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平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（非連結） 
平成 19 年８月９日 

上場会社名 株式会社 ビジネス・ワン  上場取引所 福証Ｑ－Ｂｏａｒｄ 

コード番号 4827             ＵＲＬ http://www.businessone.co.jp/ 

代 表 者  （役職名） 代表取締役社長 （氏名）松田 敏男  ＴＥＬ：（095）849-4240（代表） 

問合せ先責任者（役職名） 取締役管理部部長（氏名）本秀 誠 

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年３月期第１四半期財務・業績の概況（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 ％ 

平成 20 年 3 月期第 1 四半期 77 △18.1 △4 － △4 － △6 － 

平成 19 年 3 月期第 1 四半期 94 71.3 △4 － △4 － △5 － 

平成 19 年 3 月期 242  △94  △94  △100  

 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭 

平成 20 年 3 月期第 1 四半期 △148 46 － － 

平成 19 年 3 月期第 1 四半期 △141 07 － － 

平成 19 年 3 月期 △2,420 29 － － 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの１株当 

   たり四半期（当期）純損失が計上されているため、記載しておりません。 
(2) 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 

平成 20 年 3 月期第 1 四半期 579 529 91.4 12,761 85 

平成 19 年 3 月期第 1 四半期 687 632 92.1 15,264 39 

平成 19 年 3 月期 604 536 88.8 12,942 27 

(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 

平成 20 年 3 月期第 1 四半期 △19 △62 △1 179 

平成 19 年 3 月期第 1 四半期 21 6 △1 336 

平成 19 年 3 月期 △32 △9 △4 263 

２．配当の状況 

 １株あたり配当金 

 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 

平成 19 年 3 月期  －  －  －  －  － 

平成 20 年 3 月期  －    

平成 20 年 3 月期（予想）   －  －  － 
－ 

３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 

  第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成 19 年５月 16 日に公表いたしました業績予想の修正

は行っておりません。 
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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   ： 有 

 ③ 会計監査人の関与                 ： 有 

   四半期財務諸表については、福岡証券取引所の「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 

  づき、三優監査法人の四半期財務諸表に対する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 

   本資料に記載している業績予想等の将来に関する記述は、当社が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。 
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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 

 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、引き続き緩やかな景気回復基調が続いております。企業

収益は改善しており、企業の設備投資は増加しております。また、労働者の雇用情勢は厳しさが残るもの

の改善しており、個人消費は持ち直してきております。一方、原油価格が上昇傾向にあり今後の経済への

影響が懸念されます。 

 このような経済状況のもと、当社におきましては、「パッケージソフトウェア事業の既存顧客の囲い込

み」「受託開発事業の受注強化」「不動産媒介事業の事業基盤強化」をテーマに、提案型の営業スタイルを

意識した３事業体制での積極的な受注活動等に努めてまいりました。 

 その結果、売上高は 77,803 千円（前年同期比 18.1％減）と今ひとつ伸びを欠いたものの、前事業年度

に実施した経費削減策の効果により販売管理費も圧縮しており、営業損失 4,550 千円（前年同期は 4,681

千円の損失）、経常損失 4,479 千円（前年同期は 4,898 千円の損失）、第１四半期純損失 6,159 千円（前年

同期は 5,848 千円の損失）と前年とほぼ同等の損失計上に抑えることができました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、以下の通りとなりました。 

 ①パッケージソフトウェア事業 

 当第１四半期会計期間に新製品として、ドキュメント処理システム「フォーム名人ＲｅＢｏ」、「写楽々

ＲｅＢｏ」、工事台帳管理システム「コロンバス」を立て続けに市場投入し、既存顧客をターゲットとし

た販促展開を実施いたしましたが、大手販社への新製品の普及活動等の間接的な販促活動に注力しすぎ、

既存顧客への直接的な販促活動が鈍ったこと、また、主要販社との販売後の保守対応に関する調整に時間

を要し、正式な発売通知が遅れたことも重なり、売上高が伸びず、前年同期と同じく大幅な損失を計上い

たしました。当事業の業績は、売上高 44,610 千円（前年同期比 18.3％増）、営業損失 10,971 千円（前年

同期は 14,100 千円の損失）となりました。 

 

 ②受託開発事業 

 当第１四半期会計期間において、開発部門の生産性をより上げるため、従来の既存顧客からの受注活動

に加え、長崎県庁の入札案件へのより積極的な参加や大手販社と連携した提案型営業による積極的な受注

活動を行い、約 15,000 千円の受注案件確保ができました。また、作業仕掛中の案件の開発作業も順調に

消化し売上計上するに至り、前年同期は下回ったものの、利益を計上することができました。当事業の業

績は、売上高 27,623 千円（前年同期比 23.9％減）、営業利益 2,993 千円（前年同期比 78.2％減）となり

ました。 

 

 ③不動産媒介事業 

 当第１四半期会計期間において、同事業の事業基盤を強化するため、分譲用マンション用地の売却ルー

トを確保するなどの仕組みづくりに注力いたしました。これにより従来の商業用地・建物の媒介に加えて、

今後の同事業の売上確保への幅が広がったものと思われます。また、媒介成立は１案件にとどまったもの

の、粗利率が高く、販売費及び一般管理費が少ないため、前年同期は下回ったものの利益を計上しており

ます。当事業の業績は、売上高 5,570 千円（前年同期比 44.3％減）、営業利益 3,427 千円（前年同期比 59.5％

減）となりました。 
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２．財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期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、179,813 千円となり

ました。 

 なお、当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況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 19,681 千円となりました。これは主に前受金の減少及び未払費用の増

加等によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 62,192 千円となりました。これは主に短期貸付金による支出によるも

のです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は 1,500 千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出によ

るものです。 

 

３．業績予想に関する定性的情報等 

 今後のわが国経済は、原油価格の上昇傾向が続くことが予想され、経済への影響が懸念されるものの、

当面は緩やかな回復基調が続くものと予想されます。 

 当社の主力事業であるソフトウェア関連事業に関しては、企業設備投資の増加を背景に、システムの導

入による業務の合理化や新しいオペレーションシステムへの対応など、今後も需要は高まっていくものと

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

予想されます。 

 このような状況のもと、当社におきましては、当第１四半期会計期間において損失計上はしているもの

の、当初計画どおりに進行しております。パッケージソフトウェアの販売状況に不安を残すものの、受託

開発案件の受注は着々と進んでおり、現状では平成 19 年５月 16 日公表の業績数値は達成可能な状況であ

ると認識しております。 
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４．四半期財務諸表 
（1）四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

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 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  336,988   179,813   263,186   

２．受取手形 ※３ 448   1,560   156   

３．売掛金  52,375   25,609   23,105   

４．たな卸資産  3,480   18,121   24,864   

５．前払費用  1,848   2,240   1,268   

６．短期貸付金  －   60,000   －   

７．その他  814   236   2,510   

８．貸倒引当金  △50   △50   △50   

流動資産合計   395,904 57.6  287,532 49.6  315,041 52.1 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 63,138   60,327   61,352   

(2) 車両運搬具  1,770   －   －   

(3) 工具器具備品  7,562   6,247   6,908   

(4) 土地 ※２ 30,953   30,953   30,953   

有形固定資産合計  103,424   97,528   99,214   

２．無形固定資産           

(1) ソフトウェア  7,634   11,383   8,864   

(2) ソフトウェア仮
勘定 

 90   293   173   

(3) 電話加入権  84   84   84   

無形固定資産合計  7,809   11,761   9,121   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  175,516   177,069   178,395   

(2) 長期前払費用  393   161   163   

(3) 敷金  3,732   4,515   2,409   

(4) 保証金  600   610   610   

投資その他の資産
合計 

 180,242   182,356   181,577   

固定資産合計   291,476 42.4  291,645 50.4  289,914 47.9 

資産合計   687,381 100.0  579,177 100.0  604,955 100.0 
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前第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

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 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金  5,174   5,482   1,501   

２．１年以内返済予定
長期借入金 

※２ 5,500   6,500   6,500   

３．未払金  6,031   6,015   5,466   

４．未払費用  14,084   13,992   4,059   

５．未払法人税等  1,823   2,050   5,870   

６．未払消費税等 ※５ 2,685   1,194   486   

７．預り金  701   2,084   1,835   

８．賞与引当金  1,853   1,584   6,336   

９．受注損失引当金  －   1,050   900   

10．その他  2,166   1,746   25,536   

    流動負債合計   40,020 5.8  41,701 7.2  58,493 9.7 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ 14,500   8,000   9,500   

２．繰延税金負債  14   －   －   

固定負債合計   14,514 2.1  8,000 1.4  9,500 1.5 

負債合計   54,535 7.9  49,701 8.6  67,993 11.2 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   789,020 114.8  789,634 136.3  789,634 130.5 

２．資本剰余金           

資本準備金  634,120   634,734   634,734   

資本剰余金合計   634,120 92.3  634,734 109.6  634,734 104.9 

３．利益剰余金           

その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  △790,316   △891,016   △884,857   

利益剰余金合計   △790,316 △115.0  △891,016 △153.8  △884,857 △146.2 

株主資本合計   632,825 92.1  533,352 92.1  539,512 89.2 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評
価差額金 

  21 0.0  △3,876 △0.7  △2,550 △0.4 

評価・換算差額等合
計 

  21 0.0  △3,876 △0.7  △2,550 △0.4 

純資産合計   632,846 92.1  529,476 91.4  536,962 88.8 

負債純資産合計   687,381 100.0  579,177 100.0  604,955 100.0 
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（2）四半期損益計算書 

  
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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 
（％） 金額（千円） 

百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   94,966 100.0  77,803 100.0  242,705 100.0 

Ⅱ 売上原価   38,375 40.4  32,131 41.3  88,162 36.3 

売上総利益   56,590 59.6  45,672 58.7  154,543 63.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   61,272 64.5  50,223 64.6  249,419 102.8 

営業損失   4,681 △4.9  4,550 △5.8  94,876 △39.1 

Ⅳ 営業外収益   307 0.3  128 0.1  1,208 0.5 

Ⅴ 営業外費用   524 0.6  57 0.1  796 0.3 

経常損失   4,898 △5.2  4,479 △5.8  94,463 △38.9 

Ⅵ 特別利益   － －  － －  55 0.0 

Ⅶ 特別損失  
  － －  574 0.7  1,559 0.6 

税引前第１四半期
（当期）純損失 

  4,898 △5.2  5,054 △6.5  95,967 △39.5 

法人税、住民税及
び事業税  950   1,105   4,422   

法人税等調整額  － 950 1.0 － 1,105 1.4 － 4,422 1.8 

第１四半期（当期）
純損失 

  5,848 △6.2  6,159 △7.9  100,389 △41.3 
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（3）四半期株主資本等変動計算書 

   前第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

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 

その他有価
証券評価差

額金 

純資産合
計 

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

当第１四半期会計期間中の変動額         

 第１四半期純損失 － － － △5,848 △5,848 △5,848 － △5,848 

 株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － － － △233 △233 

当第１四半期会計期間変動額合計（千円） － － － △5,848 △5,848 △5,848 △233 △6,082 

平成 18 年６月 30 日残高（千円） 789,020 634,120 634,120 △790,316 △790,316 632,825 21 632,846 

 

 

   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 
評価・換算 

差額等 

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 

その他有価
証券評価差

額金 

純資産合
計 

平成 19 年３月 31 日残高（千円） 789,634 634,734 634,734 △884,857 △884,857 539,512 △2,550 536,962 

当第１四半期会計期間中の変動額         

 第１四半期純損失 － － － △6,159 △6,159 △6,159 － △6,159 

 株主資本以外の項目の第１四半期
会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － － － △1,326 △1,326 

当第１四半期会計期間変動額合計（千円） － － － △6,159 △6,159 △6,159 △1,326 △7,485 

平成 19 年６月 30 日残高（千円） 789,634 634,734 634,734 △891,016 △891,016 533,352 △3,876 529,476 
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   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 
評価・換算 

差額等 

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 

その他有価
証券評価差

額金 

純資産合
計 

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

当期中の変動額         

 新株の発行 613 613 613 － － 1,227 － 1,227 

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

 株主資本以外の項目の当期中の変
動額（純額） 

－ － － － － － △2,805 △2,805 

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

平成 19 年３月 31 日残高（千円） 789,634 634,734 634,734 △884,857 △884,857 539,512 △2,550 536,962 
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（4）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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） 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）純損失  △4,898 △5,054 △95,967 

減価償却費  2,939 2,776 13,170 

賞与引当金の減少額  △4,589 △4,752 △106 

受注損失引当金の増加
額  － 150 900 

受取利息及び配当金  △92 △1 △264 

支払利息  81 57 292 

固定資産売却益  － － △55 

固定資産売却損  － － 323 

固定資産除却損  － 574 235 

投資有価証券売却益  － － △154 

投資有価証券評価損  － － 1,000 

売上債権の減少額 
（△増加額）  △25,094 △3,908 4,467 

たな卸資産の減少額 
（△増加額）  10,064 6,742 △11,320 

仕入債務の増加額 
（△減少額）  913 3,980 △2,760 

未払金の増加額  1,870 549 1,809 

未払費用の増加額  10,134 9,932 110 

未払消費税等の増加額 
（△減少額）  △1,521 708 △3,721 

前受金の増加額 
（△減少額）  △13 △23,789 23,356 

その他  33,775 △3,417 37,947 

小計  23,568 △15,450 △30,734 
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前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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） 金額（千円） 

利息及び配当金受取額  92 1 264 

利息支払額  △81 △57 △292 

法人税等の支払額  △2,217 △4,173 △2,259 

法人税等の還付額  － － 68 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  21,362 △19,681 △32,953 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー     

投資有価証券の取得に
よる支出  － － △9,945 

投資有価証券の償還に
よる収入  10,000 － 10,000 

投資有価証券の売却に
よる収入  － － 3,634 

有形固定資産の取得に
よる支出  △2,413 △325 △9,258 

有形固定資産の売却に
よる収入  － 2,111 1,110 

無形固定資産の取得に
よる支出  △786 △3,977 △5,392 

短期貸付金による支出  － △60,000 － 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  6,800 △62,192 △9,851 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー     

長期借入金の返済によ
る支出  △1,500 △1,500 △5,500 

株式の発行による収入  － － 1,166 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  △1,500 △1,500 △4,333 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額  26,663 △83,373 △47,138 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高  310,325 263,186 310,325 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 ※ 336,988 179,813 263,186 
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（5）注記事項等 

① 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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） 

 当社は、前事業年度において、継続企業

の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状

況の記載をいたしましたが、当第１四半期

会計期間においても営業損失4,681千円（前

第１四半期会計期間は22,998千円の損失）、

経常損失4,898千円（前第１四半期会計期間

は22,989千円の損失）、第１四半期純損失

5,848千円（前第１四半期会計期間は35,449

千円の損失）と継続的に重要な営業損失、

経常損失及び第１四半期純損失を計上して

おります。 

 当該状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を打破すべく、現在収

益構造の改革を実施中であり、その進捗状

況については、以下の通りとなっておりま

す。 

 受託開発事業では、前事業年度より開発

内容に関して発注元と協議を続けておりま

した新規顧客からの大口受託開発案件の売

上計上により、売上高が前年同期より大幅

に伸びております。現在、交渉継続中の別

の大口受注開発案件含めて、さらに積極的

に受注活動を進め、開発部門の生産性をさ

らに高めていく所存です。 

 パッケージソフトウェア事業では、ドキ

ュメント系ソフトに絞り込んでの販売活動

を展開するとともに、ＤＭや大規模な展示

会への参加等による積極的な見込み案件発

掘を行い、見込み案件は増えたものの成約

数が伸びず当初計画の70％弱の売上高しか

計上できませんでした。しかし、粗利率の

高い同事業は、当社の業績向上には欠かせ

ません。８月中に締結完了予定の株式会社

福西電機との販売代理店契約をはずみに、

今後も積極的な販売活動を展開してまいり

ます。 

 ネットワークソリューション事業では、

産業廃棄物処理業者と不動産開発業者をタ

ーゲットに、積極的に受注活動を展開し、

売上高が前年より大幅に伸びております。

今後も同事業の確立のため、積極的に販売

活動を行っていきます。 

 当社は、前事業年度において、継続企業

の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状

況の記載をいたしましたが、当第１四半期

会計期間においても営業損失4,550千円（前

第１四半期会計期間は4,681千円の損失）、

経常損失4,479千円（前第１四半期会計期間

は4,898千円の損失）、第１四半期純損失

6,159千円（前第１四半期会計期間は5,848

千円の損失）と継続的に重要な営業損失、

経常損失及び第１四半期純損失を計上して

おります。 

 当該状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を打破すべく、現在収

益構造の改革を実施中であり、その進捗状

況については、以下の通りとなっておりま

す。 

 受託開発事業においては、受注強化のた

めに、既存顧客からの継続受注の活動に加

え、長崎県庁の入札案件へのより積極的な

参加や大手販社と連携した提案型営業によ

る積極的な受注活動を行い、当初目論んで

いた既存顧客からの継続受注はできなかっ

たものの、一定の受注高獲得はできました。

パッケージソフトウェア事業の新製品開発

との兼ね合いはありますが、当面はこの受

注活動を継続して行っていきます。 

 パッケージソフトウェア事業において

は、当初の予定通り当第１四半期会計期間

中に新製品として、ドキュメント処理シス

テム「フォーム名人ＲｅＢｏ」「写楽々Ｒ

ｅＢｏ」、工事台帳管理システム「コロン

バス」を立て続けに市場投入し、既存顧客

をターゲットとした販促展開を実施いたし

ましたが、大手販社への新製品の普及活動

等の間接的な販促活動に注力しすぎ、既存

顧客への直接的な販促活動が鈍ったこと、

また、主要販社との販売後の保守対応に関

する調整に時間を要し、正式な発売通知が

遅れたことも重なり、充分な成果が得られ

ておりません。今後は、普及活動も一段落

つきましたので、直接的な販促活動を積極

的に行い、挽回していく所存です。 

 当社は、当期において営業損失94,876千

円（前期は59,974千円の損失）、経常損失

94,463千円（前期は30,008千円の損失）、

当期純損失100,389千円（前期は775,202千

円の損失）と継続的に重要な営業損失、経

常損失及び当期純損失を計上しておりま

す。 

 当該状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 このような状況を解消すべく以下の経営

計画を実行してまいります。 

１．受託開発事業の受注強化 

当社における同事業は、徐々にその需要

が増えており、近年では従来の主要取引先

である長崎県庁や株式会社コマーシャル・

アールイーに加え、他の顧客先からの新規

開発案件やパッケージソフトのカスタマイ

ズの受注案件も出てまいりました。 

しかしながら、同事業は四半期毎の売上

高の波が大きく、収益的に不安定な状況で

あります。今後は安定した売上高を計上で

きるよう既存取引先からの継続受注を獲得

できる体制作りに着手してまいります。 

２．パッケージソフトウェア事業の既存顧

客への組織的な販促活動の実施 

同事業の売上高は、当社の販売力不足に

加え、競合他社の増加などにより、年々減

少しておりますが、ここ近年の販売活動を

精査したところ、現在数万存在する既存顧

客に対してほとんど組織的な販促活動を実

施していない状況でありました。今後は、

この一部にターゲットを絞り、市場投入す

る新製品へのバージョンアップ推進を中心

とした組織的な販促活動を展開し、既存顧

客の囲い込みによる売上高の底上げを図っ

てまいります。 

３．ネットワークソリューション事業の継

続休止 

同事業は、当社の収益構造の改革のため、

ネットワークカメラを中心としたＡＯＳテ

クノロジーズ社製品の販売事業として、平

成17年４月より立ち上げ、以後積極的な受

注展開を実施してまいりました。 
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前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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） 

 また、６月より新規事業として、不動産

媒介事業を開始いたしました。売買価格等

の問題で当初計画しておりました予定案件

での売上高計上ができず、計画を大幅に下

回ったものの、10,000千円の売上高を計上

いたしました。予定案件の継続交渉分も含

め、今後も積極的に媒介案件の発掘を行っ

てまいります。 

 当第１四半期会計期間においては、全体

では、売上高が前年同期比71.3％増加する

など大幅な伸びを見せたものの、利益を計

上するには至っておりません。引き続き売

上高の増加を中心とした収益構造の改革を

推し進めて、一刻も早く当該事象を解消で

きるよう努めてまいります。 

 また、当社は、前事業年度に引き続き株

式会社コマーシャル・アールイーの連結グ

ループ会社として、同社から人材面、営業

面、財務面など広範囲に亘る支援を受けな

がら、自律的な業績回復を達成する所存で

す。 

 財務諸表は、継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響

を財務諸表には反映されておりません。 

 不動産媒介事業については、事業基盤を

強化するため、分譲用マンション用地の売

却ルートを確保するなどの仕組みづくりに

注力いたしました。当第１四半期会計期間

における媒介成立は、１案件のみでありま

したが、今後は、媒介物件の種類が増えま

したので、より積極的に媒介活動を実施し

てまいります。 

 当第１四半期会計期間においては、売上

高が前年同期比18.1％減で、6,159千円の損

失計上はしているものの、当初計画どおり

に進行しております。現段階では新組織体

制での運営状況を引き続き、監視していく

意向ですが、今後計画を大幅に乖離し、収

益改善できない場合は、さらなる経費削減

を実施してまいります。 

また、当社は、前事業年度に引き続き株

式会社コマーシャル・アールイーの連結グ

ループ会社として、同社から人材面、営業

面、財務面など広範囲に亘る支援を受けな

がら、自律的な業績回復を達成する所存で

す。 

四半期財務諸表は、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

の影響を四半期財務諸表には反映されてお

りません。 

 

しかし、１件毎の商談に費やす時間が長

いため、営業効率が悪く、また粗利率の低

さから現在の受注金額の規模では採算があ

わないため、中間期以降販売スタッフを粗

利率の高いパッケージソフトウェア事業の

販売活動の補強にあてておりましたが、今

後も継続して、過去に販売した顧客へのメ

ンテナンスを除き、同事業は休止いたしま

す。 

４．不動産媒介事業の強化 

当期より新規事業として、同事業を開始

いたしました。当社における同事業は事業

基盤がまだまだ弱いため、成約案件数は少

なかったものの、必要経費が少なく、粗利

が確保しやすいため、今後は外部有識者か

らの意見を取り入れながら、同事業の事業

基盤の強化に注力する所存です。 

５．組織体制の簡略化と経費節減策の実施 

当期において、売上高の大幅な増加によ

る早期の黒字化達成を目標におき、販売ス

タッフの増員や新たな販売拠点の開設など

既存事業の大掛かりなインフラ整備を行

い、積極的な受注活動を展開してまいりま

したが、売上高が伸びなかったため、収益

状況を大幅に悪化させる要因となりまし

た。 

このような現状を精査したところ、来期

以降の短期間で大幅な売上高の増加を見込

むのは難しいため、１月以降の新執行体制

において、人件費や拠点維持費等の経費の

一部削減やそれに伴う組織体制の簡略化な

ど、来期以降の収益改善に向けた経費削減

策を実施しております。来期以降も新組織

体制での運営状況を監視し、収益改善でき

ない場合はさらなる経費削減策を実施して

まいります。 

また、当社は、株式会社コマーシャル・

アールイーの連結グループ会社として、引

き続き人材面、営業面、財務面など広範囲

に亘る支援を受けながら、自律的な業績回

復を達成する所存であります。 

財務諸表は、継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響

を財務諸表には反映されておりません。 
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② 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 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 第１四半期決算末日の市場

価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部資本直入法

により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定） 

同  左 決算末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処理

し、売却原価は、移動平均

法により算定） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価法 同  左 同  左  

(2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

 原材料 原材料 原材料 

 最終仕入原価法による原価

法によっております。 

同  左 同  左 

仕掛品 仕掛品 仕掛品  

個別法による原価法によっ

ております。 

同  左 同  左 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備は除く）については定額

法によっております。 

なお、主な耐用年数について

は、以下のとおりであります。 

建物 ７～47年 

同  左 同  左 

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

 定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に、市

場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込み販売可能期

間（３年）に基づいておりま

す。 

同  左 同  左 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込み額を計上

しております。 

同  左 同  左 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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） 

 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てる

ため、将来の支払見込額のう

ち当第１四半期会計期間の負

担額を計上しております。 

同  左 従業員の賞与の支給に充てる

ため、将来の支払見込額のう

ち当事業年度の負担額を計上

しております。 

 ―――――― (3) 受注損失引当金 (3) 受注損失引当金 

  システム受託開発の損失発生

に備えるため、第１四半期末

における受注プロジェクトの

開発原価の発生見込額が受注

金額を超過する可能性が高い

プロジェクトのうち、当該超

過額を合理的に見積もること

が可能なものについて、損失

見込額を計上しております。 

システム受託開発の損失発生

に備えるため、期末における

受注プロジェクトの開発原価

の発生見込額が受注金額を超

過する可能性が高いプロジェ

クトのうち、当該超過額を合

理的に見積もることが可能な

ものについて、損失見込額を

計上しております。 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ４．その他第１四半期財務諸

表（財務諸表）作成のた

めの重要な事項 

税抜方式を採用しております。 同  左 同  左 
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③ 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 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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） 

 当第１四半期会計期間より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

632,846千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当第１四半期会計期間における第１四半期

貸借対照表の純資産の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成してお

ります。 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当期より「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号 平成17年12月９日）及び｢貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針｣（企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

536,962千円であります。 

 なお、当期における貸借対照表の純資産

の部については、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。 

―――――― ―――――― （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い） 

 当期より「繰延資産の会計処理に関する

当面の取扱い」（企業会計基準実務対応報

告第19号 平成18年８月11日）を適用して

おります。これによる損益に与える影響は

ありません。 

（会計処理方法の変更） 

 前期まで、不動産媒介による手数料収入

は、「営業外収益」に、これに対応する原

価は「営業外費用」に計上しておりました

が、当第１四半期会計期間より、不動産媒

介による手数料収入を「売上高」に、これ

に対応する原価を「売上原価」に計上する

方法に変更いたしました。 

この変更は、定款の目的のひとつである

不動産媒介業務による収益の重要性が増加

傾向にあるため、当第１四半期会計期間か

ら社内にＲＥ事業部を設置し、会社の営業

活動に基づく損益区分を明確に表示するた

めに変更したものであります。 

 この変更により、従来と同一の基準によ

った場合に比べ、売上高は10,000千円、売

上原価は533千円それぞれ増加し、売上総利

益は9,446千円多く、営業損失は9,446千円

少なく表示されております。なお、経常損

失及び税引前当期純損失への影響はありま

せん。 

―――――― （不動産媒介事業に係る収益及びこれに対

応する費用の計上方法の変更） 

 前期まで、不動産媒介による手数料収入

は、「営業外収益」に、これに対応する原

価は「営業外費用」に計上しておりました

が、当期より、不動産媒介による手数料収

入を「売上高」に、これに対応する原価を

「売上原価」に計上する方法に変更いたし

ました。 

この変更は、定款の目的のひとつである

不動産媒介業務による収益の重要性が増加

傾向にあるため、当期において社内にＲＥ

事業部を設置したことに伴い、会社の営業

活動に基づく損益区分をより明確に表示す

るために変更したものであります。 

 この変更により、従来と同一の基準によ

った場合に比べ、売上高は26,078千円、売

上原価は11,939千円それぞれ増加し、売上

総利益は14,138千円多く、営業損失は

14,138千円少なく表示されております。な

お、経常損失及び税引前当期純損失への影

響はありません。 

―――――― （減価償却方法の変更） 

 当第１四半期会計期間より、平成19年度

の法人税法の改正に伴い、平成19年４月１

日以降に取得した有形固定資産について

は、改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。これに伴う損益への影響は

軽微であります。 

―――――― 
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④ 注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

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） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

28,024千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

27,658千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

30,684千円であります。 

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供してる債務は次のとおりであ

ります。 

担保に供してる債務は次のとおりであ

ります。 

担保に供してる債務は次のとおりであ

ります。 
 

建物 63,138千円

土地 30,953千円

 計 94,091千円
  

 
建物 60,327千円

土地 30,953千円

 計 91,280千円
  

 
建物 61,003千円

土地 30,953千円

 計 91,956千円
  

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務 
 

１年以内返済予定長期借入金 5,500千円

長期借入金 14,500千円

計 20,000千円
  

 
１年以内返済予定長期借入金 6,500千円

長期借入金 8,000千円

計 14,500千円
  

 
１年以内返済予定長期借入金 6,500千円

長期借入金 9,500千円

計 16,000千円
  

―――――― ―――――― ※３．期末日満期手形 

  期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理して

おります。なお、当期末日が金融機関

の休日であったため、次の期末日満期

手形が期末残高に含まれております。 

 受取手形         156千円 

４．当社得意先のリース債務2,938千円に 

  対して債務保証を行っております。 

４．当社得意先のリース債務3,645千円に 

対して債務保証を行っております。 

４．当社得意先のリース債務3,876千円に対 

して債務保証を行っております。 

※５．消費税等の取扱い ※５．消費税等の取扱い ―――――― 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、未払消費税等として表示して

おります。 

同  左  

 
（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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） 

 減価償却実施額  減価償却実施額  減価償却実施額 
 

有形固定資産 1,866千円

無形固定資産 1,072千円
  

 
有形固定資産 1,489千円

無形固定資産 1,286千円
  

   
有形固定資産 8,851千円

無形固定資産 4,318千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

 前第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

  １．発行済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） 

当第１四半期会計期間 
増加株式数（株） 

当第１四半期会計期間 
減少株式数（株） 

当第１四半期会計期間 
末株式数（株） 

普通株式 41,459 － － 41,459 

合 計 41,459 － － 41,459 

 

  ２．新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

 

  ３．配当に関する事項 

       該当事項はありません。 

 

 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） 

  １．発行済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） 

当第１四半期会計期間 
増加株式数（株） 

当第１四半期会計期間 
減少株式数（株） 

当第１四半期会計期間 
末株式数（株） 

普通株式 41,489 － － 41,489 

合 計 41,489 － － 41,489 

 

  ２．新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

 

  ３．配当に関する事項 

       該当事項はありません。 
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 前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

  １．発行済株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 
（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株） 

普通株式 41,459 30 － 41,489 

合 計 41,459 30 － 41,489 

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

ります。 

 

  ２．新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

 

  ３．配当に関する事項 

       該当事項はありません。 

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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第１四半期会計期間末

残高と第１四半期貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の第１四半期会計期間末

残高と第１四半期貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 
（平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 336,988千円

現金及び現金同等物 336,988千円
  

 
（平成19年６月30日現在）

現金及び預金勘定 179,813千円

現金及び現金同等物 179,813千円
  

   
（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 263,186千円

現金及び現金同等物 263,186千円
 

 
 

（リース取引関係） 

 前第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

  リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。 

 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） 

  リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。 

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

リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。 
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（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間末（平成 18 年６月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 第１四半期貸借対照表
計上額（千円） 差額（千円） 

その他 3,480 3,516 36 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

 前第１四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

 第１四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 172,000 

 

当第１四半期会計期間末（平成 19 年６月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 第１四半期貸借対照表
計上額（千円） 差額（千円） 

株式 9,945 6,069 △3,876 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

 当第１四半期会計期間末 
（平成19年６月30日） 

 第１四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 171,000 

 

前事業年度末（平成 19 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度末（平成19年３月31日） 

 種類 

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
原価を超えないもの 株式 9,945 7,395 △2,550 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

 前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 171,000 
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（デリバティブ取引関係） 

 前第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

  当社は、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） 

  当社は、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。 

 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おりませんので、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

 前第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

  当第１四半期会計期間は付与していないため、該当事項はありません。 

 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） 

  当第１四半期会計期間は付与していないため、該当事項はありません。 

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

  当事業年度は付与していないため、該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

 前第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

  該当事項はありません。 

 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） 

  該当事項はありません。 

 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） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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株当たり純資産額 15,264.39円 

１株当たり第１四半期純損失 141.07円 
  

 
１株当たり純資産額 12,761.85円 

１株当たり第１四半期純損失 148.46円 
  

 
１株当たり純資産額 12,942.27円 

１株当たり当期純損失 2,420.29円 
  

なお、潜在株式調整後１株当たり第１四

半期純利益については、１株当たり第１四

半期純損失が計上されているため、記載し

ておりません。  

同 左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり当期純損失が

計上されているため、記載しておりません。 

 
（注） １株当たり第１四半期（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日） 

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）純損失（千円） 5,848 6,159 100,389 

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）純損失 

（千円） 
5,848 6,159 100,389 

期中平均株式数（株） 41,459 41,489 41,478 

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株
当たり第１四半期（当期）純損失の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類 

新株予約権の数 

1,800株 

新株予約権３種類 

新株予約権の数 

1,431株 

新株予約権３種類 

新株予約権の数 

1,431株 

 
 
（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 


