
(財)財務会計基準機構会員  

平成20年３月期　第１四半期財務・業績の概況
   平成　19年　8月　10日

上場会社名 ネクステック株式会社 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 3767 ＵＲＬ　http://www.nextechcorp.co.jp/

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）山田 太郎

問合せ先責任者　（役職名）取締役ＣＦＯ （氏名）斎藤 泰志 ＴＥＬ　（03）6717－6951

（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 483 139.1 △123 － △118 － △69 －

19年３月期第１四半期 202 292.9 △234 － △244 － △169 －

19年３月期 3,167 － 438 － 433 － 10 －

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

20年３月期第１四半期 △4,432 39 － －

19年３月期第１四半期 △11,119 07 － －

19年３月期 646 74 634 36

(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

20年３月期第１四半期 4,022 1,587 37.7 96,860 99

19年３月期第１四半期 3,119 1,526 44.3 89,050 49

19年３月期 4,060 1,823 38.4 99,926 37

(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

20年３月期第１四半期 △279 △5 446 410

19年３月期第１四半期 190 △188 △245 807

19年３月期 47 △882 200 424

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － － － － － 0 00

20年３月期 － － － － － － － －

20年３月期（予想） － － － － － － － － 0 00

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

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,300 △3.0 48 △59.5 50 △55.2 25  1,623 88

通期 3,500 10.5 536 22.3 550 27.0 291 2,806.6 18,673 25
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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 (社名　ネクステックウェイブ㈱) 除外 １社 (社名　㈱フォー・リンク・システムズ)

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、12ページ「四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

５．個別業績の概要（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 438 266.46 △47 － △50 － △24 －

19年３月期第１四半期 119 132.2 △204 － △215 － △151 －

19年３月期 2,598  435  431  32  

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年３月期第１四半期 △1,556 43

19年３月期第１四半期 △9,915 31

19年３月期 2,104 90

(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

20年３月期第１四半期 3,957 1,610 40.7 102,893 21

19年３月期第１四半期 2,893 1,427 49.3 91,978 61

19年３月期 3,591 1,610 44.8 103,108 98

６．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,200 9.5 134 8.8 130 8.1 82  5,268 88

通期 2,900 11.6 510 17.1 500 16.0 296 808.6 18,996 92

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

　なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照してください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

 当社を取り巻く事業環境は、当社の顧客である製造業において対処すべき課題が多様化していることから、当社の提供

するソリューションに対するニーズが高まっており、引き続き追い風の状況が続いています。こうした中、当第１四半

期においては、前期に受注した一部の案件において「進行基準(※)」という会計基準が適用されたことから、例年を上

回る売上水準となりました。この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高483百万円(前年同期比139.1％増)、経常利

益△118百万円(同-％増)、第１四半期純損失69百万円(同-％増)と、当初計画通り順調に推移いたしました。 

※ 進行基準：案件の進捗度に応じて売上を計上する会計基準であり、当社においては、「作業期間6ヶ月超かつ受注金額が5千万円以上で、収

益及び費用の見積りが可能な案件」を対象としています。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

 当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少82百万円、棚卸資産の増加74百万

円などにより、279百万円の資金の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却によ

る収入142百万円、無形固定資産の取得による支出140百万円などにより、5百万円の資金の支出となりました。財務活動

によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加370百万円などにより、446百万円の資金の獲得となりました。以上の

結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は410百万円となりました。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　当社の業績については、現段階で、ほぼ計画通りに推移しており、平成19年５月10日に発表いたしました中間期及び

通期業績予想数値について、変更はございません。

　当社グループにおいては、引き続き旺盛な需要が見込まれる中、５月21日に発表いたしました新中期経営計画に基づ

き、中長期的な成長に向け４つの主要事業戦略(「①データ運用マネジメントビジネスの開始」「②ターンアラウンド

(事業再生)ビジネスの開始」「③ソフトマネジメントサービスの提供」「④海外展開」)に取り組んでおります。計画初

年度である当期は、各戦略の立ち上げに注力すると共に、次なる成長に向けた強固な基盤づくりを進めてまいります。

 

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）

 特定子会社でありました㈱フォー・リンク・システムズの株式を平成19年４月12日に一部売却し、当社の持分法適用会

社としております。また、ネクステックウェイブ㈱を、当社51.0％出資により平成19年４月２日に新規に設立し、連結

子会社としております。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第１四半期連結会計期間末

（平成18年６月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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   809,657   410,798   425,895  

２．売掛金  180,637  1,262,919  1,316,367  

３．たな卸資産  133,301  120,967  47,595  

４．未収入金
※
2,3

174,400  －  －  

５．繰延税金資産  ※２ 256,681  －  －  

６．その他  36,104  131,964  101,181  

貸倒引当金  △8,570  －  △21,630  

流動資産合計   1,582,212 50.7  1,926,650 47.9  1,869,410 46.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  108,826 3.5  118,591 3.0 144,280 3.6

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  282,570  150,927  276,411  

(2）ソフトウェア
仮勘定

 432,861  328,833  348,710  

(3）のれん  242,350  455,136  681,913  

(4）その他  3,710  3,230  24,116  

 無形固定資産合計  961,493 30.8 938,127 23.3 1,331,151 32.8

３．投資その他の資産        

(1）関係会社株式  －  277,982  －  

(2）繰延税金資産  278,285  544,854  527,474  

(2）その他  244,511  216,717  193,361  

貸倒引当金  △55,542  －  △4,869  

投資その他の
資産合計

 467,254 15.0 1,039,554 25.8 715,966 17.6

固定資産合計  1,537,574 49.3 2,096,273 52.1 2,191,399 54.0

資産合計  3,119,786 100.0  4,022,923 100.0 4,060,809 100.0
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前第１四半期連結会計期間末

（平成18年６月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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  216,875  156,752  186,319  

２．短期借入金  500,000  1,000,000  1,025,000  

３．１年内返済予定
長期借入金

 224,092  320,000  244,092  

４．その他  135,258  301,213  370,375  

流動負債合計  1,076,226 34.5 1,777,965 44.2 1,825,788 45.0

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金  471,769  622,000  373,700  

２．負ののれん  44,891  －  37,818  

３．その他  －  35,454  －  

固定負債合計  516,660 16.6 657,454 16.3 411,518 10.1

負債合計   1,592,886 51.1  2,435,420 60.5  2,237,306 55.1

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   401,780 12.9  402,870 10.0  402,790 9.9

２．資本剰余金   843,986 27.0  845,076 21.0  844,996 20.8

３．利益剰余金  139,315 4.5 250,071 6.2 319,012 7.9

４．自己株式  △3,064 △0.1 △5,819 △0.1 △5,763 △0.2

株主資本合計   1,382,016 44.3  1,492,197 37.1  1,561,034 38.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

 － － 24,168 0.6 － －

２．為替換算調整勘定  － － 966 0.0 － －

評価・換算差額等合計   － －  25,135 0.6  － －

Ⅲ　少数株主持分   144,883 4.6  70,170 1.8  262,467 6.5

純資産合計   1,526,899 48.9  1,587,503 39.5  1,823,502 44.9

負債・純資産合計   3,119,786 100.0  4,022,923 100.0  4,060,809 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

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

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

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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   202,322 100.0  483,769 100.0  3,167,872 100.0

Ⅱ　売上原価   154,682 76.4  306,619 63.4  1,663,710 52.5

売上総利益   47,639 23.6  177,150 36.6  1,504,162 47.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  282,015 139.4  300,498 62.1  1,065,566 33.6

営業利益又は損失
(△)

  △234,376 △115.8  △123,347 △25.5  438,595 13.9

Ⅳ　営業外収益           

１．印税収入  －   －   2,797   

２．負ののれん償却  2,381   2,363   9,454   

３．為替差益  －   2,168   －   

４．持分法による投資利
益

 －   5,589   －   

５．国税等還付加算金  446   －   －   

６．その他  1,132 3,959 1.9 607 10,729 2.2 2,256 14,508 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  3,538   6,311   16,663   

２．為替差損  8,869   －   －   

３．支払手数料  1,755   －   －   

４．その他  269 14,433 7.1 52 6,363 1.3 3,209 19,873 0.6

経常利益又は経常
損失(△)

  △244,849 △121.0  △118,981 △24.6  433,231 13.7

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  5,920   －   9,533   

２．関係会社株式売却益  －   9,380   －   

３．その他  － 5,920 3.0 － 9,380 1.9 810 10,343 0.3

Ⅶ　特別損失           

１．ソフトウェア仮勘定
評価損

 －   －   321,318   

２．その他  102 102 0.1 － － － 10,000 331,318 10.5

税金等調整前第１
四半期(当期)純利
益又は純損失(△)

  △239,032 △118.1  △109,601 △22.7  112,255 3.5

法人税、住民税
及び事業税

 330   437   1,620   

法人税等調整額  △64,270 △63,939 △31.6 △13,967 △13,529 △2.8 66,488 68,109 2.1

少数株主利益又は少
数株主損失(△)

  5,438 2.7  △26,784 △5.6  34,104 1.1

第１四半期(当期)
純利益又は純損失
(△)

  △169,654 △83.8  △69,287 △14.3  10,042 0.3
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計

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３月31日　残高

（千円）
399,480 447,580 308,619 － 1,155,679 150,321 1,306,000

第１四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 2,300 2,300 － － 4,600 － 4,600

当期純利益 － － △169,654 － △169,654 － △169,654

自己株式の取得 － － － △3,064 △3,064 － △3,064

株式交換 － 394,106 － － 394,106 － 394,106

連結子会社の合併による増加 － － 350 － 350 － 350

株主資本以外の項目の第１四半

期連結会計期間中の変動額(純

額)

－ － － － － △5,438 △5,438

第１四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
2,300 396,406 △169,304 △3,064 226,337 △5,438 220,898

平成18年６月30日 残高(千円) 401,780 843,986 139,315 △3,064 1,382,016 144,883 1,526,899

当第１四半期連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
402,790 844,996 319,012 △5,763 1,561,034

第１四半期連結会計期間中の変

動額

新株の発行 80 80 － － 160

当期純利益 － － △68,940 － △68,940

自己株式の取得 － － － △56 △56

株主資本以外の項目の第１四

半期連結会計期間中の変動額

(純額)

－ － － － －

第１四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円）
80 80 △68,940 △56 △68,837

平成19年６月30日 残高(千円) 402,870 845,076 250,071 △5,819 1,492,197

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
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

平成19年３月31日　残高

（千円）
－ － － 262,467 1,823,502

第１四半期連結会計期間中の変

動額

新株の発行 － － － － 160

当期純利益 － － － － △68,940

自己株式の取得 － － － － △56

株主資本以外の項目の第１四

半期連結会計期間中の変動額

(純額)

24,168 966 25,135 △192,297 △167,162

第１四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円）
24,168 966 25,135 △192,297 △235,999

平成19年６月30日 残高(千円) 24,168 966 25,135 70,170 1,587,503
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前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計

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３月31日　残高

（千円）
399,480 447,580 308,619 － 1,155,679 150,321 1,306,000

第１四半期連結会計期間中の変

動額

新株の発行 3,310 3,310 － － 6,620 － 6,620

当期純利益 － － 10,042 － 10,042 － 10,042

自己株式の取得 － － － △5,763 △5,763 － △5,763

株式交換 － 394,106 － － 394,106 － 394,106

連結子会社の合併による

増加
－ － 350 － 350 － 350

株主資本以外の項目の第１四

半期連結会計期間中の変動額

(純額)

－ － － － － 112,146 112,146

第１四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円）
3,310 397,416 10,393 △5,763 405,355 112,146 517,501

平成19年３月31日 残高(千円) 402,790 844,996 319,012 △5,763 1,561,034 262,467 1,823,502
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結

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
    

税金等調整前第１四半

期(当期)純利益又は純

損失(△)

 △239,032 △109,601 112,255

減価償却費  36,729 33,609 174,734

のれん償却額  4,847 8,411 19,388

負ののれん償却額  △2,381 △2,363 △9,454

持分法投資損益  － △5,589 －

関係会社株式売却益  － △9,380 －

貸倒引当金  △5,920 － △9,533

受取利息及び

受取配当金
 － － △359

 為替差益  － － －

支払利息  3,538 6,311 16,663

ソフトウェア仮勘定評

価損
 － － 321,318

売上債権の減少額

（△増加額）
 553,829 65,992 △455,142

たな卸資産の減少額

（△増加額）
 △113,318 △74,905 △37,612

未収入金の増加額  7,526 34,767 △29,943

未収消費税等の増加額  － － 17,890

未払消費税等の減少額  － △18,342 10,016

仕入債務の増加額

（△減少額）
 21,985 △82,985 △32,492

未払金の増加額  16,298 △51,524 8,981

その他  △9,336 △65,899 36,174

小計  274,766 △271,499 142,885

利息及び配当金の

受取額
 － － 359

利息の支払額  △3,585 △6,690 △15,108

法人税等の支払額  △80,792 △1,797 △80,383

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 190,387 △279,988 47,753
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前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の要約連結

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）

Ⅱ　投資活動によるキャッ

シュ・フロー
    

有形固定資産の取得に

よる支出
 △2,646 △3,800 △72,311

無形固定資産の取得に

よる支出
 △155,836 △140,376 △448,858

投資有価証券の取得に

よる支出
 － △3,488 －

投資有価証券の売却に

よる収入 
 － 142,735 －

株式交換による子会社

資金の受入額
 5,462 － 5,462

連結の範囲の変更を

伴う子会社株式の取得

による支出

  △6,036 △326,397

敷金・保証金の支出  △36,283 － △40,288

その他  617 5,589 △315

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △188,687 △5,377 △882,707

     

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  500,000 － 525,000

短期借入金の返済によ

る支出
 △579,690 － △79,690

長期借入れによる収入   370,000 100,000

長期借入金の返済によ

る支出
 △166,932 － △345,001

株式の発行による収入  4,330 76,731 5,831

自己株式の取得による

支出
 △3,064 △56 △5,763

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
 △245,355 446,675 200,377

Ⅳ　現金及び現金同等物に

係る換算差額
 △563 3,902 7,596

Ⅴ　現金及び現金同等物の

増加額（△減少額）
 △244,218 161,309 △626,981

Ⅵ　連結除外に伴う現金及び現

金同等物の減少額
 － △179,107 －

Ⅶ　現金及び現金同等物の

期首残高
 1,051,676 424,695 1,051,676

Ⅷ　現金及び現金同等物の

第１四半期末(期末)残高
 ※1 807,457 410,798 424,695
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

　㈱フォー・リンク・システムズ

※当第１四半期連結会計期間中に株

式交換により完全子会社といたしま

したポータル㈱につきましては、平

成18年６月30日付で当社を存続会社

とする吸収合併を行ったことにより

連結の範囲から除外しております。

なお、合併までの期間の損益及び

キャッシュ・フローは四半期連結損

益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書に含まれており

ます。

(1)連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

  ネクステックウェイブ㈱

  Goldsworth Assets Ltd.

  金河科技有限公司

　北京兆維億方科技発展有限公司

※ネクステックウェイブ㈱について

は当第１四半期連結会計期間中に新

たに設立したため、連結の範囲に含

めております。

※㈱フォー・リンク・システムズに

ついては当第１四半期連結会計期間

に株式を売却したことにより、連結

の範囲から除外しております。

(1)連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

　㈱フォー・リンク・システムズ

  Goldsworth Assets Ltd.

  金河科技有限公司

　北京兆維億方科技発展有限公司

※Goldsworth Assets Ltd.について

は平成19年3月19日に株式取得及び第

三者割当増資引受により当社の連結

子会社であるネクステックシステム

ズ㈱の子会社となったため、同社及

び同社の子会社である金河科技有限

公司及び北京兆維億方科技発展有限

公司を当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。

 (2)非連結子会社の名称等

─────────

(2)非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

　北京力思泰信息技術有限公司

(連結の範囲から除いた理由)

 非連結子会社は、総資産、売上高、

当第１四半期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合う

額)等は、いずれも四半期連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

(2)非連結子会社の名称等

─────────

２．持分法の適用に関する事

項

非連結子会社及び関連会社がないた

め、該当事項はありません。

(1)持分法適用の関連会社の数 １社

会社の名称

　㈱フォー・リンク・システムズ

※㈱フォー・リンク・システムズ

については、当第１四半期連結会計

期間に株式を売却したことから、連

結の範囲から除外し、持分法適用の

関連会社に含めております。

非連結子会社及び関連会社がないた

め、該当事項はありません。

  (2)持分法を適用していない非連結子

会社(北京力思泰信息技術有限公司)

は、当第１四半期純損益(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

ても四半期連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、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。 
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

連結子会社の四半期の末日は、四半

期連結決算日と一致しております。

四半期の末日が四半期連結決算日と

異なる連結子会社は次の通りです。

 Goldsworth Assets Ltd.  4/30

 金河科技有限公司　　　 12/31

 北京兆維億方科技発展有限公司

　　　　　　　　　　　　 3/31

※Goldsworth Assets Ltd.について

は同社の第１四半期連結会計期間に

係る財務諸表を使用し、四半期連結

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。

※金河科技有限公司及び北京兆維億

方科技発展有限公司については、平

成19年4月30日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用し、四半期

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。

決算日が連結決算日と異なる連結子

会社は次の通りです。

 Goldsworth Assets Ltd.  1/31

 金河科技有限公司　　　　9/30

北京兆維億方科技発展有限公司

　　　　　　　　　　　　12/31

※Goldsworth Assets Ltd.について

は同社の事業年度に係る財務諸表を

使用し、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。

※金河科技有限公司及び北京兆維億

方科技発展有限公司については、平

成19年1月31日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用し、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。

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

イ 有価証券

(イ)その他有価証券

時価のあるもの

────────

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ 有価証券

(イ)その他有価証券

時価のあるもの

第１四半期連結決算日の市場価等に

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)を採用して

おります。

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ 有価証券

(イ)その他有価証券

時価のあるもの

────────

 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し

ております。

時価のないもの

　　　　　　同左

時価のないもの

　　　　　　同左

 ロ　たな卸資産

(1) 商品

総平均法による原価法を採用してお

ります。

(2) 仕掛品

個別法による原価法を採用しており

ます。

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

ロ　たな卸資産

(1) 商品

　　　　　　同左

(2) 仕掛品

　　　　　　同左

(3) 貯蔵品

　　　　　　同左

ロ　たな卸資産

(1) 商品

　　　　　　同左

(2) 仕掛品

　　　　　　同左

(3) 貯蔵品

　　　　　　同左

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ 有形固定資産

定率法によっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ 有形固定資産

定率法によっております。ただし

在外子会社については定額法に

よっております。なお、主な耐用

年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　８～18年

器具及び備品　　４～15年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ 有形固定資産

　　　　　　同左
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ロ 無形固定資産

定額法によっております。なお、

市場販売目的のソフトウェアにつ

いては、見込有効期間(３年)にお

ける見込販売収益に基づく償却額

と販売可能な残存有効期間に基づ

く均等配分額を比較しいずれか大

きい金額を計上しております。自

社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっております。

ロ 無形固定資産

　　　　　　同左

ロ 無形固定資産

定額法によっております。なお、

市場販売目的のソフトウェア及び

コンテンツについては、見込有効

期間(３年)における見込販売収益

に基づく償却額と販売可能な残存

有効期間に基づく均等配分額を比

較しいずれか大きい金額を計上し

ております。自社利用のソフト

ウェアについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定額

法によっております。

 ハ　長期前払費用

当社は均等償却によっております。

ハ 長期前払費用

　　　　　　同左

ハ 長期前払費用

　　　　　　同左

 (3）重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

─────────

(3）重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

 (4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

─────────

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、四半期連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外

子会社の資産及び負債は、四半期

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為

替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めて計上しております。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、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

ております。

 (5）重要な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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 (6）収益及び費用の計上基準

 当社の収益及び費用の計上は、原

則として検収基準によっておりま

す。ただし、作業期間が６ヶ月超、

かつ、受注金額が５千万円以上で、

収益及び費用の見積りが可能なプ

ロジェクトについては、進行基準

を採用しております。

(6）収益及び費用の計上基準

同左

(6）収益及び費用の計上基準

同左

 (7）その他四半期連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております

(7）その他四半期連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

同左

(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

同左

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（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、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的な投資であ

ります。

同左 同左
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四半期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

前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日)

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前連結会計年度

（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基

準)

「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)を当第1四半

期連結会計期間から適用しております。これに

よる損益に与える影響はありません。これまで

の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,382,016千円であります。

───────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準)

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

５号 平成17年12月９日)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12

月９日)を適用しております。これまでの「資

本の部」の合計に相当する金額は1,561,034千

円であります。

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表

の純資産の部については、連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。

企業結合に係る会計基準)

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に

係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月

31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企

業会計基準第７号平成17年12月27日)並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10

号 平成17年12月27日)を適用しております。

───────── (企業結合に係る会計基準)

当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基

準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び

「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基

準第７号平成17年12月27日)並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成18年

12月27日)を適用しております。

これに伴い、貸借対照表上、前連結会計年度に

おいて無形固定資産として区分掲記していた

「連結調整勘定」については、「のれん」とし、

連結キャッシュ・フロー計算書上、前連結会計

年度において区分表示していた「連結勘定償却

額」については、「のれん償却額」として表示

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)

当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」(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

に伴い、前連結会計年度において営業外費用の

内訳として表示しております「新株発行費」に

ついては「株式交付費」(当連結会計年度は788

千円)とし、営業外費用の総額の100分の10以下

となったため、営業外費用の「その他」に含め

て表示することにいたしました。

───────── ───────── (ストック・オプション等に関する会計基準)

当連結会計年度より、「ストック・オプション

等に関する会計基準」(企業会計基準第８号 平

成17年12月27日)及びストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第11号 最終改正平成18年５月31日)を

適用しております。これによる損益に与える影

響はありません。
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前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日)

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

───────── (減価償却方法の変更）

　当第１四半期連結会計期間から、法人税法の

改正（所得税法等の一部を改正する法律　平成

19年3月30日　法律第6号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令　平成19年３月30日政

令第83号)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

法に基づく処理に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。 

 ─────────
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表示方法の変更

前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

(四半期連結貸借対照表)

１.前第１四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「未払

金」(当第１四半期連結会計期間末残高76,030千円)は、負債及び純資

産合計額の100分の５以下となったため、流動資産の「その他」に含め

て表示することにいたしました。

２．前第１四半期連結会計期間において区分掲記しておりました、「敷

金保証金」(当第1四半期連結会計期間末残高146,505千円)は、資産の

総額の100分の5以下となったため投資その他の資産の「その他」に含

めて表示することにいたしました。

３．前第１四半期連結会計期間末において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「繰延税金資産」は、当第１四半期

連結会計期間末において資産の総額の100分の５を超えることとなった

ため区分掲記いたしました。なお、前第１四半期連結会計期間末の投

資その他の資産に含まれる「繰延税金資産」は980千円であります。

(四半期連結貸借対照表)

１.前第１四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「未収

入金」(当第１四半期連結会計期間末残高28,740千円)は、資産の総額

の100分の５以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示す

ることにいたしました。

２．前第１四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「負

ののれん」(当第１四半期連結会計期間末残高35,454千円)は、資産の

総額の100分の１以下となったため、固定負債の「その他」に含めて表

示することにいたしました。

(四半期連結損益計算書)

前第１四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「印税収

入」(当第１四半期連結会計期間は11千円)は、営業外収益の総額の100

分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示する

ことにいたしました。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書) 

前第１四半期連結会計期間において区分掲記しておりました営業活動

によるキャッシュ・フローの「未払消費税等の減少額」は、金額的重

要性が乏しくなったため、「その他」に含めて表示することにいたし

ました。なお、当第１四半期連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「未払消費税等の減少額」は△3,129千円であります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書) 

前第１四半期連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めて表示しておりました「未払消費税等の減少額」

は、金額的重要性が増したため、区分掲記することにいたしました。

なお、前第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含まれる「未払い消費税等の減少額」は△3,129千円で

あります。
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※1.有形固定資産の減価償却累計額

40,762千円

※1.有形固定資産の減価償却累計額

73,847千円

※1.有形固定資産の減価償却累計額

65,191千円

※２.消費税等の取り扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、

金額的重要性が乏しいため、未収入金に含めて

表示しております。

※２.消費税等の取り扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、

金額的重要性に乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※２.　　　　─────────

※３.ファクタリング方式により譲渡した売上

債権の未収額139,387千円が含まれております。

※３.　　　　───────── ※３.　　　　───────── 

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当連結会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座借越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 2,000,000千円

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当連結会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 1,500,000千円

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 1,500,000千円

（四半期連結損益計算書関係）

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

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次の通りであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次の通りであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次の通りであります。

給与手当 89,560千円 給与手当 89,776千円 給与手当 309,697千円

役員報酬 109,509千円

賃借料 113,900千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

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

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 
前連結会計年度末株式数

(株)

当第１四半期連結会計期

間増加株式数(株)

当第１四半期連結会計期

間減少株式数(株)

当第１四半期連結会計期

間末株式数(株)

 発行済株式     

 普通株式(注１) 14,948.00 576.86 － 15,524.86

合計 14,948.00 576.86 － 15,524.86

 自己株式     

 普通株式(注２) － 5.39 － 5.39

合計 － 5.39 － 5.39

  (注)１．普通株式の発行済株式総数の増加576.86株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加244株、ポー

タル㈱との株式交換(ポータル㈱との普通株式１株に対して当社の普通株式0.013㈱を割当)による増加332.86株で

あります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。

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

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 
前連結会計年度末株式数

(株)

当第１四半期連結会計期

間増加株式数(株)

当第１四半期連結会計期

間減少株式数(株)

当第１四半期連結会計期

間末株式数(株)

 発行済株式     

 普通株式(注１) 15,632.86 36.00 － 15,668.86

合計 15,632.86 36.00 － 15,668.86

 自己株式     

 普通株式(注２) 11.01 3.80 － 14.81

合計 11.01 3.80 － 14.81

  (注)１．普通株式の発行済株式総数の増加36.00株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 
前連結会計年度末株式数

(株)

当第１四半期連結会計期

間増加株式数(株)

当第１四半期連結会計期

間減少株式数(株)

当第１四半期連結会計期

間末株式数(株)

 発行済株式     

 普通株式(注１) 14,948.00 684.86 － 15,632.86

合計 14,948.00 684.86 － 15,632.86

 自己株式     

 普通株式(注２) － 11.01 － 11.01

合計 － 11.01 － 11.01

  (注)１．普通株式の発行済株式総数の増加684.86株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加352株、ポー

タル㈱との株式交換(ポータル㈱との普通株式１株に対して当社の普通株式0.013㈱を割当)による増加332.86株で

あります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の第１四半期連結会

計期間末残高と四半期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6月30日現在)

現金及び預金勘定 809,657千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金

2,200千円

現金及び現金同等物 807,457千円

※１．現金及び現金同等物の第１四半期連結会

計期間末残高と四半期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6月30日現在)

現金及び預金勘定 410,798千円

現金及び現金同等物 410,798千円

※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３月31日現在)

現金及び預金勘定 425,895千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金

1,200千円

現金及び現金同等物 424,695千円

（リース取引関係）

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

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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、減損損失累計額相当額及

び四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 22,859 5,329 17,530

車両 4,067 451 3,615

ソフトウェア 41,613 34,785 6,827

合計 68,540 40,567 27,973

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 44,345 13,138 31,206

ソフトウェア 7,999 2,932 5,066

合計 52,344 16,071 36,273

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具及び備品 44,345 11,029 33,316

車両 4,067 1,468 2,598

ソフトウェア 45,169 39,702 5,466

合計 93,581 52,200 41,381

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,502千円

１年超 19,534千円

合計 29,036千円

１年内 9,903千円

１年超 27,684千円

合計 37,588千円

１年内 11,173千円

１年超 31,435千円

合計 42,609千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 4,086千円

減価償却費相当額 3,516千円

支払利息相当額 582千円

支払リース料 2,755千円

減価償却費相当額 2,509千円

支払利息相当額 332千円

支払リース料 15,743千円

減価償却費相当額 10,509千円

支払利息相当額 1,664千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

　　　　　　　　　同左

（減損損失について）

　　　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

前第１四半期連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 32,750

当第１四半期連結会計期間末（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）
四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

  株　　式 31,250 72,000 40,750

合計 31,250 72,000 40,750

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 1,500

                 合計 1,500

子会社株式及び関連会社株式  

非上場関連会社株式 270,000

合計 270,000

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 非上場株式 32,750

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）、前第１四半期連結会計期間（自 平成

18年４月１日 至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）において、

当社グループ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。
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（ストック・オプション等関係）

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

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

 　該当事項はありません。

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 　該当事項はありません。

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

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

 　該当事項はありません。

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

 　該当事項はありません。

２．当連結会計年度に付与したストック・オプションの内容

 
㈱フォー・リンク・システムズ

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・システムズ

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社
子会社㈱フォー・リンク・システムズの

取締役 1名、同社従業員 4名

 株式の種類別のストック・オプショ

ンの付与数
普通株式　365株 普通株式　200株

 付与日 平成18年７月31日 平成18年７月31日

 権利確定条件
 付与日(平成18年７月31日)以降、権利確定日(平成20

年６月17日)まで継続して業務提携先であること。

 付与日(平成18年７月31日)以降、権利確定日(平成20

年６月17日)まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間 － 定めはありません。

 権利行使期間  権利確定後８年以内  権利確定後８年以内

 権利行使価格（円） 120,000 120,000

 付与日における公正な評価単価

（円）
－ －
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（企業結合会計）

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

（パーチェス法適用関係）

１　企業結合の概要

   被取得企業の名称　　　　　　ポータル㈱

   被取得企業の事業の内容　　　製造業向けデータコンサルティング

   企業結合を行った主な理由　　データクレンジング分野の強化のため

   企業結合日　　　　　　　　　平成18年４月７日（株式交換）、平成18年6月30日（合併）

   企業結合の法的形式　　　　　株式交換による完全子会社化及び当社との吸収合併

   結合後企業の名称　　　　　　ネクステック㈱（存続会社）

   取得した議決権比率　　　　　100％（株式交換時）

２　四半期連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　自　平成18年４月１日　至　平成18年６月29日

３　取得企業の取得原価及びその内訳

　(1) 被取得企業の取得原価　395,606千円

　(2) 取得原価の内訳　株式取得費用　394,106千円

　　　　　　　　　　　株式取得に直接要した支出額（デューデリジェンス費用）1,500千円

４　交付株式の内訳

　(1) 交換比率　普通株式　ネクステック㈱　1：ポータル㈱　0.013

　(2) 算定方法　中央青山PwCコンサルティング㈱に株式交換比率の算定を依頼し、同社から提出された参考資料

に基づきポータル㈱と協議の上、算定

　(3) 交付株式数及びその評価額　332.86株　394,106千円

５　発生した負ののれんの金額等

　(1) 負ののれんの金額　47,623千円

　(2) 発生原因　ポータル㈱の今後の事業展開によって期待される将来の収益力から、同社より引き継ぐ繰越欠

損金から生ずる税効果を控除したことにより発生

　(3) 償却方法及び償却期間　　負ののれんの償却については、5年間で均等償却いたします。

６　企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

　　(平成18年６月30日現在)

　　流動資産　　　　　102,033千円

　　固定資産　　　　　　1,718千円

　　資産計　　　　　　103,752千円

　　流動負債　　　　　102,215千円

　　負債計　　　　　　102,215千円

７　取得原価の配分

繰延税金資産等の項目において、四半期連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的な情報等に基づき

暫定的な会計処理を行っているため、取得原価の配分は完了しておりません。
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当第１四半期連結会計期間（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。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

（パーチェス法適用関係）

１　企業結合の概要

   被取得企業の名称　　　　　　ポータル㈱

   被取得企業の事業の内容　　　製造業向けデータコンサルティング

   企業結合を行った主な理由　　データクレンジング分野の強化のため

   企業結合日　　　　　　　　　平成18年４月６日（株式交換）、平成18年6月30日（合併）

   企業結合の法的形式　　　　　株式交換による完全子会社化及び当社との吸収合併

   結合後企業の名称　　　　　　ネクステック㈱（存続会社）

   取得した議決権比率　　　　　100％（株式交換時）

２　連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　自　平成18年４月１日　至　平成18年６月29日

３　取得企業の取得原価及びその内訳

　(1) 被取得企業の取得原価　395,606千円

　(2) 取得原価の内訳　株式取得費用　394,106千円

　　　　　　　　　　　株式取得に直接要した支出額（デューデリジェンス費用）1,500千円

４　交付株式の内訳

　(1) 交換比率　普通株式　ネクステック㈱　1：ポータル㈱　0.013

　(2) 算定方法　中央青山PwCコンサルティング㈱に株式交換比率の算定を依頼し、同社から提出された参考資料

に基づきポータル㈱と協議の上、算定

　(3) 交付株式数及びその評価額　332.86株　394,106千円

５　発生した負ののれんの金額等

　(1) 負ののれんの金額　47,272千円

　(2) 発生原因　ポータル㈱の今後の事業展開によって期待される将来の収益力から、同社より引き継ぐ繰越欠

損金から生ずる税効果を控除したことにより発生

　(3) 償却方法及び償却期間　　負ののれんの償却については、5年間で均等償却いたします。

６　企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

　　(平成18年６月30日現在)

　　流動資産　　　　　102,033千円

　　固定資産　　　　　　1,718千円

　　資産計　　　　　　103,752千円

　　流動負債　　　　　102,215千円

　　負債計　　　　　　102,215千円

７　取得原価の配分

繰延税金資産等の項目において、連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的

な会計処理を行っているため、取得原価の配分は完了しておりません。
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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）、前第１四半期連結会計期間（自 平成

18年４月１日 至 平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）において、

当社グループは製造業特化型ソリューションサービスベンダーとして、同一セグメントに属するグランドデザイン、

データマネジメント、情報(IT)システム構築(開発・導入・運用)等のプロフェッショナルサービスを行っており、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

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

　当社グループには本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はあ

りません。

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

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも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。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも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】

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

　　　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

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

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前連結会計年度

（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 89,050円49銭

１株当たり四半期純損失金

額
11,119円07銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、潜在株式は存在するものの

1株当たり四半期純損失であるため記載してお

りません。

１株当たり純資産額 96,860円99銭

１株当たり四半期純損失金

額
4,432円39銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、潜在株式は存在するものの

１株当たり四半期純損失であるため記載してお

りません。

１株当たり純資産額 99,926円37銭

１株当たり当期純利益

金額
646円74銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
634円36銭

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日)

当第１四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

１株当たり第１四半期(当期)純利益金額

又は純損失金額（△）
   

第１四半期(当期)純利益又は純損失

(△)（千円）
△169,654 △69,287 10,042

普通株主に帰属しない金額（千円) － － －

（うち利益処分による役員賞与金) (－) (－) (－)

普通株式に係る第１四半期(当期)純利

益又は純損失(△)（千円）
△169,654 △69,287 10,042

期中平均株式数（株） 15,258 15,644 15,535

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期

(当期)純利益金額
   

第１四半期(当期)純利益調整額

（千円）
－ － －

（うち支払利息(税額相当額控除後)) (－) (－) (－)

普通株式増加数（株） － － 303

（うち新株予約権） (－) (－) (303)

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)純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

──────── ──────── ストック・オプション　6種類

新株予約権の数　　1,841個

(普通株式　　　 　1,841株)
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（重要な後発事象）

前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(ストック・オプションの付与)

(1)当社の連結子会社である㈱フォー・リ

ンク・システムズは、平成18年６月16日開

催の第7回株主総会及び平成18年７月21日

開催の同社取締役会に基づき、当社に対し

て平成18年７月31日付で会社法第236条及

び第238条並びに第239条の規定に基づき新

株予約権(ストック・オプション)を付与し

ております。概要は以下の通りです。

①新株予約権の発行数　365個

(新株予約権1個につき当社普通株式１株)

②新株予約権の発行価格　無償

③目的となる株式の種類及び数

同社普通株式365株

④権利行使時の１株当たりの払込金額

新株予約権１個当たり120,000円

(１株当たり120,000円)

⑤付与対象者　当社

⑥新株予約権の権利行使期間

平成20年６月17日から平成28年６月16日

 

(2)　当社の連結子会社である㈱フォー・

リンク・システムズは、平成18年６月16日

開催の第７回株主総会及び平成18年７月21

日開催の同社取締役会の決議に基づき、同

社の取締役及び従業員に対して平成18年７

月31日付で会社法第236条及び第238条並び

に第239条の規定に基づき新株予約権(ス

トックオプション)を付与しております。

概要は以下の通りです。

①新株予約権の発行数　200個

(新株予約権１個につき当社普通株式１

株)

②新株予約権の発行価格　無償

③目的となる株式の種類及び数

当社普通株式200株

④権利行使時の１株当たりの払込金額

新株予約権１個当たり120,000円

(１株当たり120,000円)

⑤付与対象者

同社の取締役１名及び従業員４名の計５

名

⑥新株予約権の権利行使期間

平成20年６月17日から平成28年６月16日 

(ストック・オプションの付与)

(1)当社は、平成19年６月26日開催の第７

期定時株主総会及び平成19年７月５日開催の取締

役会決議に基づき、平成19年７月５日付で当社の

取締役、監査役、執行役員及び従業員に対し以下

のとおり新株予約権(ストック・オプション)の付

与を行っております。

① 新株予約権総数：502個

(新株予約権1個に対して普通株式1株。但し、目

的である株式の数の調整を行った場合は、同様の

調整を行う。)

② 新株予約権の目的となる株式の種類および数：

当社普通株式  502株

但し、当社が当社普通株式につき、株式分割又は

株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式

により調整する。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を

必要とする止むを得ない事由が生じた時は、当社

は、合理的な範囲で付与株式数を調整することが

できる。なお、上記の調整の結果生じる１株未満

の端数はこれを切り捨てる。

③ 新株予約権の発行価額：無償

(本件新株予約権につき、金銭の払込を要しな

い。)

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額：1個の新株予約権につき金500,000円

なお、株主総会決議後、当社が株式分割または株

式併合を行う場合は、次の算式により１株当たり

の払込金額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己

株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による

場合を除く)は、次の算式により１株当たりの払

込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切上げる。

    
既発行

株式数
＋

新規

発行

株式数

×

１株当

たりの

払込金額

調整後

払込

金額

＝

調整前

払込

金額

×

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社

の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の

総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場

合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に、「１株当たりの払込金額」は「１株当た

(子会社の設立)

当社は、平成19年３月26日開催の取締役会におい

て、当社51％出資による子会社を設立することを

決議しました。

(1)子会社設立の目的

当社は、製造業専門のコンサルティング会社とし

て、業務改革グランドデザインからシステム開

発・導入、ソフトウェア開発・販売まで、PLMソ

リューションサービスを提供しておりますが、現

在、顧客のニーズがデータクレンジングサービス

やデータメンテナンスといったシステムの運用・

保守領域まで拡大してきているため、当社のサー

ビスライン拡大のため、同サービス領域における

専門メンバーを迎え、共同出資にて子会社を設立

するに至りました。

(2)子会社の概要

①商号　ネクステックウェイブ㈱

②設立年月　平成19年４月２日

③本店所在地　東京都港区港南二丁目16番1号

④代表者名　首藤　晴美

⑤資本金　20,000千円

⑥大株主　

ネクステック㈱　　　　51％

首藤　晴美　　　　　　29％

⑦主な事業内容　データマネジメント、システム

運用デザイン、データクレンジング

⑧決算期　３月

⑨当社との人的関係

取締役１名及び監査役１名はネクステック㈱役員

が兼務いたします。

(子会社の設立)

当社の連結子会社である金河科技有限公司(香

港)は、平成19年４月６日に90％出資による子会

社を設立しました。

(1)子会社設立の目的

当社は、開発リソースを安定確保し開発を内包化

することで、コスト削減や開発スピードの加速化、

ソリューションレベル向上を図る目的で、中国企

業との資本提携を行い、中国展開を本格化させま

したが、現地のシステム開発会社と共同で合弁会

社を設立し中国における当社グループのシステム

開発機能を強化させることにいたしました。

(2)子会社の概要

①商号　北京力思泰信息技術有限公司

②設立年月　平成19年４月６日

③本店所在地　Jiuxianqiao Road,Beijing,P.R.C

(中国北京市)

④代表者名　孫　国健
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前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年６月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

り処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併

を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分

割を行う場合、当社は必要と認められる払込金額

の調整を行うことができる。

⑤ 新株予約権の行使により発行される当社普通

株式の総額：251,000,000円

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合

における当該株式の発行価額のうち資本組入額：

125,500,000円(１株あたり250,000円)

⑦ 新株予約権の行使期間：

　平成21年７月１日から平成23年６月30日までと

する。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休

業日にあたる場合には、その前営業日を最終日と

する。

⑧ 新株予約権の行使条件：

 (1)各新株予約権の一部行使は認められない。

 (2)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予

約権者」という)は、権利行使時においても、当

社及び当社関係会社の取締役、監査役、執行役員

及び従業員の地位にあることを要す。但し、正当

な理由のある場合並びに相続により新株予約権を

取得した場合で、取締役会で承認を得た場合はこ

の限りでない。

 (3)その他の行使の条件は、取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権割当契約」に定めるところによる。

⑨ 新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を

要する。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受

ける場合には、新株予約権を譲渡することができ

ない。

⑤資本金　20万USドル

⑥大株主

 金河科技有限公司　90％

 北京思特亦源技術開発有限公司　10％

⑦主な事業内容　コンピュータソフトウェアの開

発、設計、製作、ネットワークシステムの開発、

自社生産製品の販売及びアフターサービスの提供、

関連技術コンサルティング及び技術サービス

⑧決算期　12月

⑨当社との人的関係　なし 

(子会社株式の売却)

平成19年４月９日開催の取締役会において、当社

子会社である㈱フォー・リンク・システムズの株

式の一部の譲渡契約を締結することを決議しまし

た。

(1)譲渡の理由：業務提携を含めた連携強化の為

(2)当該子会社の概要

・商号：㈱フォー・リンク・システムズ

・事業内容：３次元CADの教育コンサルティング、

教育システムおよびコンテンツの開発、販売

(3)譲渡の日程：平成19年４月12日

(4)当該子会社株式の売却に関する内容

①譲渡先：三菱UFJキャピタル㈱

②譲渡株数：1,200株

(発行済み株式数(議決権総数)に対する割合

17.68％)

③譲渡金額：156,000千円

④売却後の持分比率：33.1％

⑤関連会社株式売却益：9,380千円

(資金の借入)

平成19年４月19日に、㈱りそな銀行より450,000

千円の資金の借入(長期借入金)を行っておりま

す。

(1)利率：1.94％

(2)最終返済期限：平成24年２月29日

(3)資金の使途：子会社向け増資資金

(ストック・オプション)

当社は平成19年６月26日開催の定時株主総会にお

いて、会社法第236条、第238条及び第239条の規

定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役、監

査役、執行役員及び従業員に対し特に有利な条件

をもってストック・オプションとして発行する新

株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任

することを決議いたしました。
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６．四半期個別財務諸表

(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   631,108   223,511   166,245  

２．売掛金   118,358   1,159,947   1,143,930  

３．たな卸資産   115,757   119,722   43,602  

４．未収入金 ※2,3  173,022   －   55,430  

５．その他 ※2  275,428   276,517   24,396  

流動資産合計   1,313,675 45.4  1,779,700 45.0  1,433,605 39.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1  90,118 3.1  112,234 2.8  117,886 3.3

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア   185,716   123,850   146,296  

(2）ソフトウェア
仮勘定

  385,077   408,780   284,558  

(3）その他   3,590   3,230   3,320  

無形固定資産合計   574,385 20.0  535,860 13.5  434,175 12.1

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式   464,000   780,200   914,000  

(2）繰延税金資産   278,285   533,166   515,939  

(3）その他   173,035   216,717   176,225  

投資その他の資産合
計

  915,320 31.6  1,530,084 38.7  1,606,174 44.7

固定資産合計   1,579,824 54.6  2,178,179 55.0  2,158,237 60.1

資産合計   2,893,500 100.0  3,957,879 100.0  3,591,842 100.0
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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   163,580   126,887   142,919  

２．短期借入金   500,000   1,000,000   1,000,000  

３．１年内返済予定
長期借入金

  208,000   320,000   228,000  

４．その他   119,569   242,841   228,348  

流動負債合計   991,149 34.3  1,689,729 42.7  1,599,271 44.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   430,000   622,000   344,000  

２．負ののれん   44,891   35,454   37,818  

固定負債合計   474,891 16.4  657,454 16.6  381,818 10.6

負債合計   1,466,041 50.7  2,347,183 59.3  1,981,089 55.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   401,780 13.9  402,870 10.2  402,790 11.2

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  843,986   845,076   844,996   

資本剰余金計   843,986 29.1  845,076 21.4  844,996 23.5

３．利益剰余金           

(1）繰越利益剰余金  184,757   344,400   368,730   

利益剰余金計   184,757 6.4  344,400 8.7  368,730 10.3

４．自己株式   △3,064 △0.1  △5,819 △0.2  △5,763 △0.2

株主資本合計   1,427,459 49.3  1,586,526 40.1  1,610,753 44.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金 

  － －  24,168 0.6  － －

評価・換算差額等合計   － －  24,168 0.6  － －

純資産合計   1,427,459 49.3  1,610,695 40.7  1,610,753 44.8

負債・純資産合計   2,893,500 100.0  3,957,879 100.0  3,591,842 100.0
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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   119,558 100.0  438,135 100.0  2,598,901 100.0

Ⅱ　売上原価   105,128 87.9  271,726 62.0  1,337,363 51.5

売上総利益   14,429 12.1  166,409 38.0  1,261,538 48.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   218,429 182.7  214,227 48.9  826,181 31.8

営業利益又は損失
(△)

  △204,000 △170.6  △47,817 △10.9  435,357 16.7

Ⅳ　営業外収益 ※1  801 0.7  4,121 1.0  12,054 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※2  12,168 10.2  6,363 1.5  16,260 0.6

経常利益又は損失
(△)

  △215,367 △180.1  △50,059 △11.4  431,151 16.6

Ⅵ　特別利益 ※3  － －  12,000 2.7  － －

Ⅶ　特別損失 ※4  102 △0.1  － －  331,318 12.8

税引前第１四半期
(当期)純利益
又は純損失(△)

  △215,470 △180.2  △38,059 △8.7  99,833 3.8

法人税、住民税
及び事業税

 132   237   704   

法人税等調整額  △64,315 △64,182 △53.7 △13,967 △13,729 △3.1 66,443 67,148 2.5

第１四半期(当期)
純利益又は純損失
(△)

  △151,287 △126.5  △24,330 △5.6  32,684 1.3
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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

純資産合計
資本金 資本剰余金

利益剰余金
自己株式 株主資本合計

その他利益剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 399,480 447,580 336,045 － 1,183,105 1,183,105

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 2,300 2,300 － － 4,600 4,600

第１四半期純損失（千円） － － △151,287 － △151,287 △151,287

自己株式の取得（千円） － － － △3,064 △3,064 △3,064

株式交換（千円） － 394,106 － － 394,106 394,106

第１四半期会計期間中の変動額合計（千

円）
2,300 396,406 △151,287 △3,064 244,353 244,353

平成18年６月30日　残高（千円） 401,780 843,986 184,757 △3,064 1,427,459 1,427,459

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 

純資産合計

資本金 資本剰余金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金その他

利益剰余金

平成19年３月31日　残高（千円） 402,790 844,996 368,730 △5,763 1,610,753 － 1,610,753

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 80 80 － － 160 － 160

第１四半期純損失(千円) － － △24,330 － △24,330 － △24,330

自己株式の取得（千円） － － － △56 △56 － △56

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） 
－ － － － － 24,168 24,168

第１四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
80 80 △24,330 △56 △24,226 24,168 △58

平成19年６月30日　残高（千円） 402,870 845,076 344,400 △5,819 1,586,526 24,168 1,610,695

前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金

利益剰余金
自己株式 株主資本合計

その他利益剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 399,480 447,580 336,045 － 1,183,105 1,183,105

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 3,310 3,310 － － 6,620 6,620

当期純利益（千円） － － 32,684 － 32,684 32,684

自己株式の取得（千円） － － － △5,763 △5,763 △5,763

株式交換（千円） － 394,106 － － 394,106 394,106

事業年度中の変動額合計（千円） 3,310 397,416 32,684 △5,763 427,647 427,647

平成19年３月31日　残高（千円） 402,790 844,996 368,730 △5,763 1,610,753 1,610,753
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。

その他有価証券

　時価のあるもの

─────────

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

 　　　　　　　同左

 

その他有価証券

  時価のあるもの

第１四半期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）を採

用しております。

(1）有価証券

子会社株式

 　　　　　 同左

 

その他有価証券

  時価のあるもの

─────────

 　時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し

ております。

　時価のないもの

同左

　時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

商品

 総平均法による原価法を採用しており

ます。 

仕掛品

 個別法による原価法を採用しておりま

す。

貯蔵品

 最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(2）たな卸資産

商品

　　　　　　　同左

 

仕掛品

　　　　　　　同左

 

貯蔵品

　　　　　　　同左

(2）たな卸資産

商品

　　　　　　同左

 

仕掛品

　　　　　　同左

 

貯蔵品

　　　　　　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法によっております。なお、耐用

年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

(1）有形固定資産

定率法によっております。なお、主な耐

用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　　　８～18年

　器具及び備品　　４～８年 

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

定額法によっております。なお、市場

販売目的のソフトウェアについては、

見込有効期間(３年)における見込販売

収益に基づく償却額と販売可能な残存

有効期間に基づく均等配分額を比較し

いずれか大きい金額を計上しておりま

す。自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

均等償却によっております。なお、償

却期間については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。

(3）長期前払費用

均等償却によっております。

(3）長期前払費用

同左

３．収益及び費用の計上基準 収益及び費用の計上は、原則として検

収基準によっております。ただし、作

業期間が６ヶ月超、かつ、受注金額が

５千万円以上で、収益及び費用の見積

りが可能なプロジェクトについては、

進行基準を採用しております。

同左 同左

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左 同左

５．その他四半期財務諸表(財

務諸表)作成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

同左 同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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。これまでの

「資本の部」の合計に相当する金額は1427459

千円であります。

 ───────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」(企業会計基準第５

号 平成17年12月９日)及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日)を適用しております。これまでの「資本の

部」の合計に相当する金額は1610753千円であ

ります。なお、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、中間財務諸表等規則

の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。

（企業結合に係る会計基準等）

当第１四半期会計期間より、「企業結合に係る

会計基準」（「企業結合に係る会計基準の設定

に関する意見書」(企業会計審議会 平成15年10

月31日)及び「事業分離等に関する会計基準」

(企業会計基準第7号 平成17年12月27日)並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10

号 平成17年12月27日)を適用しております。

  ───────── （企業結合に係る会計基準等）

当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」

(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事

業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第

7号 平成17年12月27日)並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」(企業会計基準適用指針第10号 最終改正平

成18年12月22日)を適用しております。

  ───────── （減価償却方法の変更）

当第１四半期会計期間から、法人税法の改正

（所得税法等の一部を改正する法律　平成19

年３月30日　法律第６号）及び（法人税法施

行令の一部を改正する政令　平成19年３月30

日政令第83号)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処理に変更しておりま

す。

　これによる損益に与える影響は軽微であり

ます。

 ───────── 
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表示方法の変更

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）

(四半期貸借対照表)

１.前第１四半期会計期間末において投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しておりました「関係会社株式」は、当第１四半期会計期

間末において、資産総額の100分の5を超えたため区分掲記いたしまし

た。なお、前第１四半期会計期間末の「関係会社株式」は50,000千円

であります。

２.前第１四半期会計期間末において区分掲記しておりました「敷金保

証金」(当第１四半期会計期間末残高136,124千円)は、資産の総額の100

分の５以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表

示することにいたしました。

３.前第１四半期会計期間末まで、投資その他の資産の「その他」に含

めて表示しておりました「繰延税金資産」は、当第１四半期会計期間

末において資産の総額の100分の５を超えることとなったため、区分掲

記しております。なお、前第１四半期会計期間における「繰延税金資

産」の金額は980千円であります。

４.前第１四半期会計期間末において区分掲記しておりました「未払

金」(当第１四半期会計期間末残高66,247千円)は、負債・純資産の総

額の100分の５以下となったため、流動負債の「その他」に含めて表示

することにいたしました。

(四半期貸借対照表)

１.前第１四半期会計期間において区分掲記しておりました「未収入

金」(当第１四半期会計期間末残高26,362千円)は、資産の総額の100分

の５以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示すること

にいたしました。
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(4）注記事項等

（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

36785千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

64,483千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

58,360千円 

※２．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいため、未収入金に含めて

表示しております。

 ※２．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ

金額的重要性が乏しいため、流動資産のその他

に含めて表示しております。 

※２　　　　 ─────────

※３．ファクタリング方式により譲渡した売上

債権の未収額139,387千円が含まれております。

※３．　　　 ───────── ※３．　　　　─────────

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座借越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当第１四半期会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 2,000,000千円 

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座借越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当第１四半期会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。　

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 1,500,000千円

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座借越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当事業年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 1,500,000千円

（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）

 ※１．営業外収益のうち主要なもの

国税等還付加算金　　　　　　　446千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

負ののれん償却額　　　　　　2,363千円　　

　　　

※１．営業外収益のうち主要なもの 

負ののれん償却額　　　　　　7,073千円

 ※２．営業外費用のうち主要なもの

為替差損　　　　　　　　　　8,680千円

支払利息　　　　　　　　　　3,219千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　　　　　6,311千円

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 　　　　　　　　　15,472千円

※３．　　　───────── ※３．特別利益のうち主要なもの 

　　関係会社株式売却益　　　　12,000千円

※３．　　　───────── 

※４．　　　───────── ※４．　　　───────── ※４．特別損失のうち主要なもの 

ソフトウェア仮勘定評価損　321,318千円

  ５．減価償却実施額

有形固定資産 　　　　　　　4,484千円

無形固定資産　　　　　　　20,245千円

  ５．減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　　 6,123千円

無形固定資産　　　　　　　22,536千円

  ５．減価償却実施額 

有形固定資産　　　　　　　26,058千円

無形固定資産　　　　　　　89,739千円
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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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 前事業年度末株式数(株)
当第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)

 自己株式     

 普通株式(注１) － 5.39 － 5.39

合計 － 5.39 － 5.39

  (注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 前事業年度末株式数(株)
当第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)

 自己株式     

 普通株式(注１) 11.01 3.80 － 14.81

合計 11.01 3.80 － 14.81

  (注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 前事業年度末株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株)
当事業年度末

株式数(株)

 自己株式     

 普通株式(注１) － 11.01 － 11.01

合計 － 11.01 － 11.01

  (注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。
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（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）

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．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

累計額相当額及び四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 22,859 5,329 17,530

ソフトウェア 4,443 1,332 3,110

合計 27,302 6,662 20,640

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 44,345 13,138 31,206

ソフトウェア 7,999 2,932 5,066

合計 52,344 16,071 36,273

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具及び備品 44,345 11,029 33,316

ソフトウェア 45,169 39,702 5,466

合計 89,514 50,731 38,782

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 4798千円

１年超 16732千円

合計 21530千円

１年内 9,903千円

１年超 27,684千円

合計 37,588千円

１年内 9818千円

１年超 30192千円

合計 40010千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 1414千円

減価償却費相当額 1251千円

支払利息相当額 248千円

支払リース料 2,755千円

減価償却費相当額 2,509千円

支払利息相当額 332千円

支払リース料 15029千円

減価償却費相当額 10102千円

支払利息相当額 1357千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

(減損損失について）

同左

（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）、当第１四半期会計期間末（平成19年６月30日現在）及び前事

業年度末（平成19年３月31日現在）において、子会社株式で時価のあるものはありません。

（企業結合会計）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年６月30日）及び当第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）

（パーチェス法適用関係）

前第１四半期会計期間における「企業結合会計(パーチェス法適用関係)」については、四半期連結財務諸表にお

ける注記事項として記載しておりますので、四半期財務諸表における注記事項としては記載しておりません。な

お、当第１四半期会計期間については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）

（パーチェス法適用関係）

当事業年度における「企業結合会計(パーチェス法適用関係)」については、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ので、財務諸表における注記事項としては記載しておりません。 
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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 91,978円61銭

１株当たり第１四半期

純損失金額
9,915円31銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、潜在株式は存在するものの

１株当たり四半期純損失であるため記載してお

りません。

１株当たり純資産額 102,893円21銭

１株当たり第１四半期

純損失金額
1,556円43銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額については、潜在株式は存在するものの

１株当たり四半期純損失であるため記載してお

りません。

１株当たり純資産額 103,108円98銭

１株当たり当期純利益

金額
2,104円90銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
2,064円62銭

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（当期）純利益金額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

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株当たり第１四半期(当期)純利益金額

又は純損失金額(△)
   

第１四半期(当期)純利益又は純損失

(△)（千円）
△151,287 △24,330 32,684

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る第１四半期(当期)純利

益又は純損失(△)（千円）
△151,287 △24,330 32,684

期中平均株式数（株） 15,258 15,644 15,535

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当

期)純利益金額
   

第１四半期(当期)純利益調整額

（千円）
－ － －

（うち支払利息(税額相当額控除後)) (－) (－) (－)

普通株式増加数（株） － － 303

（うち新株予約権） (－) (－) (303)

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)純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

 ─────────  ─────────  ストック・オプション6種類

新株予約権の数　　　1,841個

(普通株式　　　　　1,841株)
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（重要な後発事象）

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）

───────── (ストック・オプションの付与)

(1)当社は、平成19年６月26日開催の第７

期定時株主総会及び平成19年７月５日開催の取締

役会決議に基づき、平成19年７月５日付で当社の

取締役、監査役、執行役員及び従業員に対し以下

のとおり新株予約権(ストック・オプション)の付

与を行っております。

① 新株予約権総数：502個

(新株予約権1個に対して普通株式1株。但し、目

的である株式の数の調整を行った場合は、同様の

調整を行う。)

② 新株予約権の目的となる株式の種類および数：

当社普通株式  502株

但し、当社が当社普通株式につき、株式分割又は

株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式

により調整する。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を

必要とする止むを得ない事由が生じた時は、当社

は、合理的な範囲で付与株式数を調整することが

できる。なお、上記の調整の結果生じる１株未満

の端数はこれを切り捨てる。

③ 新株予約権の発行価額：無償

(本件新株予約権につき、金銭の払込を要しな

い。)

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額：1個の新株予約権につき金500,000円

なお、株主総会決議後、当社が株式分割または株

式併合を行う場合は、次の算式により１株当たり

の払込金額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己

株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による

場合を除く)は、次の算式により１株当たりの払

込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端

数は切上げる。

    
既発行

株式数
＋

新規

発行

株式数

×

１株当

たりの

払込金額

調整後

払込

金額

＝

調整前

払込

金額

×

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

(子会社の設立)

当社は、平成19年３月26日開催の取締役会におい

て、当社51％出資による子会社を設立することを

決議しました。

(1)子会社設立の目的

当社は、製造業専門のコンサルティング会社とし

て、業務改革グランドデザインからシステム開

発・導入、ソフトウェア開発・販売まで、PLMソ

リューションサービスを提供しておりますが、現

在、顧客のニーズがデータクレンジングサービス

やデータメンテナンスといったシステムの運用・

保守領域まで拡大してきているため、当社のサー

ビスライン拡大のため、同サービス領域における

専門メンバーを迎え、共同出資にて子会社を設立

するにいたりました。

(2)子会社の概要

①商号　ネクステックウェイブ㈱

②設立年月　平成19年4月2日

③本店所在地　東京都港区港南二丁目16番1号

④代表者名　首藤　晴美

⑤資本金　20,000千円

⑥大株主

ネクステック㈱　51％

首藤　晴美　　　29％

⑦主な事業内容　データマネジメント、システム

運用デザイン、データクレンジング

⑧決算期　3月

⑨当社との人的関係

取締役1名及び監査役1名はネクステック㈱役員が

兼務いたします。

(子会社株式の売却)

平成19年４月９日開催の取締役会において、当社

子会社である㈱フォー・リンク・システムズの株

式の一部の譲渡契約を締結することを決議しまし

た。

(1)譲渡の理由：業務提携を含めた連携強化の為

(2)当該子会社の概要

・商号：㈱フォー・リンク・システムズ

・事業内容：３次元CADの教育コンサルティング、

教育システム及びコンテンツの開発、販売

(3)譲渡の日程：平成19年４月12日

(4)当該子会社株式の売却に関する内容

①譲渡先：三菱UFJキャピタル㈱

②譲渡株数：1,200株

(発行済株式数(議決権総数)に対する割合　

17.68％)

③譲渡金額：156,000千円

④売却後の持分比率：33.14％

⑤関係会社株式売却益：12,000千円
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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）

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社

の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の

総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場

合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に、「１株当たりの払込金額」は「１株当た

り処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併

を行う場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分

割を行う場合、当社は必要と認められる払込金額

の調整を行うことができる。

⑤ 新株予約権の行使により発行される当社普通

株式の総額：251,000,000円

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合

における当該株式の発行価額のうち資本組入額：

125,500,000円(１株あたり250,000円)

⑦ 新株予約権の行使期間：

　平成21年７月１日から平成23年６月30日までと

する。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休

業日にあたる場合には、その前営業日を最終日と

する。

⑧ 新株予約権の行使条件：

 (1)各新株予約権の一部行使は認められない。

 (2)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予

約権者」という)は、権利行使時においても、当

社及び当社関係会社の取締役、監査役、執行役員

及び従業員の地位にあることを要す。但し、正当

な理由のある場合並びに相続により新株予約権を

取得した場合で、取締役会で承認を得た場合はこ

の限りでない。

 (3)その他の行使の条件は、取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権割当契約」に定めるところによる。

⑨ 新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を

要する。ただし、租税特別措置法の優遇措置を受

ける場合には、新株予約権を譲渡することができ

ない。

(資金の借入)

平成19年４月19日に、㈱りそな銀行より450,000

千円の資金借入(長期借入金)を行っておりま

す。

(1)利率：1.94％

(2)最終返済期限：平成24年２月29日

(3)資金の使途：子会社向け増資資金

(ストック・オプション)

当社は平成19年６月26日開催の定時株主総会にお

いて、会社法第236条、第238条及び第239条の規

定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役、監

査役、執行役員及び従業員に対し特に有利な条件

をもってストック・オプションとして発行する新

株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任

することを決議いたしました。
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