額と販売可能な残存販売期間

に基づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい額を計上する方

法によっております。 

② 自社利用のソフトウェア 

見込利用可能期間（５年以内）

に基づく定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理方法 株式交付費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

株式交付費 

同左 
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項目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権に

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 

従業員の賞与金の支払に備え

て、賞与支給見込額の当第１四半

期会計期間負担額を計上しており

ます。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与金の支払に備え

て、賞与支給見込額の当期負担額

を計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当第１四半期会計期間末にお

ける自己都合要支給額に基づき計

上しております。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、期末における自己都合要支給

額に基づき計上しております。 

５．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か月以内に

償還期限の到来する短期投資からな

っております。 

同左 

６．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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  四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準) 

当事業年度より、「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

448,123千円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の

部については、財務諸表等規則の改正にともない、

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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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※ 消費税等の取扱 ※          ― 

  仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、

未収入金として表示しております。 

 

  

 

（四半期損益計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息 6千円    受取利息 6千円 

       イベント協賛金 2,580千円 

  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   株式交付費 10,569千円    支払利息 7千円 

    株式交付費 467千円 

  

※３ 当第１四半期会計期間における税金費用に

ついては、簡便法による税効果会計を適用して

いるため、法人税等調整額は「法人税、住民税

及び事業税」に含めて表示しております。 

※３          ― 

  

  ４ 減価償却実施額   ４ 減価償却実施額 

   有形固定資産 1,535千円    有形固定資産 4,128千円 

   無形固定資産 30,762千円    無形固定資産 116,890千円 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年６月 30 日） 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 
（株） 

当第１四半期会計 
期間末増加株式数 

（株） 

当第１四半期会計
期間末減少株式数 

（株） 

当第１四半期会計
期間末株式数 

（株） 

発行済株式  

普通株式(注) 18,400 3,200 － 21,600 

計 18,400 3,200 － 21,600 

（注）普通株式の発行済株式数の増加 3,200 株は、平成 19 年６月７日付の公募による新株式発行の増加

であります。 

 
前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前々事業年度末 

株式数 
（株） 

前事業年度 
増加株式数 
（株） 

前事業年度 
減少株式数 
（株） 

前事業年度末 
株式数 
（株） 

発行済株式  

普通株式(注) 1,650 16,750 － 18,400 

計 1,650 16,750 － 18,400 

（注）普通株式の発行済株式数の増加 16,750 株は、第三者割当による増加 190 株、株式分割による増加

16,560 株であります。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（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 

 

現金及び預金 685,569千円 

現金及び現金同等物 685,569千円 

 

※ 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 

 

現金及び預金 245,412千円 

現金及び現金同等物 245,412千円 
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（リース取引関係） 

 当第１四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日）及び前事業年度

（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。 

 

 

（有価証券関係） 

 当第１四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日）及び前事業年度

（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。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

 当第１四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日）及び前事業年度

（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

 当第１四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日）及び前事業年度

（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。 

 

 

（持分法損益等） 

 当第１四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 日）及び前事業年度

（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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（１株当たり情報） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 
 

１ 44

１
金

2,

１ 24

１ 4,

株当たり純資産額 ,023.53円

株当たり第１四半期純損失
額 

174.97円 
  

 
株当たり純資産額 ,354.53円

株当たり当期純利益金額 928.88円 
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期純

利益金額については、潜在株式が存在しないため

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金

額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

 当社は、平成19年２月13日付で株式１株につき10株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 13,790.13円

１株当たり当期純利益金額 2,536.12円
 

（注 1）１株当たり第１四半期（当期）純資産金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額 （千円） 950,908 448,123 

純資産の部の合計額から控

除する金額 
（千円） － － 

普通株式に係る第１四半期
期末（期末）の純資産額 

（千円） 950,908 448,123 

1株当たり純資産額の算定に

用いられた第１四半期期末

（期末）の普通株式の数 

（株） 21,600 18,400 

（注 2）１株当たり当期純利益金額又は第１四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

 
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

第１四半期（当期）純利益又

は第１四半期（当期）純損失

（△） 

（千円） △41,855 87,586 

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － 

普通株式に係る第１四半期
（当期）純利益又は第１四半
期（当期）純損失（△） 

（千円） △41,855 87,586 

期中平均株式数 （株） 19,244 17,770 
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（重要な後発事象） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

― 新株発行について 

 

 

 

 

 

 当社は平成19年５月８日付で株式会社東京証券取引所

から上場承認を受け、平成19年６月７日にマザーズ市場

に上場をいたしました。株式上場にあたり、平成19年５

月８日及び平成19年５月18日開催の当社取締役会におい

て、新株式発行及び募集条件を決議し、平成19年６月６

日に払込が完了いたしました。その概要は以下のとおり

であります。 

 (1）新株式発行要領 

 発行する株式数 普通株式 3,200株

 発行価格 １株につき 185,000円

 引受価額 １株につき 170,200円

 発行価額 １株につき 131,750円

 資本組入額 １株につき 85,100円

 払込金額の総額  544,640千円

 発行価額の総額  421,600千円

 資本組入額の総額  272,320千円

 (2）募集方法  

 一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

 (3）資金の使途 

 製品開発投資に充当いたします。 
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（6）事業部門別売上高 

事業別 
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

パッケージ事業 （千円） 204,392 832,107 

サービス事業  （千円） 230,699 1,138,104 

その他の事業  （千円） 18,007 81,246 

 合計 （千円） 453,099 2,051,457 
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