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平成19年5月期 決算短信 
平成19年7月30日 

上場会社名        株式会社フレームワークス   上場取引所 東証マザーズ 

コード番号        3740     ＵＲＬ   http://www.frame-wx.com/ 

代  表  者 代表取締役社長 田中純夫 

問合せ先責任者 取 締 役    石神成夫   ＴＥＬ (054) 286 － 5411      

定時株主総会開催予定日  平成19年8月30日  

有価証券報告書提出予定日 平成19年8月31日  

  
（百万円未満切捨て） 

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

(1)連結経営成績                                    （％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5月期 

18年5月期 

3,387 

2,115 

60.1 

― 

△702 

△639 

― 

― 

△754 

△669 

― 

― 

△1,477 

△901 

― 

― 

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

一株当り当期純利益 

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5月期 

18年5月期 

△22,149 

△13,788 

76 

71 

― 

― 

― 

― 

― 

△116.6 

△30.6 

△23.0 

△20.7 

△30.2 

(参考) 持分法投資損益  19年5月期 ―百万円  18年5月期 ―百万円 

 

(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5月期 

18年5月期 

2,020 

2,906 

△696 

906 

△35.1 

26.6 

△10,649 

11,584 

28 

55 

(参考) 自己資本  19年5月期 △710百万円  18年5月期 772百万円 

 

(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5月期 

18年5月期 

△377 

△581 

66 

△1,673 

731 

1,493 

660 

234 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 

(年間) 

配当性向 

（連結） 

純資産 

配当率 

（連結） 

  円  銭  円  銭  円  銭 百万円 ％ ％ 

18年5月期 

19年5月期 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

0 

0 

00 

00 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

20年5月期 

（予想） 

― 

 

― 

 

― 

 

― 

 

0 

 

00 

 
 

― 
 

 

３．20年5月期の連結業績予想（平成19年6月1日～平成20年5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 

通    期 
1,673 

3,448 

△5.0 

1.8 

73 

△15 

― 

― 

△3 

△118 

― 

― 

△7 

△141 

― 

― 

△104 

△2,114 

97 

32 

 

（財）財務会計基準機構会員  
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有 

   新規 1社 （マトリックス・FWX投資事業組合） 
(注) 詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更   無 

 

(3) 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5月期 66,688株  18年5月期 66,688株 

②期末自己株式数 19年5月期    ―株  18年5月期   0.87株 
(注) 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

 
(参考)個別業績の概要 

 

１.19年5月期の個別業績(平成18年6月1日～平成19年5月31日) 

(1)個別経営成績                                            （％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5月期 

18年5月期 

 2,142 

1,364 

56.9 

△30.2 

△359 

△583 

― 

― 

 △420 

△618 

― 

― 

△1,418 

△864 

― 

― 

 

 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

一株当り当期純利益 

  円  銭  円  銭 

19年5月期 

18年5月期 

△21,274 

△13,234 

25 

66 

― 

― 

― 

― 

 

(2)個別財政状態 

 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5月期 

18年5月期 

1,872 

2,552 

△617 

808 

△32.9 

31.7 

△9,253 

12,120 

35 

15 

(参考) 自己資本  19年5月期 △617百万円  18年5月期 808百万円 

 

２．20年5月期の個別業績予想（平成19年6月1日～平成20年5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 

通    期 

1,215 

2,308 

6.9 

7.7 

90 

△7 

― 

― 

21 

△95 

― 

― 

16 

△105 

― 

― 

239 

△1,574 

92 

50 

 

 

 

 

＊業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において把握可能な情報に基づき作成した見込みであり、リスクや不確実性を含んでおりま

す。実際の業績は今後様々な要因により、予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事

項は4ページの「次期の見通し」をご参照下さい。 
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１．経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

① 当期の概況（平成18年6月1日～平成19年5月31日） 

当連結会計年度における我が国経済は、原油をはじめとする原材料の高騰、量的緩和解除による金利上昇な

ど依然として懸念材料は残るものの、高水準の企業収益と良好な業況感を背景として設備投資が増加するなど、

景気は緩やかな回復基調をたどりました。 

情報サービス業界においては、コストや技術力、提案力の差別化要求など顧客企業の費用対効果重視の姿勢

は依然として強いものがありますが、システムの信頼性確保に関するニーズの高まりや企業収益の増加を背景とし

て、市場回復が本格化する兆しを見せております。 

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

がロジスティクスやサプライチェーンマネジメント（Supply Chain Management、以下「SCM」という。）を戦略的課題と

して重要視してきていること、IT先端技術であるRFID技術が物流活動への本格的な応用段階を迎えていることなど

を背景として業界各社の競合が強まっております。 

 

当連結会計年度の経営成績については、過年度より新規顧客開拓に積極的に取り組んできた結果、受注見込

み案件数が着実に増加している状況にあり、新規顧客や既存顧客に対する自社開発システムの販売、システム開

発案件、コンサルティング案件は堅調に推移いたしました。また、自社開発システムに関するライセンスビジネスに

おいては、顧客企業グループに対する包括契約やOEM契約などの案件も複数契約いたしました。さらに、前期を

通して推し進めてきた一連の資本・業務提携（子会社化）の影響もあり、これらの結果、売上高に関しては前期と比

べて大幅に増加いたしました。 

一方、利益面に関しては軟調に推移することとなりました。当社においては、事業拡大に向けて積極的な経営資

源投資を展開してきたことにより人件費や諸経費等の固定費負担が増加している状況にあります。このような中、利

益貢献度の高いライセンス売上を含めて売上高が十分な水準を達成できなかったことから、総原価に対して一定の

生産性を確保することができませんでした。また、システム構築案件数が増加していくのに対して、内部での生産効

率性を確保できずに外注費が増加したことも、利益面に影響いたしました。さらに、子会社各社においても売上高

が低調に推移しており、これらの結果、製造原価や販管費（のれん償却費119百万円を含む）を吸収することができ

ず、損失を計上することとなりました。 

また、当社および当社グループは当連結会計年度において、保有する子会社株式（株式会社シーエスシステム

ズ、北京飛龍日恒科技有限公司）、のれん（株式会社シーエスシステムズ）、固定資産、商品等について、その資

産性や回収可能性を保守的に見直して相応の減損処理を行い、多額の特別損失を計上いたしました。 

 

これらの結果、当社グループの連結業績につきましては、売上高が3,387百万円（前期比60.1％増）と大幅に増

加いたしましたが、営業損失が702百万円（前期は639百万円の営業損失）、経常損失が754百万円（前期は669百

万円の経常損失）、当期純損失が1,477百万円（前期は901百万円の当期純損失）となりました。また、当社単体の

個別業績につきましては、売上高が2,142百万円（前期比56.9％増）と大幅に増加いたしましたが、営業損失が359

百万円（前期は583百万円の営業損失）、経常損失が420百万円（前期は618百万円の経常損失）、当期純損失が

1,418百万円（前期は864百万円の当期純損失）となりました。 

なお、当社グループは当連結会計年度において多額の損失を計上したことにより利益剰余金が大幅に欠損し、

連結で696百万円、単体で617百万円の債務超過の状態となりました。 

 

株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様に対して多大なご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申

し上げます。 

当社といたしましては、「企業価値の回復」を最重要課題として掲げ、ステークホルダーの皆様からの信頼にたる

企業として経営改善に一新して取り組み、財務体質改善および業績回復の必達をもって皆様にお応えすべく、全

社総力を挙げて取り組んでまいります。 

何卒、ご理解賜りますよう宜しくお願いいたします。 
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（業績推移の背景） 

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

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

収入として得ております。 

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

約7割近くを少数特定の案件が占めるという時期もありました。そのため、個別案件の受注の波が、全体の業績に大

きく影響してしまうというリスクを抱えております。 

このように、当社においては、人件費等の固定費が比較的均等に発生するのに対して、案件の受注状況やその

採算性、全体の生産性等により売上高および利益が大きく変動してしまう傾向にあります。 

特に近年においては、顧客企業の費用対効果重視の姿勢から商談期間は長期化の傾向にあり、また、包括的

なライセンス供与などの高額案件も複数浮上してきている状況にあります。そのため、特定の案件の受注成約時期、

開発動向、顧客の予算都合などにより業績が変動してしまうリスクは高くなってきている状況にあります。 

このような課題に対して、当社は、早期に事業規模を拡大して多くの企業にソリューションを提供していくことが、

業績変動リスクの軽減はもとより事業基盤の確立・安定化に繋がると考え、優秀な人材の確保や国内外（日本、中

国、韓国、中東）の顧客開拓、医療物流への進出、戦略的な業務・資本提携などをこれまで行ってまいりました。こ

れらの結果、顧客の裾野は広がり着実に受注見込み案件が増加してきている傾向にあり、顧客企業グループに対

する包括ライセンス契約やミドルクラス製品のOEM契約など、新たな提供方法による契約も締結いたしました。 

しかしながら一方では、早期の事業拡大に向けた経営資源投資により、固定費負担が増加している状況にあり、

これに対して、利益貢献度の高いライセンス売上を含め売上高が十分な水準を達成することができていないことか

ら、総原価に対して一定の生産性を確保することができず、利益面は軟調に推移している状況にあります。また、シ

ステム構築案件数の増加に対して、内部での生産効率性を十分確保していくことも今後の重要課題であります。 

当社としては、早急に収益改善を実現して、安定した事業基盤を確立することが急務であり、コスト削減の徹底や

生産性の向上はもとより、事業の戦略的な強化に取り組んでまいる所存であります。 

 

② 次期の見通し（平成19年6月1日～平成20年5月31日） 

当連結会計年度における我が国経済は、原油をはじめとする原材料の高騰、量的緩和解除による金利上昇な

ど依然として懸念材料は残るものの、高水準の企業収益と良好な業況感を背景として設備投資が増加するなど、

景気は緩やかな回復基調をたどりました。 

情報サービス業界においては、コストや技術力、提案力の差別化要求など顧客企業の費用対効果重視の姿勢

は依然として強いものがありますが、システムの信頼性確保に関するニーズの高まりや企業収益の増加を背景とし

て、市場回復が本格化する兆しを見せております。 

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

がロジスティクスやサプライチェーンマネジメント（Supply Chain Management、以下「SCM」という。）を戦略的課題と

して重要視してきていること、IT先端技術であるRFID技術が物流活動への本格的な応用段階を迎えていることなど

を背景として業界各社の競合が強まっております。 

 

当社においては、収益の改善が急務であります。そのため、事業活動（各業務、各プロジェクト）における諸労務

経費ついて、採算性、必要性、成長性を厳しく精査したコスト削減を断行し、限られた経営資源である人材、設備、

資金、ノウハウを無駄なく活用することにより、生産性の向上に徹底的に取り組んでまいる所存であります。 

また、ソリューションプロバイダーである当社グループにとって、製品（自社製品ライセンス）およびサービスは収

益力に直結する事業の源泉であり、その拡販は収益の要であります。当社グループは販売力の強化に向けて、グ

ループ営業体制の強化はもとより、大手・中堅ＩＴベンダーとの戦略的な業務提携などパートナーを活用した販売展

開に積極的に取り組んでまいります。また、顧客ニーズに合わせた新たな販売提供方法として、自社開発システム

の包括的なライセンス供与やOEM契約はもとより、従量課金型ソリューションへの展開なども視野に検討してまいり

ます。 

これらに加え、経営状況の迅速な把握に向けて管理体制を強化し、業績管理を徹底してまいります。 
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新たな経営体制の下、以上を着実に遂行できるグループ事業体制を整備し、ステークホルダーの皆様からの信

頼回復に向けて経営改善に一新して取り組んでまいります。 

 

＜平成20年5月期の業績予想＞ 

 

連結             （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成20年5月期（予想） 3,448 △15 △118 △141 

平成19年5月期 3,387 △702 △754 △1,477 

対前期増減率 1.8％ ― ― ― 

 

個別             （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成20年5月期（予想） 2,308 △7 △95 △105 

平成19年5月期 2,142 △359 △420 △1,418 

対前期増減率 7.7％ ― ― ― 

 
（業績予想の適切な利用に関する注意事項） 

業績予想等の将来予測に関する記載は、本資料の発表日現在において把握可能な情報に基づき作成した見込みであり、

リスクや不確実性を多分に含んでおります。したがって、業績予想等の将来予測に関する記載を確約したり、将来にわたって

保証するものではありません。実際の業績は、今後様々な要因により、予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。こ

れら業績予想等の将来予測に関する記載のみに過度に依存されないようお願いいたします。 

 

 

（2）財政状態に関する分析 

① 資産・負債・総資産 

（資産） 

総資産は、前連結会計期間末と比較して886百万円減少し、2,020百万円となりました。これは主に、財務安定資

金の調達により現預金が増加したものの、のれんやその他固定資産、商品の減損損失を計上したことによるもので

あります。 

（負債） 

負債は、前連結会計期間末と比較して716百万円増加し、2,716百万円となりました。これは主に、社債の償還に

係るリファイナンスとして長期借入金の借入および社債の発行があったことに加え、財務安定資金として短期借入

金の借入があったことによるものであります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計期間末と比較して1,602百万円減少し、696百万円の債務超過となりました。これは主に、

当連結会計年度において多額の減損損失を計上したことによるものであり、利益剰余金の欠損が拡大し債務超過

の状態となったものであります。 

なお、当社は債務超過の早期解消に向けて第三者割当増資を検討しており、引受予定先との協議を進めてお

ります。詳細については、決定次第、適時開示させていただきますので、ご理解賜りますようお願い致します。株主

の皆様に対して、多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。 

 

② キャッシュ・フロー 

当連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計期間末と比較して426百

万円増加し、660百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
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営業活動の結果、使用した資金は377百万円（前期は581百万円の使用）となりました。これは主に、税金等調整

前当期純損失が1,556百万円あったものの、その内訳として多額の非資金損失項目（減損損失が841百万円、のれ

ん償却額が119百万円）があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果獲得した資金は66百万円（前期は1,673百万円の使用）となりました。これは主に、ソフトウェア

等の固定資産の取得等による支出55百万円があったものの、投資有価証券売却による収入120百万円があったこ

とによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は731百万円（前期は1,493百万円の獲得）となりました。これは主に、社債の償還

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

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

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。 

第16期 

（平成18年5月期） 

第17期 

（平成19年5月期） 

 

中間 期末 中間 期末 

自己資本比率(％) 61.0 26.6 12.0 △35.1 

時価ベースの自己資本比率(％) 392.2 149.1 60.1 42.4 

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 ― ― ― ― 

(注)①上記指標の算出方法 

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(年)：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いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  ③株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式数により算出しております。 

  ④債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、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。 

 

 

（3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は株主への利益還元を重要な経営課題と認識しております。そのため、各期の経営成績や将来の事業展

望等を勘案して、利益に見合った配当を検討していく方針であります。しかしながら現時点におきましては、業績の

低迷から利益剰余金が大幅に欠損している状況にあり、財務体質の改善、事業基盤の安定に向けて内部留保を

最優先としているため、当面は配当による利益配分を見送る予定であります。 

なお、会社法施行により、配当に関する回数制限が撤廃されましたが、現時点においては四半期配当の実施に

関して特段の変更を予定しておりません。 

 

 

（4）事業等のリスク 

以下において、当社および当社グループの事業展開上リスク要因となる可能性がある事項を記載しております。

また、投資家の投資判断あるいは当社の事業活動を理解する上で重要であると考えられる事項については、投資

家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社および当社グループは、これらのリスクが発生す

る可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針でありますが、すべてのリスクの予

測やそれらに対する回避を保証するものではありません。また、以下の記載は当社株式への投資に関連するすべ

てのリスクを網羅するものではありませんのでご留意ください。 
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なお、記載された事項で将来に関する事項は発表日現在入手可能な情報に基づき当社が判断したものでありま

す。 

① 当社および当社グループの事業内容について 

(ア) 研究開発などの成否等について 

当社グループは、先端のIT技術や管理手法を管理システムに応用することで付加価値の高いソリュー

ションを提供することが可能になると考えております。そのため、当社グループではソフトウェア・通信技術・

機器・管理技術に関して最新技術の動向を研究し、これら技術を応用した新製品の開発を行うとともにコン

サルティング・サービスの基礎となる数理的手法や管理手法の研究開発も行っております。 

これらの研究開発は相当の期間と費用を要するものであるため、将来的な市場動向や技術動向を見越

して研究開発活動に着手する必要があります。 

当社グループは充分な調査を経て諸要因を分析し、製品開発活動に取り組んでおりますが、製品開発

が計画通り進まなかった場合、あるいは製品化したものの市場性がなく製品の販売が目論見どおり進まな

い場合には、当該費用を回収する収益を計上できず当社グループの事業および業績に影響を与える可

能性があります。 

(イ) 特定製品(「Logistics Station iWMS」)への依存について 

当社の事業は、その大部分が「Logistics Station iWMS」に関連するものであります。当社では当該製品

に継続的改良を加える一方で、これに代わる次期製品の開発を進めております。しかしながら、製品の改

良や開発中の新製品が顧客ニーズに適合しない等の理由により、製品の競争力を失う場合には、当社お

よび当社グループの事業・業績に影響を与える可能性があります。 

(ウ) 当社製品に不具合が生じた場合の影響について 

当社グループでは、製品開発やシステム・インテグレーションに際してプログラムの不具合であるバグを

無くすことは重要な課題であると考えておりますが、ハードウェア環境やプラットフォームとの相性等の影響

によりこれを皆無にすることは一般的にも困難であると認識されております。 

当社は、重大な影響を生じさせるバグを回避するために入念なテストを実施する等の品質管理に取り組

み、信頼性を高めることに努めておりますが、当社が提供する製品および当該製品に関わる技術サポート

やシステム開発等において当社に責務のある要因で不具合(誤作動・バグ・納期遅延等)が生じた場合に

は、損害賠償責任の発生やユーザーの当社に対する信頼喪失により、当社グループの事業および業績に

影響を与える可能性があります。 

(エ) 情報セキュリティについて 

当社グループでは、コンピュータ・システムのバックアップ等の対策を講じ、情報セキュリティ強化に努め

ております。しかしながら、コンピュータ・ウイルスの侵入、外部からの不正なアクセスによるコンピュータ内

への侵入、従業員の過誤等による重要なデータの消去、または不正入手が生じた場合には信用の著しい

低下を招き、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

(オ) 競合について 

当社グループが事業を展開するSCM・ロジスティクス市場は、各社の競合が強まっている状況にありま

す。また、当該市場は米国にて先行して確立しており、成長著しい東アジアへ新たな市場機会を求めて米

国有力企業も参入してきている状況にあります。 

物流は商慣行や物流様式等の影響を強く受けるものであることから、市場特性の理解や物流業務ノウハ

ウの蓄積が不可欠であります。当社グループでは、これまで蓄積してきた市場特性の理解や物流業務ノウ

ハウを生かした付加価値の高いソリューションの提供に努めており、競合各社との差別化を図っております

が、当社グループが考える差別化が市場に評価される保証はありません。また、新技術の登場等により当

社が将来にわたり当該市場において一定の地位を継続できるとは限らないことから、当社グループの事業

および業績に影響を与える可能性があります。 

② 当社および当社グループの業績推移等について 

(ア) 進行基準の採用について 

当社では、売上高のうちシステム・インテグレーションおよびコンサルティングによる売上について、プロジ

ェクトごとに売上原価を発生基準で認識し、これに対応する売上を原価進捗率(プロジェクト別の見積総原
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価に対する実際発生原価の割合)に応じて計上する進行基準を採用しております。 

この進行基準の採用により顧客に対する請求を待たずに利益および対応する債権が計上されることがあ

ります。 

(イ) 大型案件による売上高および利益の変動について 

当社の主たる事業は自社開発ソフトウェアである物流センター管理システムの提供に関するものであり、

案件の中には、プロジェクト開始時期に大型のライセンス供与が発生し、その後、継続的なシステム開発が

行われるものがあります。大型案件と呼ばれるこのような案件は、当社の現在の事業規模と比べますと売上

面・利益面ともに非常に大きく影響する案件であり、契約が成立して多額のソフトウェアライセンスが一括で

売上計上される時期に、当社の売上高および利益が大きく偏る可能性があります。 

(ウ) のれんの償却について 

当社は、ソリューションプロバイダーとして更なる成長を目指すとともに早期に事業拡大を目指す目的で

一連の資本・業務提携を行ってまいりました。資本提携によって連結子会社化した会社の株式取得に伴い、

当社グループの連結貸借対照表にのれんが計上されることとなり、当連結会計期間末においては資産の部

で498百万円ののれんを計上しております。 

のれんにつきましては、当該会社の事業内容等の諸事情を勘案して、10年の均等償却を行っております

が、当該会社の業績悪化等その効果が取得時の見積りに基づく期間よりも早く消滅すると見込まれる場合

には、当該のれん残高について相当の減額を行う可能性があり、当社グループの業績および財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。 

なお、当社は、当連結会計年度において、連結子会社である株式会社シーエスシステムズののれんにつ

いて、その資産性や回収可能性を保守的に見直し、666百万円の減損処理を実施いたしました。 

③ 当社および当社グループの事業体制について 

(ア) 会社規模について 

平成19年5月末日現在、当社および当社グループの従業員数は、当社が147名、当社グループが265名

と小規模な組織であり、内部管理体制も組織規模に応じたものとなっております。当社および当社グループ

では、事業規模に応じた人員増強を図り、内部管理体制も合わせて強化・充実させていく方針でありますが、

当社グループの事業規模に対して適切かつ十分な人員増強および組織的対応ができるかは不透明であり、

これが不十分な場合には当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

(イ) 人材の確保および育成について 

当社グループが今後継続して競争力のある製品およびサービスの提供を推進していくためには、優秀な

人材の確保が必要不可欠であり、案件数の増加や製品・サービスの提供範囲の拡大に合わせて、プロジェ

クトマネジメント能力、コンサルティング能力、研究開発能力を有する人材の確保や育成が急務となっており

ます。 

当社グループはこのような認識のもとに積極的に優秀な人材を採用していく方針でありますが、当社の求

める人材が十分に確保出来ない場合、または現在在職している人材が流出するような場合には当社の事

業および業績に影響を与える可能性があります。 

④ 知的所有権について 

当社グループが事業を展開する上では、技術やノウハウ、知的財産等は重要な意味を有するため、これら

の保全に関しては細心の注意を払っておりますが、それでもなお侵害される可能性は存在することから当社グ

ループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

また、特許権、実用新案権、商標権、著作権等の知的財産権が今後どのように適用されるかを想定するの

は困難であり、損害賠償および使用差止等の請求を受ける場合や特許権等に対する対価の支払い等が発生

する場合には、当社グループの事業および業績に影響を与える可能性があります。 

⑤ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

当社グループは、前連結会計年度において、営業損失639百万円、経常損失669百万円、当期純損失901

百万円を計上しており、当連結会計年度においては営業損失702百万円、経常損失754百万円、当期純損失

1,477百万円を計上し、当連結会計期間末において696百万円の債務超過の状態となっております。また、当

連結会計年度の経営成績によって、平成18年7月25日に発行いたしました第１回無担保社債（平成19年5月
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末残高585百万円）の財務制限条項に抵触しております。さらに取引銀行の要請により短期借入金の一部に

ついて返済を行いました。当該状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じて

おります。 

当該状況を解消すべく、当社はあらためてパッケージベンダーとしての事業構造のあり方を見直す

とともに、採算性、必要性、成長性を厳しく査定したコスト削減を断行いたします。加えて、当社の

主力製品である物流センター管理システムを更に改善・進化させるとともに、限られた経営資源であ

る人材、設備、資金、ノウハウを無駄なく活用することにより、生産性の向上に徹底的に取り組んで

まいる所存であります。 

また、グループ各社の明確な役割の下、グループ会社間の連携を強化し、ソリューションラインナ

ップ、販売力、サービス力、製品開発力など、当社グループが一体となって顧客企業のサプライチェ

ーン・マネジメントの構築・実現を支援するための総合力を高め、着実な収益を確保するための改革

を行ってまいります。 

財務面におきましては、債務超過の早期解消および上記財務制限条項付社債の償還資金を確保して

財務状態を安定させるために、当社は第三者割当増資を検討しており、株式会社MIT Corporate 

Advisory Servicesおよび特定の事業会社との交渉を開始しております。当該事業会社とは単なる財

務面での関係に留まらず、事業上の連携を強化して、事業シナジーを創出するための関係を積極的に

構築してまいりたいと考えております。また、当社は、第三者割当増資の早期実施はもとより、手元資金

および借入金の借換等を含め資金不足等の深刻な事態が発生することのないよう、取引金融機関の皆様に

対して一定の理解を要請してまいります。 

当社グループの事業継続は、上記の経営改革と交渉中の第三者割当増資の実現および取引金融機関の

協力に依存しておりますが、連結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を

連結財務諸表には反映しておりません。 
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２．企業集団の状況 

平成19年5月31日現在、当社グループは、当社（株式会社フレームワークス）、連結子会社6社（北京飛龍日恒科

技有限公司、株式会社日本ビジネスクリエイト、株式会社シーエスシステムズ、C.S.Factory Co.,Ltd.、ＡＧインベストメ

ント1号投資事業組合、マトリックス・ＦＷＸ投資事業組合）により構成されております。 

当社グループでは、サプライチェーンやロジスティクスに資することを主な目的として、物流センター管理システムを

はじめとする自社開発ソフトウェアの提供、システム・インテグレーション、コンサルティング・サービス等を併せて提供

しており、これらソリューション提供を事業展開しております。 

なお、当社グループの事業セグメントは一つであり、その主要品目により次の3品目に区分しております。 

品目名 主要品目 

サプライチェーン・ロジスティクスソ

リューション 

■システム・インテグレーション 

・ソフトウェアの修正・追加および他システムとの連携に関わる設計・開発・導入作業全般 

■コンサルティング・サービス 

・物流業務の調査、分析、指導およびシステム化に関わるコンサルティング 

・SCMの企画やビジネスプロセス改善提案等を主力とした経営コンサルティング 

・その他業務の調査、分析、指導および情報システム化に関わるコンサルティング 

ソフトウェアライセンス 

■パッケージライセンス 

・ソフトウェアのライセンス販売および保守サポート 

■パートナーライセンス 

・パートナー制度に基づく、ソース公開・教育およびサポート 

ハードウェア・ソフトウェア 

プロダクトセールス 
・他社製ソフトウェアおよび機器（サーバー等）の販売並びにそれらに関わる付帯サービス 

 

当連結会計年度における当社の関係会社は、次のとおりであります。 

名称 住所 

資本金又は

出資金 

（千円） 

主要な事業の内容 

議決権の所

有割合又は

被所有割合

(％) 

関係内容 

北京飛龍日恒科技

有限公司 
中国北京市 US$150,000 

サプライチェーン・ロジスティクスソリ

ューション 

ソフトウェアライセンス 

ハードウェア・ソフトウェアプロダクト

セールス 

66.7  

パッケージシステムの販売 

開発業務の外注取引 

役員の兼任２名 

㈱日本ビジネスクリ

エイト 

東京都 

千代田区 
150,000 

サプライチェーン・ロジスティクスソリ

ューション 
86.1  

コンサルティング業務の外

注取引 

役員の兼任１名 

㈱シーエスシステム

ズ 
東京都中央区 10,000 

サプライチェーン・ロジスティクスソリ

ューション 

ソフトウェアライセンス 

ハードウェア・ソフトウェアプロダクト

セールス 

51.0  
開発業務の外注取引 

役員の兼任1名 

C.S.FactoryCo.,Ltd. 
ベトナムホーチ

ミン市 
US$100,000 

サプライチェーン・ロジスティクスソリ

ューション 

100.0  

(100.0) 
開発業務の外注取引 

ＡＧインベストメント１

号投資事業組合 
東京都港区 125,171 投資事業組合 99.9  ― 

マトリックス・ＦＷＸ投

資事業組合 
東京都港区 76,850 投資事業組合 94.3  ― 

（注）①主要な事業の内容には、事業の品目名を記載しております。 

②議決権の所有割合の（ ）は間接所有割合であり、株式会社シーエスシステムズが所有している株式であります。 

③ＡＧインベストメント1号投資事業組合およびマトリックス・ＦＷＸ投資事業組合は、当社の事業展開上、高い付加価値を有するビジネスを展

開している企業を中心に投資を行うものであり、いずれも業務執行組合員が投資判断や運営を行います。当社は、これらの企業の成長を

支援すると共に、出資先企業との業務的な連携により、当社グループの事業領域の補完や新ビジネス展開等のシナジー効果を目指して出

資をしております。 

④ＡＧインベストメント1号投資事業組合は、平成19年7月に解散いたしました。 
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以上を事業系統図によって示しますと概ね次のとおりとなります。 

 

 

（注）上記に加え、ＡＧインベストメント1号投資事業組合およびマトリックス・ＦＷＸ投資事業組合が、その出資比率等から当社の子会社に該当しま

すが、これらはいずれも投資事業組合であることから、本事業系統図には記載しておりません。なお、ＡＧインベストメント1号投資事業組合は、

平成19年7月に解散いたしました。 

当 
 
 
 

社 

顧 
 
 
 

客 

（連結子会社） 

㈱日本ビジネスクリエイト 

（連結子会社） 

㈱シーエスシステムズ 

システム・インテグレーション 
コンサルティング・サービス 

パッケージライセンス 

他社製ソフトウェアおよび機器の販売、その他 

（コンサルティング業務の外注） コンサルティング・サービス 

（海外連結子会社） 

C.S.Factory Co.,Ltd. 

（海外連結子会社） 

北京飛龍日恒科技有限公司 

（開発業務の外注） 

システム・インテグレーション 

パッケージライセンス 
他社製ソフトウェアおよび機器 

の販売など 

（開発業務の外注） 

システム・インテグレーション （開発業務の外注） 

（開発業務の外注） 

システム・インテグレーション 

コンサルティング・サービス 

パッケージライセンス 
他社製ソフトウェアおよび機器 

の販売など 

（パッケージシステムの販売） 

ＳＩパートナー 

販売パートナー 

パートナーライセンス 
パッケージライセンス 

パートナーライセンス 

パッケージライセンス （当社システムの代理販売） 

（当社システムを活用した 

ソリューション提供） 
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３．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

物流とは、原材料の調達から、製品の生産、消費者への販売に至るまでの“モノの流れ”であり、社会、産業、生活

すべてを支える基盤・ライフラインであると言えます。 

近年、製品の多品種化・製品サイクルの短期化・流通経路の多様化などが進む中、市場の需要に対して必要な量

だけを供給するというロジスティクス①の概念は、コスト低減や経営資源の有効活用だけではなく、企業の競争力に直

結する戦略的課題として重要視されています。加えて、原材料の価格高騰が続く中、業界再編や環境規制対応、ア

ジア系企業の台頭など企業を取り巻く環境は大きく変容しており、コスト競争力の強化や経営資源の有効活用、短納

期化に寄与するロジスティクス改革の機運は高まってきているものと言えます。また、企業のコンプライアンスや内部

統制が重要性を増し、情報の信頼性確保に関するニーズが高まる中、企業間取引を仲立ちする物流活動を適切に

管理するということは、今後、重要な焦点になってくるものと思われます。 

ロジスティクスやSCM②を構築・実現するためには、調達・生産・流通・販売・消費それぞれに存在する在庫データ・

受発注データ・決済データ等の莫大な情報の収集・加工・伝達が必要となります。これら迅速な情報収集と情報加工、

情報伝達を実現するためには、基幹系システム（ERP）③、実行系システム④、計画系システム⑤といわれる情報システ

ムの活用と連携が極めて重要となります。特に近年の物流システム業界においては、東アジア圏を中心とした広域物

流の増加をはじめ、電子商取引の拡大、内部統制、RFID⑦の普及などが進んでおり、物流システムの高度化、可視化

はもとより信頼性の高いシステムのニーズが高まっております。 

当社は、ロジスティクスやSCMの構築・実現において重要なシステムの一つであり、実行系システムの中核をなす

物流センター管理システム⑥（WMS:Warehouse Management System、以下「WMS」という。）を自社開発しており、WMS

を中心とした物流管理システムの構築を主たる事業として行っております。また、顧客の要件に応じたシステムの修

正・追加・開発やメンテナンス・サポート、物流業務のプロセス改善提案や物流戦略の企画提案を行うコンサルティン

グ・サービス等、先端のIT技術や管理手法を応用した付加価値の高いソリューションを提供しております。物流センタ

ー管理システムは物流拠点の実物フロー管理を担う実行系システムであり、その導入により個々の物流現場や目的

に応じた改善・可視化を支援し、基幹系システム等と連携することで企業のロジスティクス管理に貢献してまいりました。 

また、当社の経営理念は「社会、産業、生活の基盤であり、ライフラインである物流システムを、卓越した業務ノウハ

ウと最新情報化技術の応用により、構築し維持することを通して社会に貢献する」であり、事業活動を通してロジスティ

クスの高度化に資すること、安全な社会環境の基盤を作ること、省エネルギー・CO2削減など地球環境問題の解決に

貢献することを社会に対する責任として考えております。 

大手ITベンダーには無い特有の技術やノウハウを持つ専門集団であることに誇りを持ち、企業のSCM構築やロジ

スティクス管理を強力に支援するソリューションプロバイダーとして常に先端のIT技術に通じ、高度化する市場ニーズ

に応える高付加価値なソリューションを提供してまいりたいと考えております。また、より信頼性の高いソリューションの

創出を目指し、顧客企業はもとより産業界全体に提供していくことを通じて、社会環境・地球環境の持続可能な発展

に貢献していきたいと考えております。 

 

（用語解説） 

①ロジスティクス 

市場が必要とする量を生産し、あるいは仕入れ、必要量だけ市場に配置し、売れた分を必要量だけ補充するという仕組みをマネジメントするこ

と。物流の上位概念。 

②SCM（サプライチェーンマネジメント） 

企業や組織の壁を越えた“モノの流れ”を一つのビジネスプロセスとして捉え、経営資源や情報を共有し、全体の最適化を目指してプロセスの

無駄を徹底的に削減するマネジメント手法。 

③基幹系システム（ERP） 

全社的な活動の根幹となるシステム。生産管理システム、販売管理システム、財務会計システム、人事給与システムなどから構成される。これ

らを統合的に管理するパッケージシステムをERPと呼び、大企業を中心に導入する企業が増加している。 

④実行系システム 

商品や部品などの実物フロー管理を担うシステム。物流センター管理システム、輸配送管理システム、輸出入管理システム、機器制御システ

ム等。 
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⑤計画系システム 

POSデータなどの需要情報をもとに需要予測を行い、生産、輸配送等各種計画の修正に繋げることを目的としたシステム。 

⑥物流センター管理システム 

物流活動において生産・保管・供給の結節点となる物流拠点（物流センター）の在庫管理・情報管理・作業支援を行うシステム。在庫情報をリ

アルタイムに把握することにより、過不足のない調達販売に寄与する。SCMやロジスティクスの構築・実現において重要なシステムの一つ。 

⑦RFID 

微小な無線IC（集積回路）チップによりモノを自動識別・管理する仕組み。耐環境性に優れた数cm程度の大きさのタグにデータを記憶し、電

波や電磁波で読み取り機と交信する。タグはラベル型、カード型、コイン型、スティック方など様々な形状があり、用途に応じて選択する。流通

業界でバーコードに変わる商品識別・管理技術として研究が進められてきたが、それに止まらず社会のIT化・自動化を推進する上での重要な

技術基盤として注目が高まっている。近年、物流活動への本格的な応用段階を迎えている。 

 

（2）目標とする経営指標 

当社は、事業規模の観点から成長途上の段階にあると認識しており、中長期的な売上高の成長と収益性の向上

を重視すべき経営指標として掲げております。 

しかしながら現時点においては、業績の低迷から利益剰余金が欠損している状況にあり、財務体質の改善と事

業基盤の安定が喫緊の課題であると考えております。そのため、「収益性の向上」と「資本の増強」を当面目標とす

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および対処すべき課題 

① 債務超過の解消 

当社グループは当連結会計年度において多額の損失を計上したことにより、利益剰余金が大幅に欠

損し、連結で696百万円、単体で617百万円の債務超過の状態となりました。 

なお、当社は債務超過の早期解消に向けて第三者割当増資を検討しており、引受予定先との協議を

進めております。詳細については、決定次第、適時開示させていただきますので、ご理解賜りますようお願

い致します。株主の皆様に対して、多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げま

す。 

② 事業基盤・事業体制の再構築 

当社および当社グループにおいては、グループ全体の収益改善に向けた事業基盤・事業体制の再構築が

急務であると考えております。具体的には、グループ事業の戦略的な強化、グループ全体のコスト削減、グル

ープ内の生産性向上に努めて早急に収益改善を実現し、安定した事業基盤を確立することであり、併せて、そ

れぞれの役割を着実に遂行できるグループ事業体制（販売体制、生産体制、研究開発体制、内部管理体制

等）を整備することであります。 

当社および当社グループは、事業の採算性・必要性・成長性をより厳しく精査して不採算資産の整理や事

業費用の削減に徹底的に取り組むとともに、限られた経営資源である人材、設備、資金、ノウハウを無駄なく活

用し、経営効率を高めてまいります。 

「企業価値の回復」を最重要課題とし、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様からの信頼にた

る企業として財務体質改善および業績回復の必達はもとより、安定した事業基盤・事業体制を確立すべく、全

社総力を挙げて取り組んでまいります。 

③ 製品開発並びに研究開発の選択と集中 

当社の事業は、その大部分が、自社開発の物流センター管理システム「Logistics Station iWMS」に関連す

るものであります。当社は、ソフトウェア・通信技術・物流機器・物流管理技術など常に先端の技術動向を研究

しており、顧客ニーズを先取りした高付加価値なソリューションの提供に向けて、本製品の改良および次期製

品開発に取り組んでおります。また、ロジスティクスに関する総合的なソリューションを提供することを目的として、

ロジスティクス管理システムのパッケージ化や物流データ解析に関わる研究開発を行っております。 

ソリューションプロバイダーである当社にとって、製品・サービスは収益力に直結する事業の源泉であり、こ

れらの持続的な強化は戦略的な重要課題であります。しかし一方で、これらの研究開発活動並びに次期製品

開発活動は相当の期間と費用を要するものであり、製品開発の進捗が計画どおり進まなかった場合、あるい
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は製品化したものの市場性がなく製品の販売が目論見どおり進まない場合には、係る費用を回収できず、当

社の事業および業績に影響を与える可能性があります。 

当社はマーケティング部門において市場情報を集約しており、市場ニーズを的確に捉えた製品開発、研究

開発に努め、経営資源を集中して、より効率的な開発活動に取り組んでまいります。また、グループ会社やア

ライアンスパートナーと連携した製品・サービスの提供にも積極的に取り組み、製品、・サービスの強化に努め

てまいります。 

④ 人材の確保および育成 

ソリューションプロバイダーである当社にとって、研究開発要員、プロジェクトマネージャー、コンサルタントな

どの優秀な人材は重要な経営資源であり、事業の基盤であるといえます。そのため、今後の継続的な成長を

実現するためには、これら優秀な人材の確保および教育が重要な経営課題であるといえます。 

当社は優秀な人材の確保および人材の能力向上に積極的に努めてまいります。 

⑤ 内部管理体制の強化 

内部管理体制の強化は、組織的業務効率の向上、経営資源の有効活用、グループ各社の連携強化のた

めの重要な課題であります。当社および当社グループの事業規模に応じて、内部管理体制の充実を図るとと

もに、今後の成長に合わせた内部管理体制の強化に努めてまいります。 

⑥ プロジェクト品質の向上 

当社の受注案件数は年々拡大の傾向にあり、プロジェクトの品質管理の必要性がこれまで以上に高まって

おります。当社は今後とも業務ノウハウの整備や教育に取り組むとともに、社内の品質管理体制を強化し、プロ

ジェクト品質の向上に努めてまいります。 

⑦ 情報セキュリティの維持・徹底 

顧客企業に信頼される企業であるために、当社は情報セキュリティを重視しております。当社は、個人情報

や重要情報をはじめとする情報資産の管理に関して、プライバシーマークやISO27001を遵守した情報管理体

制を構築しております。（当社はプライバシーマークおよびISO27001の認証を取得しております。） 

当社は、今後とも情報セキュリティの維持・徹底に努め、情報財産を守り、顧客企業・株主・地域社会などの

ステークスホルダーから一層信頼される企業を目指してまいります。 

 

（5）その他、会社の経営上重要な事項 

特記すべき事項はございません。 
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４．連結財務諸表 

(1)【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 
(平成18年5月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年5月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

1. 現金及び預金  234,337  660,537   

2. 売掛金  580,427  514,280   

3. 商品  63,593  13,335   

4. 仕掛品  37,747  9,975   

5.  前払費用  33,700  31,648   

6. 繰延税金資産  34,663  ―  

7. その他  17,241  21,422   

貸倒引当金  △1,176  △2,038   

流動資産合計  1,000,534 34.4  1,249,161 61.8 248,627 

Ⅱ 固定資産     

1. 有形固定資産      

(1)建物  40,947 25,904   

減価償却累計額  △10,035 30,912 △17,732 8,171   

(2)器具備品  156,675 111,452   

減価償却累計額  △81,342 75,333 △99,670 11,781   

(3)その他  480 ―   

減価償却累計額  △210 270 ― ―   

有形固定資産計  106,515 3.7  19,953 1.0 △86,562 

2. 無形固定資産      

 (1) のれん   1,314,623  498,707   

(2) ソフトウェア  141,016  222   

 (3) その他   3,096  1,859   

無形固定資産計  1,458,736 50.2  500,789 24.8 △957,946 

3. 投資その他の資産      

 (1) 投資有価証券  ※1 181,545  133,450  

(2) 敷金保証金  112,400  99,642  

(3) 保険積立金  35,210  12,600  

(4) その他  11,567  46,833  

貸倒引当金  ―  △42,000   

投資その他の資産計  340,725 11.7  250,526 12.4 △90,198

固定資産合計  1,905,977 65.6  771,270 38.2 △1,134,707

資産合計  2,906,511 100.0  2,020,431 100.0 △886,080
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前連結会計年度 
(平成18年5月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年5月31日) 

 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

1. 買掛金 21,713  43,549   

2.  短期借入金 ―  815,000   

3. 一年以内返済予定長期借入金 ―  106,942   

4. 一 年 以 内 償 還 予 定 社 債 ※2 ―  585,000   

5.  未払金 159,016  162,690   

6.  未払費用  120,285  114,575   

7. 未払法人税等 6,452  11,947   

8.  賞与引当金 46,592  64,981   

9.  受注損失引当金  18,471  ―  

10． その他  45,571  98,345   

流動負債合計 418,102 14.4  2,003,030 99.2 1,584,928 

Ⅱ 固定負債     

1. 長期借入金 ―  593,058   

2.  社債  ※2 1,350,000  ―   

3. 繰延税金負債 11,840  4,241   

4. 退職給付引当金 45,482  54,162   

5. 役員退職慰労引当金 101,023  ―  

6. 長期未払費用 73,864  44,558   

7. その他  ―  17,538   

固定負債合計 1,582,211 54.4  713,558 35.3 △868,653 

負債合計 2,000,314 68.8  2,716,589 134.5 716,274 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

1. 資本金 612,480 21.1  612,480 30.3  

  2. 資本剰余金 676,264 23.3  676,264 33.4  

  3. 利益剰余金 △533,580 △18.4  △2,010,783 △99.5  

  4. 自己株式 △79 0.0 ―   

    株主資本合計 755,083
 
△722,039  △1,477,123 

 Ⅱ 評価･換算差額等     

   1. その他有価証券評価差額金 16,975 0.6  10,356 0.5  

   2. 為替換算調整勘定 491 0.0  1,504 0.1  

     評価･換算差額等合計 17,466  11,860  △5,606 

 Ⅲ 少数株主持分 133,646 4.6 14,021 0.7  

   純資産合計 906,197 31.2
 
△696,157 △34.5 △1,602,354 

   負債純資産合計 2,906,511 100.0  2,020,431 100.0 △886,080 



㈱フレームワークス(3740)平成19年5月期決算短信 
 

 

―   ― 17 

(2)【連結損益計算書】 

  

前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高   2,115,483 100.0  3,387,255 100.0 1,271,772 

Ⅱ 売上原価 ※1  1,775,073 83.9  2,766,898 81.7  

売上総利益   340,409 16.1  620,357 18.3  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2 980,103 46.3 1,323,094 39.0 342,991 

営業損失（△）  
 

△639,693 △30.2 
 

△702,736 △20.7 △63,043 

Ⅳ 営業外収益      

１ 受取利息  195  698  

２ 保険配当金  671 

 

 ― 

 

 

 

 

３ 受取手数料  ―   1,032    

４ 消費税差額  ―   1,598    

５ その他  274 1,141 0.0 1,508 4,838 0.1 3,697 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  1,442   25,035    

２ 社債発行費  14,767   16,598    

３ 新株発行費  595   ―    

 ４ 投資事業組合損失  13,887   7,497    

 ５ その他  683 31,376 1.5 7,738 56,870 1.7 25,494 

経常損失（△）   △669,928 △31.7  △754,769 △22.3 △84,840 

Ⅵ 特別利益         

  １ 投資有価証券売却益  ―   86,168    

  ２ 役員退職慰労引当金戻入益  ―   86,755 172,923 5.1 172,923 

Ⅶ  特別損失         

 １ 投資有価証券評価損  68,018   ―    

  ２ 本支店移転費用  18,243   ―    

  ３ 前期損益修正損     6,193    

  ４ 貸倒引当金繰入額     42,000    

 ５ 減損損失 ※3    841,141    

 ６ 商品評価損     46,666    

７ ソフトウェア償却費   86,261 4.1 38,934 974,936 28.8 840,481 

税金等調整前当期純損失(△)   △756,190 △35.8  △1,556,782 △46.0 △800,592 

法人税、住民税及び事業税  6,976   9,397    

法人税等調整額  159,109 166,086 7.8 34,262 43,659 1.3 △122,427 

少数株主損失(△)   △21,115 △1.0   △123,318 △3.6 △102,203 

当期純損失(△)   △901,160 △42.6  △1,477,123 △43.6 △575,963 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株   主   資   本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

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

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 79,050 79,050   158,100 

当期純損失   △901,160  △901,160 

自己株式の取得    △79 △79 

株主資本以外の項目の当

期変動額(純額) 
     

連結会計年度中の変動額合計

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

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

評 価 ・ 換 算 差 額 等 

 その他有価証券 

評 価 差 額 金 

為替換算調整

勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年5月31日残高(千円) ― ― ― ― 1,498,224 

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     158,100 

当期純損失     △901,160 

自己株式の取得     △79 

株主資本以外の項目の連結

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

連結会計年度中の変動額合計

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

平成18年5月31日残高(千円) 16,975 491 17,466 133,646 906,197 
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当連結会計年度（自 平成18年6月1日 至 平成19年5月31日） 

 

 

株   主   資   本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

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

連結会計年度中の変動額      

当期純損失   △1,477,123  △1,477,123 

自己株式の消却   △79 79 ― 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額) 
     

連結会計年度中の変動額合計

(千円) 
― ― △1,477,202 79 △1,477,123 

平成19年5月31日残高(千円) 612,480 676,264 △2,010,783 ― △722,039 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 

 その他有価証券 

評 価 差 額 金 

為替換算調整

勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

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

連結会計年度中の変動額      

当期純損失     △1,477,123 

自己株式の消却     ― 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額) 
△6,618 1,012 △5,606 △119,625 △125,231 

連結会計年度中の変動額合計

(千円) 
△6,618 1,012 △5,606 △119,625 △1,602,355 

平成19年5月31日残高(千円) 10,356 1,504 11,860 14,021 △696,157 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

   至 平成18年５月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年６月１日 

   至 平成19年５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      

税金等調整前当期純損失(△)  △756,190 △1,556,782 

減価償却費  73,126 81,442 

ソフトウェア償却費  ― 38,934 

商品評価損  ― 46,666 

減損損失  ― 841,141 

のれん償却額  63,215 119,897 

投資有価証券売却益  ― △86,168 

本支店移転費用  18,243 ― 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △4,336 42,862 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △5,378 18,388 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  12,365 8,680 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  5,651 △101,023 

受注損失引当金の増減額（減少：△）  18,471 △18,471 

長期未払費用の増減額（減少：△）  △16,307 ― 

受取利息  △195 △698 

支払利息  1,442 25,035 

新株発行費  595 ― 

社債発行費  14,767 16,598 

投資有価証券評価損  68,018 ― 

 投資事業組合損失  13,887 7,497 

売上債権の増減額（増加：△）  △126,194 90,185 

たな卸資産の増減額（増加：△）  44,141 31,362 

権利金の償却額  20,029 5,718 

破産更生債権の増加額（増加：△）  ― △42,000 

その他の資産の増減額（増加：△）  27,649 24,627 

仕入債務の増減額（減少：△）  15,330 21,835 

その他の負債の増減額（減少：△）  △28,557 14,548 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △1,872 22,396 

小   計  △542,097 △347,322 

利息の受取額  195 698 

利息の支払額  △1,442 △22,656 

本支店移転による支払額  △13,982 ― 

法人税等の支払額   △24,634  △8,156 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △581,961  △377,437 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形・無形固定資産の取得による支出  △126,232 △55,283 

新規連結子会社取得による支出  △1,372,783 ― 

投資有価証券取得による支出  △229,933 △10,850 

投資有価証券売却による収入  15,000 120,582 

敷金保証金の差入による支出  △34,787 △2,640 

敷金保証金の返還による収入  75,015 14,191 

資金の貸付による支出   △26,000 

貸付金の回収による収入   26,000 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,673,721  66,000 
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前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

   至 平成18年５月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年６月１日 

   至 平成19年５月31日 ） 

区  分 
注記 

番号 

金額 

（千円） 

金額 

（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入れによる収入  ― 1,465,000 

短期借入金の返済による支出  ― △650,000 

長期借入れによる収入  ― 

 
700,000 

社債発行による収入  1,485,232 633,401 

株式発行による収入  8,100 ― 

社債償還による支出  ― △1,416,500 

自己株式の取得による支出   △79  ― 

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

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △184  △1,012 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）   △762,614  421,477 

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

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高  16,503 4,723 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 ※1  234,337  660,537 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

───── 
 

当社グループは、前連結会計年度において、営業損失639百

万円、経常損失669百万円、当期純損失901百万円を計上してお

り、当連結会計年度においては営業損失702百万円、経常損失

754百万円、当期純損失1,477百万円を計上し、当連結会計期間

末において696百万円の債務超過の状態となっております。ま

た、当連結会計年度の経営成績によって、平成18年7月25日に

発行いたしました第１回無担保社債（平成19年5月末残高585百

万円）の財務制限条項に抵触しております。さらに取引銀行の要

請により短期借入金の一部について返済を行いました。当該状

況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑

義が生じております。 

当該状況を解消すべく、当社はあらためてパッケージベ

ンダーとしての事業構造のあり方を見直すとともに、採算

性、必要性、成長性を厳しく査定したコスト削減を断行い

たします。加えて、当社の主力製品である物流センター管

理システムを更に改善・進化させるとともに、限られた経

営資源である人材、設備、資金、ノウハウを無駄なく活用

することにより、生産性の向上に徹底的に取り組んでまい

る所存であります。 

また、グループ各社の明確な役割の下、グループ会社間

の連携を強化し、ソリューションラインナップ、販売力、

サービス力、製品開発力など、当社グループが一体となっ

て顧客企業のサプライチェーン・マネジメントの構築・実

現を支援するための総合力を高め、着実な収益を確保する

ための改革を行ってまいります。 

財務面におきましては、債務超過の早期解消および上記

財務制限条項付社債の償還資金を確保して財務状態を安定

させるために、当社は第三者割当増資を検討しており、株

式会社MIT Corporate Advisory Servicesおよび特定の事業

会社との交渉を開始しております。当該事業会社とは単な

る財務面での関係に留まらず、事業上の連携を強化して、

事業シナジーを創出するための関係を積極的に構築してま

いりたいと考えております。また、当社は、第三者割当増資

の早期実施はもとより、手元資金および借入金の借換等を含め

資金不足等の深刻な事態が発生することのないよう、取引金融機

関の皆様に対して一定の理解を要請してまいります。 

当社グループの事業継続は、上記の経営改革と交渉中の第

三者割当増資の実現および取引金融機関の協力に依存してお

りますが、連結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を連結財務諸表には反映しておりませ

ん。 
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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 

 

前連結会計年度 

      （ 自 平成17年６月１日 

      至 平成18年５月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年６月１日 

       至 平成19年５月31日 ） 

１ 連結の範囲に関

する事項 

(1)連結子会社の数  ５社 

連結子会社名  

株式会社日本ビジネスクリエイト 

  北京飛龍日恒科技有限公司 

  株式会社シーエスシステムズ    

   C.S.Factory Co.,Ltd． 

   AGインベストメント１号投資事業組合 

  株式会社日本ビジネスクリエイトは、平

成17年11月に株式を取得しているため、損

益については平成17年12月から平成18年5月

の6ヶ月間を連結しております。なお、当連

結会計年度から、株式会社日本ビジネスク

リエイトの事業年度の末日は、1月31日から

5月31日に変更しております。 

   北京飛龍日恒科技有限公司は、平成17年6

月より営業を開始しているため、損益につ

いては、平成18年3月までの10ヶ月間を連結

しております。 

   株式会社シーエスシステムズは、平成17

年12月に株式を取得しているため、損益に

ついては平成18年1月から5月の5ヶ月間を連

結しております。また、株式会社シーエス

システムズの子会社であるC.S.Factory 

CO.,Ltd.についても同様に、損益について

は平成18年1月から5月の5ヶ月間を連結して

おります。 

   AGインベストメント1号投資事業組合は、

平成18年1月に出資を行っているため、損益

については、平成18年1月からの5ヶ月間を

連結しております。  

(2)主要な非連結子会社の名称 

マトリックス・ＦＷＸ投資事業組合 

(3)連結子会社から除いた理由 

  当連結会計年度において、新たに出資い

たしましたが、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等はいずれも重要な影響を及ぼ

すことがないため、連結の範囲から除いて

おります。 

(1)連結子会社の数  ６社 

連結子会社名  

株式会社日本ビジネスクリエイト 

  北京飛龍日恒科技有限公司 

  株式会社シーエスシステムズ    

   C.S.Factory Co.,Ltd． 

   AGインベストメント１号投資事業組合 

   マトリックス・ＦＷＸ投資事業組合 

   マトリックス・ＦＷＸ投資事業組合は出

資比率及び組合への関与状況を鑑み企業集

団の財務内容の実態をより適切に開示する

ため当連結会計年度下期から連結しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)主要な非連結子会社の名称 

           ―  

(3)連結子会社から除いた理由 

― 

２ 持分法の適用に

関する事項 

(1)持分法を適用していない非連結子会社 

イ.主要な会社等の名称  

マトリックス･FWX投資事業組合 

ロ.持分法を適用しない理由   

マトリックス･FWX投資事業組合は当期純

損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼす影響は

軽微であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から除外してお

ります。 

(1)持分法を適用していない非連結子会社 

                ― 
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前連結会計年度 

      （ 自 平成17年６月１日 

      至 平成18年５月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年６月１日 

       至 平成19年５月31日 ） 

３ 連結子会社

の事業年度

等に関する

事項 

株式会社日本ビジネスクリエイトの事業年

度の末日は、1月31日から5月31日に変更して

おりますので、決算日は連結決算日と一致し 

ております。 

北京飛龍日恒科技有限公司の決算日は12月

31日であり、連結財務諸表の作成にあたって

は、平成18年3月31日に仮決算を行い、同仮決

算日現在の財務諸表を使用しております。当

連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っております。 

株式会社シーエスシステムズの決算日は連

結決算日と一致しております。 

C.S.Factory Co.,Ltd.の決算日は6月30日で

あり、連結財務諸表の作成にあたっては、平

成18年5月31日に仮決算を行い、同仮決算日現

在の財務諸表を使用しております。 

AGインベストメント１号投資事業組合の決

算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成

にあたっては、平成18年５月31日に仮決算を

行い、同仮決算日現在の財務諸表を使用して

おります。 

株式会社日本ビジネスクリエイトの決算日

は、連結決算日と一致しております。 

北京飛龍日恒科技有限公司の決算日は12月

31日であり、連結財務諸表の作成にあたって

は、平成19年3月31日に仮決算を行い、同仮決

算日現在の財務諸表を使用しております。当

連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っております。 

株式会社シーエスシステムズの決算日は連

結決算日と一致しております。 

C.S.Factory Co.,Ltd.の決算日は6月30日で

あり、連結財務諸表の作成にあたっては、平

成19年5月31日に仮決算を行い、同仮決算日現

在の財務諸表を使用しております。AGインベ

ストメント１号投資事業組合の決算日は12月

31日であり、連結財務諸表の作成にあたって

は、平成19年5月31日に仮決算を行い、同仮決

算日現在の財務諸表を使用しております。 

マトリックス・FWX投資事業組合の決算日は

12月31日であり、連結財務諸表の作成にあた

っては、平成19年5月31日に仮決算を行い、同

仮決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。 

４ 会計処理基準に

関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

イ.その他有価証券 

  時価のあるもの 

  連結決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定) 

時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

ロ.投資事業組合への出資金 

組合契約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書を基礎とし

て、持分相当額を純額で取り込む方法 

②たな卸資産 

イ．商品    個別法による原価法 

ロ．仕掛品   個別法による原価法 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法（平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。） 

主な耐用年数  

建物       15～39年 

器具備品    4～15年 

②無形固定資産 

・市場販売目的のソフトウェア 

見込販売収益に基づく償却額と残存有

効期間(３年以内)に基づく償却額を比較

し、いずれか大きい額を償却費として計

上する方法 

・自社利用目的のソフトウェア 

定額法 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

 イ.その他有価証券 

         同左 

 

 

 

 

 

 

ロ.投資事業組合への出資金 

         同左 

 

 

②たな卸資産 

イ．商品    同左 

ロ．仕掛品   同左 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ①有形固定資産 

         同左 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

・市場販売目的のソフトウェア 

         同左 

 

 

 

・自社利用目的のソフトウェア 

        同左 
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前連結会計年度 

      （ 自 平成17年６月１日 

      至 平成18年５月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年６月１日 

       至 平成19年５月31日 ） 

耐用年数  社内における利用可能期間

(5年) 

(3)重要な繰延資産の処理方法 

 ①社債発行費 支出時に全額費用処理して

おります。 

 ②新株発行費 支出時に全額費用処理して

おります。 

 

(4)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権が発生した場合については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、当連結

会計年度に負担すべき支給見込額を計上して

おります。 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付債務の見込額に基

づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払に備えるため、内規

に基づく当連結会計年度末要支給額を計上し

ております。 

⑤受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるた

め、当連結会計年度末時点で将来の損失が

確実に見込まれ、かつ、当該損失額を合理

的に見積もることが可能なものについて

は、将来の損失見込額を計上しておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5)重要な収益及び費用の計上基準 

売上高のうち、システム・インテグレーシ

ョン及びコンサルティングによる売上につい

ては、プロジェクト毎にプロジェクト原価を

発生基準で認識し、これに対応する売上を原

価進捗率（プロジェクト別の見積原価に対応

する実際発生原価の割合）に応じて認識する

方法（進行基準）によっております。ただ

し、業務内容がプロジェクト管理に適さない

コンサルティング契約については、費用は発

生時に認識する一方で、収益は業務完了時に

 

 

(3)重要な繰延資産の処理方法 

 ①社債発行費 

        同左 

 ②新株発行費 

        同左 

 

(4)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

        同左 

 

 

 

 

②賞与引当金 

        同左 

 

 

③退職給付引当金 

        同左 

 

 

 

④役員退職慰労引当金 

当社は、平成18年８月25日開催の定時株

主総会終結の時をもって、役員退職慰労金

制度を廃止し、それまでの引当金を役員の

退職の都度打ち切り支給してまいりまし

た。 

また、当連結会計年度末において、当社代

表取締役社長の田中純夫が、受給権を放棄

したことにより役員退職慰労引当金戻入益

を特別利益として計上しております。 

なお、監査役２名の退職慰労金は長期未払

金として計上しております。 

⑤受注損失引当金         

―   

   

（5）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。 

 

(6)重要な収益及び費用の計上基準 

        同左 
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前連結会計年度 

      （ 自 平成17年６月１日 

      至 平成18年５月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年６月１日 

       至 平成19年５月31日 ） 

一括して計上しております。 
また、一部の連結子会社のシステム・イン
テグレーションによる売上について、進行基
準を採用するために必要な精緻なプロジェク
ト別の見積原価の把握ができない場合は、完
成基準によっております。 
 

(6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ

の換算基準 

在外子会社等の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における少数株主

持分及び為替換算調整勘定に含めて計上して

おります。 

 

(7)その他連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項 

①消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

 

 

 

 

 

 

(7)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ

の換算基準 

         同左 

 

 

 

 

 

 

(8)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 

①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 のれん及び負

ののれんの償

却に関する事

項 

のれんの償却については、10年間の均等償

却を行っております。 

同左 

７ 連結キャッシ

ュ・フロー計

算書における

資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限及び満期の到来する短期

投資からなっております。 

        同左 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 
(自 平成17年6月1日 
至 平成18年5月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年6月1日 
至 平成19年5月31日) 

―――― 
 
 
 
 
 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 
前連結会計年度において短期借入による収入及び短

期借入金の返済による支出について「短期借入金の純
増減額」として表示しておりましたが、当連結会計年度よ
り総額で表示しております。 
 
 

 

追加情報 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

   至 平成18年５月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年５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

等） 

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

772,550千円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

おける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 

           ―――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 

（ 平成18年5月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 平成19年5月31日 ） 

※1 非連結子会社に対するものは次の通りであります。 

投資有価証券          43,230千円 

 

※1     ― 

 

 

※2 財務制限条項 

 当社の発行する社債（第１回無担保社債、当連結

会計期間末残高585,000千円）には、以下の財務制

限条項が付されており、当該条項に抵触した場合、

総額引受人からの請求により、一括償還することが

あります。 

・平成19年5月期において、損益計算書に示される

経常損益が経常損失となった場合、その基準とし

た決算期の末日より4ケ月を経過したとき 

・払込期日以降2期連続して損益計算書に示される

経常損益が経常損失となった場合、その基準とし

た2期目の決算期の末日より4ケ月を経過したとき 

・払込期日以降、平成18年５月期末の貸借対照表の

純資産の部の金額の70％を下回った場合、その基

準とした決算期の末日より4ケ月を経過したとき 

 

 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年6月1日 

   至 平成18年5月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年6月1日 

至 平成19年5月31日 ） 

※1 売上原価に含まれる研究開発費は次の通りでありま

す。 

                  131,315千円 

※2 販売費及び一般管理費の主要な科目は以下の通りで

あります。 

役員報酬 110,338千円 

給与手当 270,793千円 

賞与引当金繰入額 11,047千円 

退職給付費用 4,680千円 

役員退職慰労引当金繰入額 9,358千円 

貸倒引当金繰入額 3,611千円 
 

※1 売上原価に含まれる研究開発費は次の通りでありま

す。 

                  161,795千円 

※2 販売費及び一般管理費の主要な科目は以下の通りで

あります。 

役員報酬 91,765千円 

給与手当 477,493千円 

賞与引当金繰入額 8,264千円 

退職給付費用 7,946千円 

役員退職慰労引当金繰入額 2,346千円 

貸倒引当金繰入額 862千円 

 

※3 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 

事業目的 建物 

器具備品 

ソフトウェア 

電話加入権 

当社 

事業目的 建物 

器具備品 

ソフトウェア 

リース資産 

株式会社シーエ

スシステムズ 

 

― のれん 株式会社シーエ

スシステムズ 
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前連結会計年度 

（ 自 平成17年6月1日 

   至 平成18年5月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年6月1日 

至 平成19年5月31日 ） 

（1）主な資産のグルーピングの方法 

   内部管理上採用している事業区分を基本とし、各

社を単位にグルーピングしております。 

(2)減損の認識に至った経緯 

当社においては、営業損益が低迷しているため、

将来キャッシュフローが固定資産の帳簿価額を下回

り、固定資産の帳簿価額全額の回収がみこめなくな

ったことから、減損損失を認識いたしました。ま

た、連結子会社である株式会社シーエスシステムズ

において、事業計画を見直した結果、当初予定して

いた超過収益力が見込めなくなったことから、固定

資産及びのれんの減損損失を認識いたしました。 

なお、減損損失の内訳は、建物24,488千円、器具備

品42,016千円、ソフトウェア85,656千円、電話加入

権779千円、リース資産21,488千円及びのれん

666,711千円であります。 

(3)当該資産の回収可能価額は使用価値を零として減損

損失を測定しております。 

 

 

 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成17年5月1日 至 平成18年5月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 前連結会計年度末 

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

（変動事由の概要）増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  新株予約権付社債の転換による増加        1,456.87株 

  ストック・オプションの行使による増加          162株 

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 

 前連結会計年度末 増加 減少 前連結会計年度末 

普通株式（株） ― 0.87  0.87 

（変動事由の概要）増加数の内訳は端株の買取りによる増加であります。 

 

 

当連結会計年度（自 平成18年5月1日 至 平成19年5月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

  普通株式（株） 66,688.87  0.87 66,688 

  （変動事由の概要）減少数の内訳は自己株式の消却による減少であります。 

 

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 

 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 0.87 ― 0.87 ― 

（変動事由の概要）減少数の内訳は端株の償却による減少であります。 
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（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6月1日 

 至 平成18年5月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年6月1日 

至 平成19年5月31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

掲記されている科目の金額との関係 

                        （平成18年５月31日現在） 

現金及び預金勘定                  234,337千円 

現金及び現金同等物                234,337千円 

 

※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により株式会社日本ビジネスクリエイト

を新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳、当該子会社の取得価額及び取得のための支

出（純額）の関係は次のとおりであります。 

 

流動資産 161,700千円 

固定資産 92,533千円 

のれん 647,555千円 

流動負債 △160,120千円 

固定負債 △100,000千円 

子会社の取得価額 641,669千円 

子会社の現金及び現金同等物 △88,509千円 

差引：子会社の取得のための

支出 
553,160千円 

 

株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳 

株式の取得により株式会社シーエスシステムズを新

たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳、当該子会社の取得価額及び取得のための支出

（純額）の関係は次のとおりであります。 

 

流動資産 305,660千円 

固定資産 57,870千円 

のれん 754,768千円 

流動負債 △87,590千円 

少数株主持分 △135,210千円 

子会社の取得価額 895,497千円 

子会社の現金及び現金同等物 △72,212千円 

差引:子会社の取得のための

支出 
823,285千円 

 

 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

                        （平成19年５月31日現在） 

現金及び預金勘定                   660,537千円 

現金及び現金同等物                 660,537千円 
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(リース取引関係) 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

   該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５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 
 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・備品 5,628  1,285  4,342  

その他 9,214   460  8,753  

合計 14,842  1,746  13,096  

    ②未経過リース料期末残高相当額 

      １年以内             2,661千円 

  １年超              10,582千円 

  合計               13,243千円 

        ③当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

      支払リース料           1,582千円 

      減価償却費相当額          1,424千円 

            支払利息相当額                271千円 

    ④減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

    ⑤利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件の取得価額相当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。 

 

（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成18年5月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

当連結会計年度（平成18年５月31日） 

 種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

株式 5,730 33,900 28,170 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

株式 102,433 34,414 △68,018 

合計 108,163 68,314 △39,848 

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

   ２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

    その他有価証券 

     非上場株式   70,000千円 

（注）当連結会計年度において非上場株式について減損処理を行っているものはありません。 
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当連結会計年度（平成19年５月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

当連結会計年度（平成19年５月31日） 

 種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

株式 5,730 20,100 14,370 

連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

株式 ― ― ― 

合計 5,730 20,100 14,370 

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

  ２ 当連結会計年度に売却したその他有価証券                                                                   

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

125,119 86,168 ― 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

    その他有価証券 

     非上場株式   63,350千円 

     その他    10,000千円 

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

 

（デリバティブ取引関係）  

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

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

 
  当連結会計年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 
   当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

（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、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。 

当社グループの一部の連結子会社が加入する厚生年金基金(代行部分を含む)は総合設立方式であり、自社の

拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、年金基金への要拠出額を退職給付費用

として処理しております。なお、当該年金基金の年金資産総額のうち、平成18年5月31日現在の掛金拠出割合を

基準として計算した当該連結子会社の年金資産額は、102,217千円,平成19年５月31日現在の掛金拠出割合を基

準として計算した当該連結子会社の年金資産額は、97,679千円であります。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 

前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 

 至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

① 退職給付債務（千円） △45,482 △54,162 

② 退職給付引当金（千円） △45,482 △54,162 

     (注) 退職給付に係る会計基準の小規模企業等における簡便法を採用しております。 
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３ 退職給付費用に関する事項 

 

前連結会計年度 

(自 平成17年６月１日 

 至 平成18年５月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日) 

① 勤務費用(厚生年金基金掛金を除く)（千円） 

② 総合設立型厚生年金基金掛金（千円） 

16,266 

3,436 

17,676 

4,819 

③ 退職給付費用（千円） 19,702 22,495 
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(税効果会計関係) 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

    至 平成18年５月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年６月１日 
   至 平成19年５月31日 ） 

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 

［流動資産］   

 賞与引当金 18,516千円

 未払賞与 22,819千円

 仕掛品 27,917千円

 その他 26,624千円

繰延税金資産小計 95,877千円

評価性引当額 △61,213千円

繰延税金資産合計 34,663千円
 

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 

［流動資産］   

 賞与引当金 14,332千円

 未払賞与 24,065千円

 仕掛品 22,445千円

 その他 25,443千円

繰延税金資産小計 86,287千円

評価性引当額 △86,287千円

繰延税金資産合計 －千円
 

［固定資産］ 

 ソフトウェア開発費 100,741千円

 減価償却費 22,829千円

 投資有価証券評価損 28,721千円

 退職給付引当金 17,815千円

 役員退職慰労引当金 40,146千円

 長期未払費用 29,353千円

 繰越欠損金 270,636千円

 その他 9,394千円

繰延税金資産小計 519,639千円

評価性引当額 △519,639千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債 

〔固定負債〕 

 その他有価証券評価差額金 △11,194千円

 特別償却準備金 △645千円

繰延税金負債合計 △11,840千円

繰延税金負債の純額 △11,840千円
 

［固定資産］ 

 ソフトウェア開発費 121,640千円

 減価償却費 15,525千円

 投資有価証券評価損 1,696千円

 退職給付引当金 21,005千円

 長期未払費用 20,351千円

 繰越欠損金 596,288千円

 減損損失 67,062千円

 その他 23,147千円

繰延税金資産小計 866,719千円

評価性引当額 △866,719千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債 

〔固定負債〕 

 その他有価証券評価差額金 △4,013千円

 特別償却準備金 △227千円

繰延税金負債小計 △4,241千円

繰延税金負債の純額 △4,241千円
 

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 

  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上

しておりますので、記載を省略しております。 

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 

  同左 

 

（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自 平成17年6月1日 至 平成18年5月31日） 

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) 

事業の 

内容 

又は 

職業 

議決権の 

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 野末 

寿一 

静岡市 

葵区 

― 当社 

取締役 

― ― 弁護士 

事務所 

顧問 

弁護料 

 

1,260 

― ― 

        内部通報

顧問料 

 

157 

― ― 

（注）取引金額には消費税は含まれておりません。 
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当連結会計年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

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) 

事業の 

内容 

又は 

職業 

議決権の 

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 野末 

寿一 

静岡市 

葵区 

― 当社 

取締役 

― ― 弁護士 

事務所 

顧問 

弁護料 

1,200 ― ― 

        内部通報

顧問料 

150 ― ― 

（注）取引金額には消費税は含まれておりません。 
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（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度（自 平成17年６月1日 至 平成18年５月31日） 

 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 

 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成13年８月24日 平成13年11月16日 平成16年８月24日 平成16年８月24日 

付与日 平成13年８月31日 平成13年11月30日 平成17年１月17日 平成17年８月８日 

付与対象者の区分及

び数(名) 

当社取締役 5 

当社従業員 13 
当社従業員 42 

当社取締役  5 

当社監査役  2 

当社従業員 112 

当社従業員  22 

ストック・オプショ

ン数（株） 
普通株式 1,112 普通株式  136 普通株式 1,363 普通株式  321 

権利確定条件 

付与日から権利確定

日まで継続して勤務

していること。 

付与日から権利確定

日まで継続して勤務

していること。 

付与日から権利確定

日まで継続して勤務

していること。 

付与日から権利確定

日まで継続して勤務

していること。 

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11月１日 

から平成20年10月30

日まで 

平成15年12月１日 

から平成20年10月30

日まで 

平成18年８月25日 

から平成22年８月

24日まで 

平成18年８月25日 

から平成22年８月

24日まで 

（注） 株式数に換算して記載しています。なお、平成13年10月31日付で普通株式１株を２株に、また、平成16年 

10月20日付で普通株式1株を4株に分割しております。 

 

 ２ ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    前連結会計年度(平成18年5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 

 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成13年８月24日 平成13年11月16日 平成16年８月24日 平成16年８月24日 

付与日 平成13年８月31日 平成13年11月30日 平成17年１月17日 平成17年８月８日 

権利確定前（株）     

 前連結会計年度末 ― ― 1,287 ― 

 付与 ― ― ― 321 

 失効 ― ― 121 108 

 権利確定 ― ― ― ― 

 未確定残 ― ― 1,166 213 

権利確定後（株）     

 前連結会計年度末 1,222 188 ― ― 

権利確定 ― ― ― ― 

権利行使 110 52 ― ― 

失効 ― ― ― ― 

未行使残 1,112 136 ― ― 
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 （２）単価情報 

 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成13年８月24日 平成13年11月16日 平成16年８月24日 平成16年８月24日 

付与日 平成13年８月31日 平成13年11月30日 平成17年１月17日 平成17年８月８日 

権利行使価格（円） 50,000 50,000 168,000 178,000 

行使時平均株価(円) 145,847 158,715 ― ― 

公正な評価単価（付

与日）（円） 
― ― ― ― 

 

当連結会計年度（自 平成18年６月1日 至 平成19年５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 

 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成13年８月24日 平成13年11月16日 平成16年８月24日 平成16年８月24日 

付与日 平成13年８月31日 平成13年11月30日 平成17年１月17日 平成17年８月８日 

付与対象者の区分及

び数(名) 

当社取締役 5 

当社従業員 13 
当社従業員 42 

当社取締役  5 

当社監査役  2 

当社従業員 112 

当社従業員  22 

ストック・オプショ

ン数（株） 
普通株式  912 普通株式  100 普通株式  920 普通株式  211 

権利確定条件 

付与日から権利確定

日まで継続して勤務

していること。 

付与日から権利確定

日まで継続して勤務

していること。 

付与日から権利確定

日まで継続して勤務

していること。 

付与日から権利確定

日まで継続して勤務

していること。 

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11月１日 

から平成20年10月30

日まで 

平成15年12月１日 

から平成20年10月30

日まで 

平成18年８月25日 

から平成22年８月

24日まで 

平成18年８月25日 

から平成22年８月

24日まで 

（注）株式数に換算して記載しています。なお、平成13年10月31日付で普通株式１株を２株に、また、平成16年 

10月20日付で普通株式1株を4株に分割しております。付与日 平成13年８月31日及び平成13年11月30日のスト

ック・オプション数(株)は、未行使残であります。 

 

 ２ ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    当連結会計年度(平成19年5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 

 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成13年８月24日 平成13年11月16日 平成16年８月24日 平成16年８月24日 

付与日 平成13年８月31日 平成13年11月30日 平成17年１月17日 平成17年８月８日 

権利確定前（株）     

 前連結会計年度末 ― ― 1,166 213 

 付与 ― ― ― ― 

 失効 ― ― 124 ― 

 権利確定 ― ― 609 113 

 未確定残 ― ― 433 100 
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権利確定後（株）     

 前連結会計年度末 1,112 136 ― ― 

権利確定 ― ― 609 113 

権利行使 ― ― ― ― 

失効 200 36 122 2 

未行使残 912 100 487 111 

 

（２）単価情報 

 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成13年８月24日 平成13年11月16日 平成16年８月24日 平成16年８月24日 

付与日 平成13年８月31日 平成13年11月30日 平成17年１月17日 平成17年８月８日 

権利行使価格（円） 50,000 50,000 168,000 178,000 

行使時平均株価(円) 145,847 158,715 ― ― 

公正な評価単価（付

与日）（円） 
― ― ― ― 
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（セグメント情報） 

【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６月１日 至 平成18年５月31日） 

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

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

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

 

当連結会計年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

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

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

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

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

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

の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

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

の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

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

 

当連結会計年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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(１株当たり情報)  

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

至 平成18年５月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年６月１日 

至 平成19年５月31日 ） 

１株当たり純資産額         11,584円55銭 １株当たり純資産額        △10,649円28銭 

 

１株当たり当期純損失金額        13,788円71銭 １株当たり当期純損失金額        22,149円76銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在するものの、１株当たり当期純損

失であるため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在するものの、１株当たり当期

純損失であるため、記載しておりません。 

 

(注)１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、下記のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年６月１日 

   至 平成18年５月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年６月１日 

   至 平成19年５月31日 ） 

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失（△）（千円） △901,160 △1,477,123 

普通株主に帰属しない金額 （千円）  － － 

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △901,160 △1,477,123 

普通株式の期中平均株式数（株） 65,355 66,688 

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 

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

旧商法第280条ノ19第１項
の規定に基づく新株引受権1
種類(潜在株式の数1,012
個)、平成13年改正旧商法第
280条ノ20及び第280条ノ21
の規定に基づく新株予約権1
種類(潜在株式の数1,131個) 
(平成19年５月31日現在) 
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(重要な後発事象) 

前連結会計年度 

（ 自 平成17年6月1日 
至 平成18年5月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年6月1日 

至 平成19年5月31日 ） 

（社債の繰上償還） 

 当社は、平成18年７月３日開催の取締役会において、平

成18年２月３日に発行いたしました第1回無担保転換社債

型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」とい

う。)について、繰上償還条項に基づき繰上償還すること

を決議いたしました。 

1. 繰上償還を行う理由 

  当社は、新規子会社(株式会社日本ビジネスクリエイ

トおよび株式会社シーエスシステムズ)の株式取得資金

につきまして、有利子負債抑制による財務体質の健全化

などを目的として平成18年２月３日に本新株予約権付社

債1,500,000千円を発行いたしました。 

しかしながら、その後の業績推移や株式市場環境の変

化による株価の動向から、当社は当初の資本戦略を見直

すこととし、本新株予約権付社債の残存する額面総額を

繰上償還することといたしました。 

2. 繰上償還する本新株予約権付社債について 

イ．銘柄（回号） 

株式会社フレームワークス第1回無担保転換社債型

新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限

定同順位特約付）  

ロ．転換状況 

累計転換価額   150,000千円(転換率10％) 

転換株式総数   1,456.87株 

発行株式の種類  普通株式 

発行済株式数   66,688.87株 

(平成18年5月31日現在) 

資本金       612,480千円 

(平成18年5月31日現在) 

ハ．繰上償還対象総額  1,350,000千円 

ニ．繰上償還期日   平成18年7月18日 

ホ．繰上償還金額   額面100円につき金100円 

なお、本新株予約権付社債の繰上償還資金につき

ましては、銀行借入により充当いたしました。 
＜資金の借入＞ 
（1）長期借入金 
①借入先     株式会社静岡銀行 
②借入金額    700,000千円 
③借入利率    当初2.0%(変動金利) 
④借入日     平成18年6月30日 
⑤借入期間    7年間 
⑥返済方法    1年間据置後、元金均等返済 
⑦借入方法    無担保・無保証 
⑧資金使途    本新株予約権付社債の償還 

資金 
（2）残りの償還資金650,000千円につきましては、一
旦、短期銀行借入により賄い、返済期限（平成１8
年7月25日）到来後は第1回無担保社債（私募債）の
発行により充当しました。 

 

（社債の発行） 

当社は、平成18年7月14日開催の取締役会において、

第１回無担保社債（私募債）の発行を決議いたしまし

た。 

1. 資金調達の目的 
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成18年2

月3日発行）の繰上償還資金1,350,000千円の資金調達に

関しまして、長期銀行借入700,000千円と短期銀行借入

（子会社の解散） 

当社の特定子会社であるAGインベストメント1号投資

事業組合を解散いたしました。 

1.解散する子会社の概要 

（1）名称 

AGインベストメント1号投資事業組合 

（2）住所 

東京都港区西新橋1丁目5番8号 西新橋1丁目川手ビ

ル7階 

（3）出資金の総額 

125,171千円 

（4）業務執行組合員 

株式会社アクアＲＩＭＣＯ 

（5）組合の目的 

主に中国、香港の物流、商流をはじめとするサー

ビス業界等において高い付加価値を有するビジネス

を展開している企業に対する投資。 

2.清算結了日 

 平成19年7月6日 
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前連結会計年度 

（ 自 平成17年6月1日 
至 平成18年5月31日 ） 

当連結会計年度 

（ 自 平成18年6月1日 

至 平成19年5月31日 ） 

650,000千円より充当していましたが、短期銀行借入の返

済期限が到来したことにより本社債の発行にて650,000千

円を資金調達することといたしました。 

2. 第1回無担保社債（私募債）の概要 
（1）社 債 の 名 称  

株式会社フレームワークス第１回無担保社債 

（株式会社みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限

定） 

（2）社 債 の 総 額 650,000千円 

（3）年 限 5年 

（4）償 還 方 法 半年毎定時償還 

（5）利 率 当初0.68％（変動金利） 

（6）発 行 価 額 額面100円につき金100円 

（7）償 還 価 額 額面100円につき金100円 

（8）発 行 日 平成18年7月25日 

（9）償 還 期 日 平成23年7月25日 

（10） 発 行 形 態 無担保・無格付 

（11） 総額引受人 株式会社みずほ銀行 

（12） 財務代理人 株式会社みずほ銀行 

（13） 保 証 人 株式会社みずほ銀行 

（14） 資 金 使 途 第1回無担保転換社債型新       

         株予約権付社債の償還資金 

 

（15）その他重要な特約事項 

    本社債には、財務制限条項がついており、以下の

条項に抵触した場合、総額引受人の請求によって一

括償還することがあります。 

   ・平成 19年 5月期において、損益計算書に示される

経常損益が経常損失となった場合、その基準とし

た決算期の末日より４ヶ月を経過したとき 

   ・払込期日以降２期連続して損益計算書に示される

経常損益が経常損失となった場合、その基準とし

た２期目の決算期の末日より４ヶ月を経過したと

き 

   ・払込期日以降、平成 18年 5月期末の貸借対照表の

純資産の部の金額の 70％を下回った場合、その基

準とした決算期の末日より4ヶ月を経過したとき  
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５．財務諸表等 

(1) 【貸借対照表】 

  
前事業年度 

(平成18年５月31日) 
当事業年度 

(平成19年５月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金   81,075   415,567   

２ 売掛金   363,816   400,855   

３ 仕掛品   ―   5,760   

４ 前払費用   ―   21,743   

５ 繰延税金資産   34,663   ―   

６ その他   26,189   16,985   

貸倒引当金   △1,176 
 
 

 △2,038 
 
 

 

流動資産合計   504,568 19.8  858,873 45.9 354,305 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物  26,376   9,489    

減価償却累計額  △6,810 19,566  △9,489 ―   

(2) 器具備品  107,627   67,092    

減価償却累計額  △53,062 54,564  △67,092 ―   

有形固定資産合計   74,131 2.9  ― ― △74,131 

２ 無形固定資産         

(1) ソフトウェア   127,056   ―   

(2) その他   779   ―   

無形固定資産合計   127,836 5.0  ― ― △127,836 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   103,900   93,450   

(2) 関係会社株式   1,643,207   842,791   

(3) 関係会社長期貸付金   ―   40,000   

(4) 破産更生債権   ―   42,000   

(5) 敷金保証金   58,213   45,109   

(6) 権利金 ※1  5,718   ―   

(7) 保険積立金   35,210   12,600   

    貸倒引当金   ―   △62,000   

投資その他の資産合計   1,846,250 72.3  1,013,951 54.1 △832,298 

固定資産合計   2,048,217 80.2  1,013,951 54.1 △1,034,266 

資産合計   2,552,785 100.0  1,872,825 100.0 △679,960 
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前事業年度 

(平成18年５月31日) 
当事業年度 

(平成19年５月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 買掛金   19,731   22,311   

２ 短期借入金   ―   800,000   

３ 一年以内返済予定長期借入金   ―   106,942   

４ 一年以内償還予定社債 ※２  ―   585,000   

５ 未払金   96,725   146,747   

６ 未払費用   74,461   75,944   

７ 未払法人税等   5,290   9,729   

８ 未払消費税等   2,054   29,147   

９ 前受収益   ―   21,759   

10 賞与引当金   16,658   16,493   

11 その他   21,902   23,955   

流動負債合計   236,823 9.3  1,838,030 98.1 1,601,207 

Ⅱ 固定負債         

１ 社債   1,350,000   ―   

２ 長期借入金   ―   593,058   

３ 繰延税金負債   11,840   4,241   

４ 退職給付引当金   44,829   52,858   

５ 役員退職慰労引当金   101,023   ―   

６ その他   ―   1,725   

固定負債合計   1,507,693 59.0  651,882 34.8 △855,811 

負債合計   1,744,517 68.3  2,489,912 133.0 745,395 

(純資産の部)         

I Ⅰ  株主資本         

１ 資本金   612,480 24.0  612,480 32.7 ― 

 ２ 資本剰余金         

資本準備金  676,264   676,264    

 資本剰余金合計   676,264 26.5  676,264 36.1 ― 

 ３ 利益剰余金         

   その他利益剰余金         

特別償却準備金  979   344    

  別途積立金  19,000   19,000    

  繰越利益剰余金  △517,350   △1,935,532 
 
 

  

利益剰余金合計   △497,371 △19.5  △1,916,187 △102.3 △1,418,816 

４ 自己株式   △79   ―  79 

株主資本合計   791,293 31.0  △627,443 △33.5 △1,418,737 

Ⅱ 評価･換算差額等         

１ その他有価証券評価差額金   16,975   10,356  △6,618 

評価･換算差額等合計   16,975 0.7   10,356 0.6 △6,618 

純資産合計   808,268 31.7  △617,087 △33.0 △1,425,356 

負債純資産合計   2,552,785 100.0  1,872,825 100.0 △679,960 
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(２) 【損益計算書】 

  
前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高   1,364,802 100.0  2,142,030 100.0 777,228 

Ⅱ 売上原価 ※１        

１ 当期商品仕入高  143,151   215,837    

２ 当期製品製造原価  1,094,610 1,237,761 90.7 1,402,730 1,618,568 75.6 380,806 

売上総利益   127,040 9.3  523,462 24.4 396,422 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  710,209 52.0  882,625 41.2 172,416 

営業損失（△）   △583,168 △42.7  △359,163 △16.8 224,005 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息  ―   590    

２ 保険配当金  342   394    

３ 受取手数料  85   1,032    

４ 消費税差額  ―   1,598    

５ その他  445 873 0.0 305 3,922 0.2 3,048 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息  1,423   21,048    

２ 社債発行費  14,767   16,598    

３ 新株発行費  595   ―    

４ 投資事業組合損失  19,099   16,527    

５ その他  50 35,936 △2.6 11,374 65,548 3.1 29,611 

経常損失（△）   △618,231 △45.3  △420,789 △19.6 197,442 

Ⅵ 特別利益         

１ 投資事業組合利益 ※３ ―   86,147    

２ 役員退職慰労引当金戻入益  ― ― ― 86,755 172,903 8.1 172,903 

Ⅶ 特別損失           

１  投資有価証券評価損  68,002   ―    

２  東京本部移転費用  13,478   ―    

３  前期損益修正損 ※４ ―   5,193    

４  貸倒引当金繰入額 ※４ ―   62,000    

５ 減損損失 ※５ ―   142,757    

６ 関係会社株式評価損  ―   883,893    

７ ソフトウェア償却費  ― 81,481 6.0 34,800 1,128,643 52.7 1,047,162 

税引前当期純損失（△）   △699,713 △51.3  △1,376,530 △64.3 △676,816 

法人税、住民税及び事業税  6,128   7,962    

法人税等調整額  159,109 165,237 12.1 34,245 42,207 1.9 △123,030 

当期純損失（△）   △864,951 △63.4  △1,418,737 △66.2 △553,785 
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製造原価明細書 

  
前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

Ⅰ 労務費 ※２ 622,361 56.8 608,444 43.2 

Ⅱ 外注費  249,208 22.8 611,993 43.4 

Ⅲ 経費 ※３   223,040 20.4   188,053 13.4 

当期総製造費用  1,094,610 100.0 1,408,490 100.0 

期末仕掛品棚卸高  ―  5,760  

当期製品製造原価  1,094,610  1,402,730  

      

 

 (脚注) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

※１ 原価計算の方法はプロジェクト別予定原価計算を

採用しております。 

※１          同左 

※２ 労務費のうち主なものは次のとおりであります。 

給与手当 454,160千円

賞与 70,270千円

賞与引当金繰入額 12,321千円

退職給付費用 13,118千円

法定福利費 67,935千円
 

※２ 労務費のうち主なものは次のとおりであります。 

給与手当 464,136千円

賞与 45,130千円

賞与引当金繰入額 11,268千円

退職給付費用 12,606千円

法定福利費 66,418千円
 

※３ 経費のうち主なものは次のとおりであります。 

旅費交通費 77,081千円

賃借料 50,138千円

消耗品費 29,925千円

減価償却費 42,144千円
 

※３ 経費のうち主なものは次のとおりであります。 

旅費交通費 50,692千円

賃借料 40,521千円

消耗品費 23,714千円

減価償却費 44,416千円
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③ 【株主資本等変動計算書】 

前事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

株主資本 

資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

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

事業年度中の変動額    

新株の発行 79,050 79,050 79,050 

特別償却準備金の取崩    

当期純損失    

自己株式の取得    

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
   

事業年度中の変動額合計(千円) 79,050 79,050 79,050 

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

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金  

特別償却 

準備金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

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

事業年度中の変動額       

新株の発行      158,100 

特別償却準備金の取崩 △1,268  1,268 ―  ― 

当期純損失   △864,951 △864,951  △864,951 

自己株式の取得     △79 △79 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
      

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

平成18年5月31日残高(千円) 979 19,000 △517,350 △497,371 △79 791,293 
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評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成17年5月31日残高(千円) ― ― 1,498,224 

事業年度中の変動額    

新株の発行   158,100 

特別償却準備金の取崩   ― 

当期純損失   △864,951 

自己株式の取得   △79 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
16,975 16,975 16,975 

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

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

 

 

当事業年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

株主資本 

資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

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

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩    

当期純損失    

自己株式の消却    

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
   

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ― 

平成19年5月31日残高(千円) 612,480 676,264 676,264 
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株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金  

特別償却 

準備金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

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

事業年度中の変動額       

特別償却準備金の取崩 △634  634 ―  ― 

当期純損失   △1,418,737 △1,418,737  △1,418,737 

自己株式の消却   △79 △79 79 ― 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
      

事業年度中の変動額合計(千円) △634 ― △1,418,182 △1,418,816 79 △1,418,737 

平成19年5月31日残高(千円) 344 19,000 △1,935,532 △1,916,187 ― △627,443 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

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

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩   ― 

当期純損失   △1,418,737 

自己株式の消却   ― 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
△6,618 △6,618 △6,618 

事業年度中の変動額合計(千円) △6,618 △6,618 △1,425,356 

平成19年5月31日残高(千円) 10,356 10,356 △617,087 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

───── 
 

当社は、前事業年度において、営業損失583百万円、経常

損失618百万円、当期純損失864百万円を計上しており、当

事業年度においては営業損失359百万円、経常損失420百

万円、当期純損失1,418百万円を計上し、当事業年度末にお

いて617百万円の債務超過の状態となっております。また、当

事業年度の経営成績によって、平成18年7月25日に発行いた

しました第１回無担保社債（平成19年5月末残高585百万円）

の財務制限条項に抵触しております。さらに取引銀行の要請

により短期借入金の一部について返済を行いました。当該状

況により、当社は、継続企業の前提に関する重要な疑義が生

じております。 

当該状況を解消すべく、当社はあらためてパッケージ

ベンダーとしての事業構造のあり方を見直すとともに、

採算性、必要性、成長性を厳しく査定したコスト削減を

断行いたします。加えて、当社の主力製品である物流セ

ンター管理システムを更に改善・進化させるとともに、

限られた経営資源である人材、設備、資金、ノウハウを

無駄なく活用することにより、生産性の向上に徹底的に

取り組んでまいる所存であります。 

また、グループ各社の明確な役割の下、グループ会社

間の連携を強化し、ソリューションラインナップ、販売

力、サービス力、製品開発力など、当社グループが一体

となって顧客企業のサプライチェーン・マネジメントの

構築・実現を支援するための総合力を高め、着実な収益

を確保するための改革を行ってまいります。 

財務面におきましては、債務超過の早期解消および上

記財務制限条項付社債の償還資金を確保して財務状態を

安定させるために、当社は第三者割当増資を検討してお

り、株式会社MIT Corporate Advisory Servicesおよび

特定の事業会社との交渉を開始しております。当該事業

会社とは単なる財務面での関係に留まらず、事業上の連

携を強化して、事業シナジーを創出するための関係を積

極的に構築してまいりたいと考えております。また、当

社は、第三者割当増資の早期実施はもとより、手元資金およ

び借入金の借換等を含め資金不足等の深刻な事態が発生

することのないよう、取引金融機関の皆様に対して一定の理

解を要請してまいります。 

当社の事業継続は、上記の経営改革と交渉中の第三者割

当増資の実現および取引金融機関の協力に依存しておりま

すが、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 
前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法(ただ

し、投資事業組合への出資金につい

ては、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決算

書を基礎として、持分相当額を純額

で取り込む方法) 

(2)その他有価証券 

 時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく 

時価法(評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

 

 

 

 

(2)その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 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 

───── たな卸資産 

仕掛品 個別法による原価法 

３ 固定資産の減価償却の方   

  法 

(1)有形固定資産 

  定率法(平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除く)

については、定額法を採用しており

ます。) 

主な耐用年数 建物   15～39年 

        器具備品 ４～15年 

(1)有形固定資産 

同左 

 (2)無形固定資産 

 ・市場販売目的のソフトウェア 

見込販売収益に基づく償却額と残

存有効期間(３年以内)に基づく償

却額を比較し、いずれか大きい額

を償却費として計上する方法 

(2)無形固定資産 

 ・市場販売目的のソフトウェア 

同左 

 

  ・自社利用目的のソフトウェア 

定額法 

耐用年数 社内における利用可能

期間(５年) 

 ・自社利用目的のソフトウェア 

同左 

 (3)権利金 (3)権利金 

  ・契約期間に基づく定額法 同左 

４ 繰延資産の処理方法 

 

 

(1)社債発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

(2)新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

(1)社債発行費 

同左 

 

(2)     ───── 

 

 

５ 引当金の計上基準 

 

 

 

 

 

 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権が発生し

た場合については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1)貸倒引当金  

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

 (2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度に負担すべき支給見

込額を計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

 (3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当事業年度末に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。 

(3)退職給付引当金 

同左 

 (4)役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支払に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。  

(4)役員退職慰労引当金 

当社は、平成18年８月25日開催の

定時株主総会終結の時をもって、役

員退職慰労金制度を廃止し、それま

での引当金を役員の退職の都度打ち

切り支給してまいりました。 

また、当連結会計期間末におい

て、当社代表取締役社長の田中純夫

が、受給権を放棄したことにより役

員退職慰労引当金戻入益を特別利益

として計上しております。 

  なお、監査役２名の退職慰労金は

固定負債の「その他」で表示してお

ります。 

６ 収益及び費用の計上基準  売上高のうち、システム･インテグ

レーション及びコンサルティングによ

る売上については、プロジェクト毎に

プロジェクト原価を発生基準で認識

し、これに対応する売上を原価進捗率

(プロジェクト別の見積原価に対応す

る実際発生原価の割合)に応じて認識

する方法(進行基準)によっておりま

す。 

売上高のうち、システム・インテグレ

ーション及びコンサルティングによる

売上については、プロジェクト毎にプ

ロジェクト原価を発生基準で認識し、

これに対応する売上を原価進捗率（プ

ロジェクト別の見積原価に対応する実

際発生原価の割合）に応じて認識する

方法（進行基準）によっております。

ただし、進行基準を採用するために必

要な精緻なプロジェクト別の見積原価

の把握ができない場合は、完成基準に

よっております。 

７ その他財務諸表作成の基

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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会計処理の変更 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５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） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。 

 従来の｢資本の部｣の合計に相当する金額は、

808,268千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の｢純資産の部｣については、改正後

の財務諸表等規則により作成しております。 

───── 

 

 

表示方法の変更 
前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

（貸借対照表） 

前事業年度において流動資産に区分掲記しておりま

した「前払費用」は、資産総額の100分の1以下となっ

たため、当事業年度より流動資産の「その他」に含め

て表示しております。なお当事業年度の流動資産の

「その他」に含まれる｢前払費用｣は、22,952千円であ

ります。 

前事業年度において流動負債に区分掲記しておりま

した「前受収益」は、資産総額の100分の1以下となっ

たため、当事業年度より流動負債の「その他」に含め

て表示しております。なお当事業年度の流動負債の

「その他」に含まれる「前受収益」は、15,644千円で

あります。 

 

（貸借対照表） 

前事業年度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「前払費用」は、資産総額の100

分の1を超えたため区分掲記しました。なお、前期に

おける「前払費用」は、22,952千円であります。 

前事業年度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「前受収益」は、負債及純資

産の100分の1を超えたため区分掲記しました。な

お、前期における「前受収益」は、15,644千円であ

ります。 

 

（損益計算書） 

前事業年度において営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「受取利息」は、営業外収益の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。な

お、前期における「受取利息」は、56千円でありま

す。 
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注記事項 

 (貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成18年５月31日) 

当事業年度 
(平成19年５月31日) 

※１ 他社が作成したソフトウェアを当社製品に組み込 

んで販売するための権利金であります 

※１        ─────            
 

※２       ─────     ※２ 平成18年7月25日発行の第１回無担保社債（私募

債）につきまして、財務制限条項に抵触したため､

一括償還することが決まっております。 

 

(損益計算書関係) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

※１ 売上原価に含まれる研究開発費は次のとおりであ

ります。 

131,315千円 

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は31％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は69％であ

ります。 

   販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

役員報酬 76,119千円

給与手当 218,194 

賞与 26,765 

賞与引当金繰入額 4,337 

退職給付費用 3,147 

役員退職慰労引当金繰入額 9,358 

旅費交通費 52,666 

減価償却費 22,724 

支払報酬 69,945 

広告宣伝費 26,172 

消耗品費 28,119 

 

※３         ―――― 

 

 

 

 

※４          ―――― 

※１ 売上原価に含まれる研究開発費は次のとおりであ

ります。 

161,795千円 

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は27％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は73％であ

ります。 

   販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

役員報酬 61,043千円

給与手当 352,159 

賞与引当金繰入額 5,225 

退職給付費用 5,070 

役員退職慰労引当金繰入額 2,346 

旅費交通費 50,351 

減価償却費 21,051 

支払報酬 88,085 

貸倒引当金繰入額 862 

  

 

 

※３ 当社連結子会社であるAGインベストメント１号

投資事業組合投資事業組合の保有する投資有価証

券の売却益相当分を投資事業組合利益として計上

しております。 

 

※４ 前期損益修正損および貸倒引当金繰入額の発生

原因は、取引先より取引先元従業員による不法行

為が発生したとの通知があったことから、通知の

あった取引先元従業員と関係する取引に対して修

正等を行ったことによるものであります。前期ま

での取引に対する損益は、前期損益修正損とし、

当事業年度発生の取引は、売上及び費用を取消し

し、支出済の費用を債権として認識した上で、そ

の全額に対し貸倒引当金を計上しております。 
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前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

 

※５ 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

 

用途 種類 場所 

事業目的 建物 

器具備品 

ソフトウェア 

電話加入権 

全社 

 

(1)資産のグルーピングの方法 

セグメントとして、ソリューションを一体として

提供しており、組織上の関係からグルーピング不可

能であるため、単一資産グループとして処理してお

ります。 

(2)減損の認識に至った経緯 

重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの計上

が継続しており、確実性の高い将来キャッシュ・フ

ローの発生を見積もることが困難であるため、固定

資産の帳簿価額の全額が回収不能と判断いたしまし

た。そのため、帳簿価額の全額を減損損失として、

特別損失に計上しております。 

なお、減損損失の内訳は、建物22,286千円、器

具備品40,779千円、ソフトウェア78,912千円、電

話加入権779千円であります。 
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(株主資本等変動計算書関係) 

自己株式に関する事項 

前事業年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） ― 0.87 ― 0.87 

   （変動理由） 増加数の内訳は、端株の買取による増加であります。 

 

当事業年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 0.87 ― 0.87 ― 

   （変動理由） 減少数の内訳は端株の消却による減少であります。 

 

(リース取引関係) 

 該当事項はありません。 

 

 (有価証券関係) 

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

における注記事項として記載しております。 

 

前事業年度末(平成18年５月31日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当事業年度末(平成19年５月31日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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 (税効果会計関係) 

前事業年度 
(平成18年５月31日) 

当事業年度 
(平成19年５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 

  繰延税金資産 

［流動資産］ 

 未払事業税 708千円

 賞与引当金 6,620千円

 未払賞与 22,819千円

 仕掛品 17,703千円

 投資事業組合損失 4,553千円

 その他 6,735千円

繰延税金資産小計 59,141千円

評価性引当額 △24,477千円

繰延税金資産合計 34,663千円
  

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 

［流動資産］ 

 未払事業税 1,273千円

 賞与引当金 6,554千円

 未払賞与 24,065千円

 仕掛品 20,769千円

 投資事業組合損失 2,149千円

 その他 13,201千円

繰延税金資産小計 68,015千円

評価性引当額 △68,015千円

繰延税金資産合計 ―千円
 

［固定資産］ 

 役員退職慰労引当金 40,146千円

 ソフトウェア開発費 100,741千円

 投資有価証券評価損 28,721千円

 退職給付引当金 17,815千円

 繰越欠損金 217,969千円

 その他 6,178千円

繰延税金資産小計 411,573千円

評価性引当額 △411,573千円

繰延税金資産合計 ―千円
 

［固定資産］ 

 ソフトウェア開発費 121,640千円

 投資有価証券評価損 1,696千円

 退職給付引当金 21,005千円

 繰越欠損金 362,186千円

 貸倒引当金 24,638千円

  減損損失 56,731千円

 子会社株式評価損 351,259千円

 その他 6,730千円

繰延税金資産小計 945,889千円

評価性引当額 △945,889千円

繰延税金資産合計 ―千円
  

  繰延税金負債 

［固定負債］   

 その他有価証券評価差額金 △11,194千円

 特別償却準備金 △645千円

繰延税金負債小計 △11,840千円

繰延税金負債の純額 △11,840千円
 

 
  繰延税金負債 

［固定負債］   

 その他有価証券評価差額金 △4,013千円

 特別償却準備金 △227千円

繰延税金負債小計 △4,241千円

繰延税金負債の純額 △4,241千円
 

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 

当事業年度は、税引前当期純損失を計上しており

ますので、記載を省略しております。 
  

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 

            同左            
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(１株当たり情報) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

１株当たり純資産額 12,120円15銭

 

１株当たり純資産額 △9,253円35銭

 
１株当たり当期純損失金額 13,234円66銭
 

１株当たり当期純損失金額 21,274円25銭
 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため、記載しておりません。 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在するものの、１株当たり当期純

損失であるため、記載しておりません。 

 

(注)  １株当たり当期純利益、１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

は、下記のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

１株当たり当期純利益又は当期純損失金額   

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △864,951 △1,418,737 

 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又は当期純損
失(△)(千円) 

△864,951 △1,418,737 

 普通株式の期中平均株式数(株) 65,355 66,688 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益又は
当期純損失金額 

  

 当期純利益調整額(千円) ― ― 

 普通株式増加数(株) ― ― 

 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 

旧商法第280条ノ19第１項

の規定に基づく新株引受権1

種類(潜在株式の数1,248

個)、平成13年改正旧商法第

280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権1

種類(潜在株式の数1,379個)

及び第1回無担保転換社債型

新株予約権付社債(目的とな

る 株 式 の 数  普 通 株 式 

14,516株)(平成18年５月31

日現在) 

 

 旧商法第280条ノ19第１項

の規定に基づく新株引受権1

種類(潜在株式の数1,012

個)、平成13年改正旧商法第

280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権1

種類(潜在株式の数1,131

個)(平成19年５月31日現在) 
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(重要な後発事象) 

前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

（社債の繰上償還） 

 当社は、平成18年７月3日開催の取締役会におい

て、平成18年２月３日に発行いたしました第1回無担

保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約

権付社債」という。)について、繰上償還条項に基づ

き繰上償還することを決議いたしました。 

1. 繰上償還を行う理由 

  当社は、新規子会社(株式会社ビジネスクリエイ

トおよび株式会社シーエスシステムズ)の株式取得

資金につきまして、有利子負債抑制による財務体質

の健全化などを目的として平成18年２月３日に本新

株予約権付社債1,500,000千円を発行いたしまし

た。 

しかしながら、その後の業績推移や株式市場環境

の変化による株価の動向から、当社は当初の資本戦

略を見直すこととし、本新株予約権付社債の残存す

る額面総額を繰上償還することといたしました。 

2. 繰上償還する本新株予約権付社債について 

イ．銘柄（回号） 

株式会社フレームワークス第1回無担保転換社

債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権

付社債間限定同順位特約付）  

ロ．転換状況 

累計転換価額  150,000千円(転換率10％) 

転換株式総数  1,456.87株 

発行株式の種類 普通株式 

発行済株式数  66,688.87株 

(平成18年5月31日現在) 

資本金      612,480千円 

(平成18年5月31日現在) 

ハ．繰上償還対象総額 1,350,000千円 

ニ．繰上償還期日  平成18年7月18日 

ホ．繰上償還金額  額面100円につき金100円 

なお、本新株予約権付社債の繰上償還資金につき

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

   ⑧資金使途  本新株予約権付社債の償還資金 

  (2)残りの償還資金650,000千円につきましては、 

一旦、短期銀行借入により賄い、返済期限(平成

18年７月25日)到来後は第１回無担保社債(私募

債)の発行により充当しました。 

（子会社の解散） 

当社の特定子会社であるAGインベストメント1号投

資事業組合を解散いたしました。 

1.解散する子会社の概要 

（1）名称 

AGインベストメント1号投資事業組合 

（2）住所 

東京都港区西新橋1丁目5番8号 西新橋1丁目川手

ビル7階 

（3）出資金の総額 

125,171千円 

（4）業務執行組合員 

株式会社アクアＲＩＭＣＯ 

（5）組合の目的 

主に中国、香港の物流、商流をはじめとするサー

ビス業界等において高い付加価値を有するビジネス

を展開している企業に対する投資。 

2.清算結了日 

 平成19年7月6日 
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前事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日) 

（社債の発行） 

当社は、平成18年7月14日開催の取締役会におい

て、第１回無担保社債（私募債）の発行を決議いたし

ました。 

１.資金調達の目的 

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上

償還資金1,350,000千円の資金調達に関しまして、

長期銀行借入700,000千円と短期銀行借入650,000千

円により充当していましたが､短期銀行借入の返済

期限が到来したことにより本社債の発行にて

650,000千円を資金調達することといたしました。 

２.第1回無担保社債（私募債）の概要 

(1) 社債の名称  

株式会社フレームワークス第１回無担保社債 

（株式会社みずほ銀行保証付及び適格機関投資 

家限定） 

(2) 社債の総額   650,000千円 

(3) 年限      5年 

(4) 償還方法    半年毎定時償還 

(5) 利率      当初0.68％（変動金利） 

(6) 発行価額    額面100円につき金100円 

(7) 償還価額    額面100円につき金100円 

(8) 発行日    平成18年7月25日 

(9) 償還期日    平成23年7月25日 

(10)発行形態    無担保・無格付 

(11)総額引受人    株式会社みずほ銀行 

(12)財務代理人   株式会社みずほ銀行 

(13)保証人    株式会社みずほ銀行 

(14)資金使途    第1回無担保転換社債型新株 

予約権付社債の償還資金 

 (15)その他重要な特約事項 

   本社債には、財務制限条項がついており､以下

の条項に抵触した場合、総額引受人の請求によっ

て一括償還することがあります。 

・平成19年5月期において、損益計算書に示され

る経常損益が経常損失となった場合、その基準

とした決算期の末日より4ヶ月を経過したとき 

・払込期日以降2期連続して損益計算書に示され

る経常損益が経常損失となった場合、その基準

とした2期目の決算期の末日より4ヶ月を経過し

たとき 

・払込期日以降、平成18年5月期末の貸借対照表

の純資産の部の金額の70％を下回った場合、そ

の基準とした決算期の末日より4ヶ月を経過し

たとき 

           ―――― 
 

 

 

 


