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                            平成 19 年８月 10 日 

上場会社名 株式会社デュオシステムズ 上場取引所   東証マザーズ   
コード番号  3742 ＵＲＬ http://www.duo.co.jp/  
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長            (氏名) 宇田川一則  
問合せ責任者 (役職名) 取締役ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ本部長 (氏名) 志熊昌宏 ＴＥＬ：（03）3591 ― 5108  
 
                                           （百万円未満切捨） 
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    265（322.4） △111  （―） △116  （―） △117  （―） 

19 年３月期第１四半期 62   （―） △66  （―） △66  （―） △67  （―） 

19 年３月期 910 △42  △55  △218 

 
 

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 △3,100 06    ―   ― 

19 年３月期第１四半期 △2,175 45    ―   ― 

19 年３月期 △6,228 90    ―   ― 

  
(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  3,175 1,840 58.0   48,433  23 

19 年３月期第 1 四半期   1,472 1,054 71.6   34,061  93 

19 年３月期   3,284 1,958 59.6   51,532  47 

 
(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 129 △65 △13 659 

19 年３月期第 1 四半期 △76 468 △105 1,004 

19 年３月期 △125 153 △137 608 

 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第 1四半期末 

円  銭

19 年３月期第 1 四半期  ― 

20 年３月期第 1 四半期 ― 

 



 
 
                     ㈱デュオシステムズ(3742) 平成 20年 3月期第 1四半期財務･業績の概況 
 

－  － 

 

2

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 540 353.8 △227  ― △242  ― △249  ―  △6,550  74 

通 期 1,720  89.0 37  ― 6  ― 2  ―  52  62 

 
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     

： 無 

(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、4 ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他 をご覧ください。] 
(4) 会計監査人の関与                 ： 有 

   四半期連結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．個別業績の概況（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        37 (△39.8)        △53 （―）        △52 （―）        △53 （―） 

19 年３月期第 1 四半期      62   （―）       △65 （―）        △63 （―）        △64 （―） 

19 年 3 月期 511 △72 △69      △112   

 
 

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   △1,416  31 

19 年３月期第 1 四半期   △2,070   50 

19 年 3 月期   △3,194  31 

 
 (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 2,328    2,010 86.4 52,896    51 

19 年３月期第 1 四半期 1,474    1,057 71.7  34,133    01  

19 年 3 月期 2,390 2,064 86.4 54,310    45 

 
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 100 △16.0 △130  ― △132  ― △139  ―  △3,656  84 

通 期 620  21.3 35  ― 30  ― 26  ―  684  01 

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通しは、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたもの
であり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があり得ます。 
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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等 

当第 1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の堅調な推移や設備投資の増加などに支えられ、引き続

き回復基調を維持しました。当社グループを取巻く環境については、平成 19 年 4 月に公表された政府の「ＩＴ新改革

戦略」の政策パッケージの目標で、「ＩＴによる効率性・生産性の向上と新価値の創出」等が掲げられＩＴに対する改

革や創造のエンジンとしての役割が強調されるとともに、公的機関によるＩＴ調達においては、開発や運用等の工程を

分けて実施する分離調達の動きが加速しております。 

このような状況下、当社グループでは、官公庁や民間企業に対する「業務・システム最適化ソリューション」、医療

機関等に対する「医療関連支援システム」の提供に係わる受注活動を強力に推進し、事業の拡大に取り組んでおります。 

この結果、中央省庁、自治体、独立行政法人等からの受注や医療関連支援システムの販売は計画通りに推移しています

が、公共部門の売上計上は年度末に集中するため、当社グループの当第 1四半期連結会計期間の業績は、売上高 265 

百万円、経常損失 116 百万円、四半期純損失 117 百万円となりました。 

 
事業部門別売上高の概況 

   事業別売上高につきましては、次のとおりであります。 
 

平成 19年３月期 

第 1 四半期 

（前期） 

平成 20 年３月期 

第 1 四半期 

（当期） 

 

対前年増減率（％）
前期（通期） 

 

金額 構成比 金額 構成比  金額 構成比 

業務・システム

最適化ソリュー

ション 

百万円 

62 

％

100.0 

百万円

38 

％

14.5 
 

△38.7 

百万円 

512 
％ 

56.3 

医療関連支援 

システム 
― ― 226 85.5 ― 397 43.7 

合  計 62 100.0 265 100.0  322.4 910 100.0 

    （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第 1 四半期連結会計期間末の資産の部は、3,175 百万円（前期末比 108 百万円減少）となりました。これは主 

に、受取手形及び売掛金が 153 百万円減少したことによるものです。 

（負債） 

 当第 1 四半期連結会計期間末の負債の部は、1,334 百万円（前期末比 9 百万円増加）となりました。これは主に、 

買掛金が 15 百万円減少したものの、未払金が 21 百万円増加したこと等によるものです。 

（純資産） 

 当第 1 四半期連結会計期間末の純資産の部は、1,840 百万円（前期末比 117 百万円減少）となりました。 

これは主に、四半期純損失 117 百万円の計上に伴う利益剰余金の減少によるものです。 

 
キュッシュ・フローの状況 

当第 1 四半期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、前連結会計年度に比して

50 百万円増加し、659 百万円となりました。各キャッシュ・フロ－の状況と要因は次のとおりであります。 

営業活動の結果得られた資金は 129 百万円となりました。これは主に、税金等調整前第 1 四半期純損失が 116 百万 

  円となったものの、前連結会計年度末に比べ売上債権が 153 百万円減少したこと、減価償却費を 52 百万円計上した
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こと、のれん償却が 23 百万円発生したこと、及び未払費用が前連結会計年度末に比べ 29 百万円増加したこと等によ

るものであります。 

投資活動の結果支出した資金は 65 百万円となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入 10 百万円があ

ったものの、無形固定資産の取得による支出 74 百万円があったことによるものであります。 

財務活動の結果支出した資金は 13百万円となりました。これは、長期借入れによる収入 50百万円があったものの、

短期借入金が 12百万円純減したこと及び長期借入金の返済による支出が 51百万円があったことによるものでありま

す。 

 
3. 業績予想に関する定性的情報等 
 

当第 1 四半期は当初の計画に沿って推移しており、当連結会計年度（平成 20 年 3 月期通期）業績予想につきまし

ては、平成 19 年 11 月に予定している本社移転要因を除けば、2 ページに記載のとおり平成 19 年 5 月 25 日発表時か

らの変更はありません。本社移転に際しては、これに伴う移転関連費用の発生に係る特別損失の計上ならびに支払家

賃の減少による、当連結会計年度（平成 20 年 3 月期通期）の業績予想の修正が見込まれますが、移転関連費用の見

積り等が確定次第、開示いたします。なお、新本社所在地、業務開始日等は、平成 19 年 7 月 25 日に公表しました「本

社移転に関するお知らせ」に記載のとおりです。 

 
※上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、リスクや不確定な要素等の要因が含

まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があります。 
 
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） 

  該当事項はありません。  

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用  

該当事項はありません。 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

 

 （有形固定資産の減価償却の方法） 

  当第 1 四半期連結会計期間から平成 19 年度法人税法改正に伴い、平成 19 年４月１日以降に取得した減

価償却資産については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

  なお、この変更による第 1 四半期連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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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  1,004,664 559,826  509,432 

２．受取手形及び
売掛金 

 43,401 299,064  453,062 

３．有価証券  ― 99,675  99,523 

４．たな卸資産  34,291 53,921  34,348 

５．仮払金  129,967 ―  ― 

※2 18,713 90,133  105,938 ６．その他 
 
  貸倒引当金  ― △220  △220 

流動資産合計   1,231,038 83.6 1,102,401 34.7  1,202,084 36.6

Ⅱ 固定資産     

※1 31,556 47,341  48,448 １．有形固定資産 
 
２．無形固定資産     

(1)のれん  ― 879,759  903,697 

(2)ソフトウェア  ― 495,322  514,092 

(3)ソフトウェア
仮勘定 

 ― 253,945  209,696 

(4)その他 1,572 1,140  1,163 

 無形固定資産
合計 

1,572 1,630,168  1,628,650 

３．投資その他の
資産 

 

   

(1)投資有価証券  112,368 263,362  263,462 

(2)差入保証金  79,893 ―  ― 

(3)その他  16,469 132,685  141,360 

投資その他の資産
合計 

 208,731 396,047  404,823 

固定資産合計   241,859 16.4 2,073,558 65.3  2,081,922 63.4

 資産合計   1,472,897 100.0 3,175,959 100.0  3,284,007 100.0
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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  ― 49,451  64,950 

２．短期借入金  100,000 456,000  468,000 

３．１年内返済
予定長期借
入金 

 23,200 210,188  200,180 

４．１年内償還
予定社債 

 40,000 73,400  73,400 

５．未払金  40,237 ―  ― 

６．未払費用  37,622 ―  ― 

７. その他  7,608 152,593  112,390 

 流動負債合計   248,668 16.9 941,632 29.6  918,921 28.0

Ⅱ 固定負債       

１．社債  140,000 149,900  149,900 

２．長期借入金  29,400 228,774  240,495 

３．その他  ― 14,657  15,890 

 固定負債合計   169,400 11.5 393,331 12.4  406,285 12.4

 負債合計   418,068 28.4 1,334,964 42.0  1,325,206 40.4

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   726,695 730,070   730,070

２．資本剰余金   585,445 1,334,198   1,637,213

３．利益剰余金   △257,310 △223,210  △408,388

 株主資本合計   1,054,829 71.6 1,841,058 58.0 
 

1,958,894 59.6

Ⅱ 評価・換算差
額等 

    

その他有価証券
評価差額金 

  ― △62   △94

評価・換算差
額等合計 

  ― ― △62 △0.0  △94 △0.0

純資産合計   1,054,829 71.6 1,840,995 58.0  1,958,800 59.6

負債純資産合計   1,472,897 100.0 3,175,959 100.0  3,284,007 100.0
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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   62,762 100.0  265,078 100.0   910,407 100.0 

Ⅱ 売上原価   47,904 76.3  201,658 76.1   482,557 53.0 

   売上総利益   14,858 23.7  63,420 23.9   427,850 47.0 

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  81,300 129.6  174,597 65.9   470,457 51.7 

営業損失   66,441 △105.9  111,177 △42.0   42,607 △4.7 

Ⅳ 営業外収益      

  １．受取利息  2,227  42  4,815 

  ２．受取手数料  33 ―  ― 

 ― 171  ―   ３．受取家賃 
 

４．賃借料収入  ― 281  ― 

  ５．デリバティブ評価益  ― 715  ― 

  ６．還付加算金  ― 182  ― 

  ７．その他  59  2,319 3.7 40 1,434 0.5  1,265 6,081 0.7 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  813   5,924  13,007  

２．社債保証料  499   ―  ―  

３．持分法による投資損失  1,039   ―  2,238  

４．その他  ― 2,352 3.7 1,053 6,977 2.6  3,821 19,067 2.1 

 経常損失   66,474 △105.9  116,721 △44.1   55,593 △6.1 

Ⅵ 特別利益  ―      ― ―      ― 21,732    2.4

Ⅶ 特別損失  ―      ― ―      ― 52,093   5.7

税金等調整前第1四半期
(当期)純損失 

 

   

66,474 △105.9 

 

116,721 △44.1  

 

85,954 △9.4 

法人税、住民税 
及び事業税 

 895  1,115  3,998  

法人税等調整額  ― 895 1.4 ― 1,115 0.4  128,494 132,492 14.6 

第１四半期（当期）純損
失 

  67,369 △107.3  117,836 △44.5   218,447 △24.0 
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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 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 
        （千円） 726,695 585,445 △189,940 1,122,199 1,122,199

当第 1 四半期連結会計期間

中の変動額     

第 1 四半期純損失   △67,369 △67,369 △67,369

当第 1 四半期連結会計期間

中の変動額合計 
(千円)  

― ― △67,369 △67,369 △67,369

平成 18 年 6 月 30 日残高 
        （千円） 726,695 585,445 △257,310 1,054,829 1,054,829
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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） 
 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成 19 年３月 31 日残高 
        （千円） 730,070 1,637,213 △408,388 1,958,894 

第 1 四半期連結会計期間中

の変動額    

資本準備金取崩額  △303,014 303,014 ― 

第 1 四半期純損失   △117,836 △117,836 

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） ― △303,014 185,178 △117,836 

平成 19 年 6 月 30 日残高 
        （千円） 730,070 1,334,198 △223,210 1,841,058 

 
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 19 年３月 31 日残高 
        （千円） △94 △94 1,958,800

第 1 四半期連結会計期間中

の変動額    

資本準備金取崩額  ―

第 1 四半期純損失  △117,836

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） 
31 31 31

第 1 四半期連結会計期間中

の変動額合計   （千円） 31 31 △117,805

平成 19 年 6 月 30 日残高 
        （千円） △62 △62 1,840,995
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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） 
 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成 18 年３月 31 日残高 
        （千円） 726,695 585,445 △189,940 1,122,199 

連結会計年度中の変動額    

新株の発行 3,375 3,375 6,750 

株式交換による増加  1,048,393 1,048,393 

当期純損失   △218,447 △218,447 

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） 3,375 1,051,768 △218,447 836,695 

平成 19 年３月 31 日残高 
        （千円） 730,070 1,637,213 △408,388 1,958,894 

 
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３月 31 日残高 
        （千円） ― ― 1,122,199

連結会計年度中の変動額    

新株の発行  6,750

株式交換による増加  1,048,393

当期純損失  △218,447

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額） 
△94 △94 △94

連結会計年度中の変動額 
合計         （千円） △94 △94 836,601

平成 19 年３月 31 日残高 
        （千円） △94 △94 1,958,800
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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 

    

１．税金等調整前第1四半期(当
期)純損失 

 △66,474 △116,721 △85,954 

２．減価償却費  1,971 52,461 52,472 

３. のれん償却額  ― 23,763 47,526 

４. 貸倒引当金の増減額  △44 ― 35 

５. 賞与引当金の減少額  △14,925 △10,095 △4,830 

６．受取利息及び受取配当金  △2,227 △42 △4,815 

７．支払利息  813 5,924 13,007 

８．株式交付費  ― ― 470 

９．持分法による投資損失  1,039 ― 2,238 

10．投資有価証券評価損  ― ― 39,062 

11．関係会社株式売却益  ― ― △2,120 

12．売上債権の増減額  122,940 153,997 △147,387 

13．たな卸資産の増加額  △19,971 △19,573 △8,264 

14. 仮払金の増加額  △129,965 ― ― 

15. 仕入債務の増減額  ― △15,499 34,109 

16. 未払金の増減額  18,477 21,510 △4,624 

17. 未払費用の増減額  24,953 29,405 △1,753 

18．未収消費税等及び未払消費税
等の増減額 

 ― 13,040 △17,590 

19. その他  △13,358 1,269 △26,015 

小計  △76,772 139,442 △114,436 

20. 利息及び配当金の受取額  2,350 42 4,998 

21. 利息の支払額  △437 △5,946 △13,689 

22. 法人税等の支払額  △1,253 △4,249 △2,259 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △76,112 129,288 △125,386 
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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 

    

１. 有形固定資産の取得による
支出 

 ― △1,472 △13,665 

２. 無形固定資産の取得による
支出 

 ― △74,903 △230,053 

３. 投資有価証券の取得による
支出 

 △30,000 ― △226,957 

４．差入保証金の回収による収入  ― 10,000 ― 

５．差入保証金の回収による支出  ― ― △662 

６．貸付けによる支出  △900,000 ― △1,400,000 

７．貸付金の回収による収入  1,400,000 ― 1,903,000 

８．保険積立金の支払による支出  △1,664 △733 △8,352 

９. 関係会社株式の売却による
収入 

 ― ― 15,500 

10．株式交換による子会社資金の
受入額 

 ― ― 114,437 

11．その他  ― 2,080 △19 

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー 

 468,335 △65,029 153,226 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

１．短期借入金の純減額  △100,000 △12,000 △115,000 

２．長期借入れによる収入  ― 50,000 100,000 

３．長期借入金の返済による支出  △5,800 △51,713 △71,705 

４．株式の発行による収入  ― ― 6,279 

５．社債の償還による支出  ― ― △56,700 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △105,800 △13,713 △137,125 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  286,423 50,546 △109,285 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 718,241 608,955 718,241 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第1四半
期末(期末)残高 

※1 1,004,664 659,502 608,955 
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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 

全ての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社の数 1社 

  連結子会社名  

   情報政策研究所株式会社

全ての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社の数 2社 

  連結子会社名  

   情報政策研究所株式会社 

   モイス研究所株式会社 

 

全ての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社の数 2社 

  連結子会社名  

   情報政策研究所株式会社

   モイス研究所株式会社 

   （注）モイス研究所株式

会社は、当連結会計年度

において新たに取得した

ため、連結の範囲に含め

ております。 

２ 持分法の適用に関する

事項 

(1) 持分法を適用した関連会

社数 

1社

会社等の名称 

株式会社アストラルマ

ネジメントカンパニー 

(1) 持分法を適用した関連会社

数 

          －社 

 

(1) 持分法を適用した関連会社

数 

          －社

会社等の名称 

   株式会社アストラルマネ

ジメントカンパニーは、

持分の全てを売却したこ

とにより、持分法適用関

連会社から除外しており

ます。 

 (2) 持分法の適用の手続につい

て特に記載する必要がある

と認められる事項  

   持分法適用会社（株式会

社アストラルマネジメント

カンパニー）の決算日は第

1 四半期連結決算日と異な

るため、連結財務諸表の作

成に当たっては、第 1 四半

期連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

(2) 持分法の適用の手続につい

て特に記載する必要がある

と認められる事項  

 

(2) 持分法の適用の手続につい

て特に記載する必要がある

と認められる事項  

 

３ 連結子会社の（四半期）

決算日等に関する事項 

全ての連結子会社の第1四

半期決算日は、第1四半期連結

決算日と一致しております。

情報政策研究所株式会社の

第1四半期決算日は、第1四半

期連結決算日と一致しており

ます。 

モイス研究所株式会社の第

1四半期決算日は４月30日で

あります。連結財務諸表の作

成にあたっては同日現在の財

務諸表を使用し、第1四半期連

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。 

  情報政策研究所株式会社の

決算日は、連結決算日と一致

しております。 

モイス研究所株式会社の決

算日は１月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっ

ては同日現在の財務諸表を使

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。 
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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) 

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 

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

法によっております。 

なお、投資事業組合等へ

の出資については、事業年

度の財務諸表に基づいて、

組合の純資産を当社の出

資持分割合に応じて投資

有価証券として計上して

おります。 

 

(イ) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 第1四半期連結会計期間

末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 

   同左 

 

(イ) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結会計年度末日の

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 

   同左 

 (ロ) デリバティブ 

 

(ハ)たな卸資産 

商品 

 

 

仕掛品 

個別法による原価法に

よっております。 

貯蔵品 

 

(ロ) デリバティブ 

  時価法によっております。 

(ハ)たな卸資産 

  商品 

   移動平均法による原価

法によっております。 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

   最終仕入原価法によっ

ております。 

(ロ) デリバティブ 

同左 

(ハ)たな卸資産 

  商品 

同左 

 

仕掛品 

同左 

 

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。 

なお、主な耐用年数は、

以下のとおりであります。

建物     10～18年 

工具器具備品   

4～15年 

(ロ)無形固定資産 

自社利用ソフトウェアに

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。 

(イ)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     3～18年 

工具器具備品   

3～15年 

(ロ)無形固定資産 

市場販売目的の当社が開

発したソフトウエアについ

ては見込販売期間（３年）に

基づく定額法、自社利用ソフ

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。 

(イ)有形固定資産 

 同左 

 

 

 

 

 

 

(ロ)無形固定資産 

同左 



 
 

㈱デュオシステムズ(3742) 平成20年3月期第1四半期財務･業績の概況 
 

－  － 

 

15

 

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) 重要な引当金の計

上基準 

 

(イ)貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備

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

不能見込額を計上することと

しております。 

(ロ)賞与引当金 

 

 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(ロ)賞与引当金 

 

 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(ロ)賞与引当金 

従業員に対する賞与の

支給に備えて、支給見込額

の当連結会計年度負担額

を計上しております。 

(4) 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。 

同左 同左 

 

 

 

(5) その他四半期連結

財務諸表（連結財

務諸表）作成のた

めの重要な事項 

 消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 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 同左 

６ のれん及び負ののれ

んの償却に関する事

項 

   のれんは、５年間及び10年間

で均等償却しております。 

同左 

７ 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、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

同左 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

する会計基準等） 

当第1四半期連結会計期間から

「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。これによる損益

に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は、1,054,829千

円であります。 

中間連結財務諸表規則の改正に

より、当第1四半期連結会計期間に

おける四半期連結財務諸表は、改

正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

（有形固定資産の減価償却の方法）

 当第1四半期連結会計期間から平成

19年度法人税法改正に伴い、平成19

年４月１日以降に取得した減価償却

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。 

 なお、この変更による第1四半期連

結会計期間の損益に与える影響は軽

微であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（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。これによ

る損益に与える影響はありません。

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、1,958,800千円で

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。 

 

 

  （企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」(企業会計基準委員会

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

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第７号）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」（企業会計基準委員

会 最終改正平成18年12月22日 企

業会計基準適用指針第10号）を適用

しております。 

この結果、経常損失及び税金等調整

前当期純損失が102,966千円それぞれ

減少しております。 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（繰延資産の会計処理に関する当面の

取り扱い） 

当連結会計年度から「繰延資産の

会計処理に関する当面の取り扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８

月11日 実務対応指針第19号）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。 

なお、従来は営業活動によるキャ

ッシュ・フローの内訳として表示し

ていた「新株発行費」は、当連結会

計年度より「株式交付費」として表

示する方法に変更しております。 
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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） 

「仮払金」は、前第1四半期連結会計期間末において区

分掲記しておりましたが、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を下回ったため、流動資

産の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第1四半期連結会計期間末の「仮払金」は、6,625

千円であります。 

「無形固定資産」として、前第1四半期連結会計期間末

において一括掲記しておりました「ソフトウエア」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を上回ったため、区分掲記しております。 

なお、前第1四半期連結会計期間末の「ソフトウエア」

は、1,168千円であります。 

「差入保証金」は、前第1四半期連結会計期間末におい

て区分掲記しておりましたが、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を下回ったため、投

資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。

なお、当第1四半期連結会計期間末の「差入保証金」は、

103,107千円であります。 

「未払金」は、前第1四半期連結会計期間末において区

分掲記しておりましたが、当第1四半期連結会計期間末に

おいて、負債及び純資産の総額の100分の５を下回ったた

め、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第1四半期連結会計期間末の「未払金」は、84,988

千円であります。 

「未払費用」は、前第1四半期連結会計期間末において

区分掲記しておりましたが、当第1四半期連結会計期間末

において、負債及び純資産の総額の100分の５を下回った

ため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

なお、当第1四半期連結会計期間末の「未払費用」は、

53,068千円であります。 

 （四半期連結損益計算書） 

「受取手数料」は、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が、当第1四半期連結会計期間に

おいて、営業外収益の100分の10を下回ったため、営業外

収益の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第1四半期連結会計期間の「受取手数料」は、

22千円であります。 

「社債保証料」は、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が、当第1四半期連結会計期間に

おいて、営業外費用の100分の10を下回ったため、営業外

費用の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第1四半期連結会計期間の「社債保証料」は、

388千円であります。 
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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) 

 （四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

「仮払金の増加額」は、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が、当第1四半期連結会計期

間において金額的重要性がなくなったため、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

ます。 

なお、当第1四半期連結会計期間の「仮払金の増加額」

は541千円であります。 
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(四半期連結貸借対照表関係) 

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 有形固定資産の減価償却累計額 

37,899千円 

 

※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、流動資産の「その他」に含

めて表示しております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

55,963千円

 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

65,082千円

 

 

 

 

 (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とおり

であります。 

給与手当        23,769千円 

役員報酬      12,789千円 

支払報酬       8,680千円 

※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とおり

であります。 

給与手当        48,756千円 

役員報酬       19,749千円 

のれん償却額     23,763千円 

※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とおり

であります。 

給与手当       114,645千円 

役員報酬      65,060千円 

のれん償却額    47,526千円 

 
(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） 
 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第1四半期 

連結会計期間末 

普通株式 （株） 30,968 ― ― 30,968 

 
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） 

 発行済株式に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 

当第1四半期 
連結会計期間末 

普通株式 （株） 38,011 ― ― 38,011 

 
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） 30,968 7,043 ― 38,011 

（変更事由の概要） 
増加数の内訳は、次のとおりであります。 
 株式交換による増加 6,943 株 

 ストックオプションの権利行使による増加 100 株 
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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     

現金及び預金勘定  1,004,664千円 
現金及び現金同等物 1,004,664千円 
 

※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     

現金及び預金勘定   559,826千円 
有価証券        99,675千円 
現金及び現金同等物  659,502千円 

※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 

            

現金及び預金勘定   509,432千円 
有価証券        99,523千円 
現金及び現金同等物  608,955千円 
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（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) 

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 

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 

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

累計額相当額及び第1四半期末残高相当

額 

1 リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第1四半期末残高

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 ）

第 1四 半 
期末残高 
相当額 
（千円） 

工具 
器具 
備品 

25,027 11,282 13,744 

合
計 

25,027 11,282 13,744 

  

 

 

取得価
額相当

額 
（千円）

減価償却
累計額 
相当額 

（ 千 円 ）

第 1四 半
期末残高
相当額

（千円）

工具
器具
備品

36,865 21,427 15,437

合
計 

36,865 21,427 15,437

  

 

 

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）

工具 
器具 
備品 

36,865 19,474 17,390

合
計 

36,865 19,474 17,390

  

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 

１年超 

4,466千円 

9,755千円 

合計 14,222千円 
  

 
１年内 

１年超 

7,162千円 

8,983千円 

合計 16,146千円 
  

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、減価償却費相当額 

及び支払利息相当額 

 
１年内 

１年超 

7,802千円 

10,289千円 

合計 18,091千円 
  
３ 支払リース料、減価償却費相当額 

及び支払利息相当額 
 

支払リース料 1,504千円 

減価償却費相当額 1,393千円 

支払利息相当額 136千円 
  

 
支払リース料 2,139千円 

減価償却費相当額 1,952千円 

支払利息相当額 194千円 
  

 
支払リース料 6,725千円 

減価償却費相当額 6,151千円 

支払利息相当額 691千円 
  

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 
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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） 

時価評価されていない有価証券の内容 

区分 四半期連結貸借対照表計上額 (千円) 

その他有価証券  

  ① 非上場株式  91,730 

  ② 投資事業組合出資金   6,060 

計  97,790 

子会社株式及び関連会社株式  

   関連会社株式  14,578 

計  14,578 

 

当第1四半期連結会計期間末（平成19年６月30日） 

１ 時価のある有価証券 

区分 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） 

その他有価証券    

  ① 株式 2,047 2,477 429 

  ② その他 99,311 99,675 364 

計 101,358 102,153 794 

 

２ 時価評価されていない有価証券の内容 

区分 四半期連結貸借対照表計上額 (千円) 

その他有価証券  

  ① 非上場株式   57,867 

  ② 投資事業組合出資金  203,017 

計  260,884 

 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１ 時価のある有価証券 

区分 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額（千円） 

その他有価証券    

  ① 株式 2,047 2,577 529 

  ② その他 99,311 99,523 211 

計 101,358 102,100 741 
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２ 時価評価されていない有価証券の内容 

区分 連結貸借対照表計上額 (千円) 

その他有価証券  

  ① 非上場株式   57,867 

  ② 投資事業組合出資金  203,017 

計  260,884 

 
(デリバティブ取引関係) 

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） 
  当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
 
 当第 1 四半期連結会計期間末（平成 19 年６月 30 日） 

デリバティブ取引の契約等、時価及び評価損益 
対象物 
の種類 

取引の 
種類 

契約額等 
(千円) 

契約額等のうち 
1 年超 (千円) 

時 価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金 利 スワップ 
取 引 200,000 200,000 △4,315 △4,315

合 計 200,000 200,000 △4,315 △4,315

 

(注) 時価の算定方法 
   時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
 
 前連結会計年度末（平成 19 年３月 31 日） 

デリバティブ取引の契約等、時価及び評価損益 
対象物 
の種類 

取引の 
種類 

契約額等 
(千円) 

契約額等のうち 
1 年超 (千円) 

時 価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金 利 スワップ 
取 引 200,000 200,000 △5,031 △5,031

合 計 200,000 200,000 △5,031 △5,031

 

(注) 時価の算定方法 
   時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
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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） 
全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額に占める業務・システム最適化ソリューション事業の割合

がいずれも 90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
 
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） 
 業務・システム最適

化ソリューション事
業 

（千円） 

医療関連システム
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 38,307 226,771 265,078 ― 265,078

営業費用 92,116 283,467 375,584 671 376,256

営業損失 53,808 56,696 110,505 (671) 111,177

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 
       事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

事業区分 主要なサービス 

業務・システム最適化 
ソリューション事業 業務・システム最適化コンサルティングサービス 

医療関連支援システム事業 医療・薬局・福祉系システム・パッケージソフトの開発及び販売 

   ２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（671 千円）は、親会社の管理部

門に係る費用であります。 
 
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） 
 業務・システム最適

化ソリューション事
業 

（千円） 

医療関連システム
事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 512,495 397,912 910,407 ― 910,407

営業費用 585,446 364,859 950,306 2,708 953,015

営業利益及び営業損失

（△） △72,950 33,052 △39,898 (2,708) △42,607

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 
       事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

事業区分 主要なサービス 

業務・システム最適化 
ソリューション事業 業務・システム最適化コンサルティングサービス 

医療関連支援システム事業 医療・薬局・福祉系システム・パッケージソフトの開発及び販売 

   ２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（2,708 千円）は、親会社の管理部

門に係る費用であります。 
 
【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） 
  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。 
 

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。 
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【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） 
海外売上高がないため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） 

  海外売上高がないため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 34,061.93円 

１株当たり第 1 四半期

純損失 2,175.45円 

 

 

１株当たり純資産額 48,433.23円 

１株当たり第 1 四半期

純損失 3,100.06円 

 

 

１株当たり純資産額 51,532.47円 

１株当たり当期純損失 6,228.90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、新株引受権の

残高がありますが、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。 

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、新株引受権の

残高がありますが、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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株引受権の残

高がありますが、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）算定上の基礎 

 
１．１株当たり純資産額 

 
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) 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日）

四半期連結貸借対照表の純資産の部の合計

額（千円） ― 1,840,995 1,958,800 

 普通株式に係る純資産額 （千円） ― 1,840,995 1,958,800 

 差額の主な内訳 ― ― ― 

 普通株式の発行済株式数 （株） ― 38,011 38,011 

1 株当たり純資産の算定に用いられた 
普通株式の数         （株） ― 38,011 38,011 

 

２．１株当たり第1四半期（当期）純損失 

 

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)

四半期連結損益計算書（連結損益計算

書）上の第 1 四半期（当期）純損失 

（千円） 
67,369 117,836 218,447 

普通株式に係る第１四半期（当期）純

損失 （千円） 67,369 117,836 218,447 

普通株主に帰属しない金額 （千円） ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数 （株） 30,968 38,011 35,070     

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 

新株予約権（旧商法第
280条ノ19第１項の規定
に基づく新株引受権） 

1,344株 

新株予約権（旧商法第
280条ノ19第１項の規定
に基づく新株引受権） 

1,156株 

新株予約権（旧商法第
280条ノ19第１項の規定
に基づく新株引受権） 

1,156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） 

当社は、平成 18 年 4 月 27 日開催の取締役

会において、平成 18 年８月 1 日付で、株式

交換によりモイス研究所株式会社を完全子

会社とすることを決議し、平成 18 年５月１

日に株式交換契約書を締結しておりました

が、予定どおり平成 18 年 8 月 1 日付で株式

交換を実施いたしました。 
1. 株式交換による完全子会社化の目的 

   当社は昨年 11月 29日付リリースで開示

している通り、医療ビジネスへの事業参入

を表明しております。当社がこれまで培っ

てきた業務・システム最適化ソリューショ

ンサービスを医療、介護、福祉等の新たな

分野に展開するとともに、今後、本格化が

予想される公的病院の民営化に関するノ

ウハウを蓄積するなど、競争力ある事業ド

メインの拡充を企図して、病院経営を支援

する電子カルテ、調剤薬局向けシステム、

介護支援システム等を提供する事業を展

開するモイス研究所株式会社を株式交換

により完全子会社化いたしました。 
  モイス研究所株式会社の病院・介護施

設・調剤薬局向けの支援システムのノウハ

ウと当社の得意とする業務・システム最適

化ソリューションサービスを融合させ、本

格的に医療、介護、福祉等ヘルスケア分野

における業務・システム最適化サービスの

提供と、医療法人の設立支援を含む病院再

生ビジネスを展開させてまいります。 
2. 交換比率 

モイス研究所株式会社の株式1株に対し

て、株式会社デュオシステムズの株式

1.756 株を割当て交付する。 
3. 株式交換により交付した新株式数 

普通株式 6,943 株 
4. 完全子会社化した会社の概要 
（1）商号 モイス研究所株式会社 
（2）事業内容 医療・福祉系システム・

パッケージソフトの開

発及び販売ほか 
（3）本店所在地 東京都千代田区麹町5丁

目 3 番地 
（4）代表者  内田 清治 
（5）規模  

平成 18 年 1 月 31 日現在 
    総資産    785 百万円 
    純資産    198 百万円 
    資本金   202 百万円 
  5. 増加する資本準備金 

株式交換により当社の資本準備金は

1,048 百万円増加いたしました。 

当社は、平成 19 年７月 25 日開催

の取締役会において、下記のとおり本

社所在地を変更することを決議いた

しました。 
１. 新本社所在地        

東京都文京区大塚二丁目 15 番 6 号 
２. 業務開始日  

平成 19 年 11 日 12 日（予定） 
３. 移転の理由 

本社事務所の移転により、コスト削

減と業務運営の効率化等を図るため

であります。 
４. 業績への影響 

本社所在地変更に伴う移転関連費

用の発生に係る特別損失の計上なら

びに支払家賃の減少による当連結会

計年度の業績予想の修正が見込まれ

ます。 
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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  983,700 393,291  359,378 

２．売掛金  43,401 16,770  235,239 

３．有価証券  ― 99,675  99,523 

４．たな卸資産   34,291 47,010  11,849 

５．仮払金  129,967 ―  ― 

６．短期貸付金  ― 200,000  100,000 

７．その他 ※2 20,687 14,731  26,695 

 流動資産合計   1,212,048 82.2 771,480 33.1  832,685 34.8

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1 31,556 26,134  27,242 

２．無形固定資産  1,572 884  990 

３．投資その他の 
資産 

    

(1)投資有価証券  97,790 255,684  255,684 

(2)関係会社株式  ― 1,171,359  1,171,359 

(3)差入保証金  79,893 ―  ― 

(4)その他  52,087 102,637  102,163 

投資その他の
資産合計 

 229,770 1,529,682  1,529,208 

固定資産合計 
 
 

 262,899 17.8 1,556,701 66.9  1,557,440 65.2

資産合計   1,474,948 100.0 2,328,182 100.0  2,390,126 100.0
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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．短期借入金  100,000 100,000  100,000 

２．１年内返済予
定長期借入金 

 23,200 23,200  23,200 

３．１年内償還予
定社債 

 40,000 40,000  40,000 

４．未払金  40,237 ―  ― 

５. 未払費用  37,622 ―  ― 

６. その他  7,457 48,133  50,532 

流動負債合計   248,517 16.8 211,333 9.1  213,732 8.9

Ⅱ 固定負債        

１．社債  140,000  

２. 長期借入金  29,400 

100,000

6,200  

100,000 
 

12,000 

固定負債合計   169,400 11.5 106,200 4.5 112,000 4.7

負債合計   417,917 28.3 317,533 13.6 
 

325,732 13.6
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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
（％）

（純資産の部）  
 

  

Ⅰ 株主資本  
 

  

1. 資本金   726,695 49.3 730,070 31.4  730,070 30.5

2. 資本剰余金     

   資本準備金 585,445 1,334,198  1,637,213 

資本剰余金合計
 

 585,445 39.7 1,334,198 57.3  1,637,213 68.5

3. 利益剰余金     

   その他 
利益剰余金 

    

    繰越利益 
剰余金 

△255,109 △53,835  △303,014 

利益剰余金合計
 

 △255,109 △17.3 △53,835 △2.3  △303,014 △12.6

株主資本合計   1,057,030 71.7 2,010,433 86.4  2,064,268 86.4

Ⅱ 評価・換算差
額等 

    

その他有
価証券評
価差額金 

  ― 216   125

評価・換算差額
等合計 

  ― ― 216 0.0  125 0.0

純資産合計   1,057,030 71.7 2,010,649 86.4  2,064,394 86.4

負債純資産合計   1,474,948 100.0 2,328,182 100.0  2,390,126 100.0

     

 



 
 

㈱デュオシステムズ(3742) 平成20年3月期第1四半期財務･業績の概況 
 

－  － 

 

32

(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  62,762 100.0 37,827  100.0 511,010 100.0

Ⅱ 売上原価  47,904 76.3 24,463  64.7 312,448 61.1

売上総利益  14,858 23.7 13,363 35.3 198,561 38.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
 
 

79,989 127.5 67,195 177.6 270,893 53.0

営業損失  65,131 △103.8 53,831 △142.3 72,331 △14.1

Ⅳ 営業外収益 ※1 3,174 5.1 1,899 5.0 8,121 1.6

Ⅴ 営業外費用 ※2 1,312 2.1  1,053 2.8  5,243 1.0

経常損失  63,269 △100.8  52,985 △140.1 69,454 △13.5

Ⅵ 特別損失  ―  ― ―  ― 39,180 7.7

税引前第1四半期（当期）
純損失 

 63,269 △100.8 52,985 △140.1 108,634 △21.2

法人税、住民税及び事業
税 

 850 1.4 850 2.2 3,390 0.7

第1四半期（当期）純損失  64,119 △102.2 53,835 △142.3 112,024 △21.9
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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  

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金  資本金 

資本準備金 
繰越利益剰余金 

株主資本合計 
純資産合計 

 
 

 

平成 18 年３月 31 日残高 
       （千円） 726,695 585,445 △190,989 1,121,150 1,121,150

当第 1 四半期会計期間中

の変動額     

第 1 四半期純損失   △64,119 △64,119 △64,119

当第 1 四半期会計期間中

の変動額合計 
(千円)  

― ― △64,119 △64,119 △64,119

平成 18 年 6 月 30 日残高 
        （千円） 726,695 585,445 △255,109 1,057,030 1,057,030
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当第１四半期会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金  

その他利益
剰余金 

 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本 

合計 

平成19年３月31日残高(千円) 730,070 1,637,213 1,637,213 △303,014 △303,014 2,064,268

第１四半期会計期間中の変動額   

 資本準備金取崩額  △303,014 △303,014 303,014 303,014 ―

 第１四半期純損失  △53,835 △53,835 △53,835

 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) 

  

第１四半期会計期間中の変動
額合計 

(千円) 
― △303,014 △303,014 249,178 249,178 △53,835

平成19年６月30日残高(千円) 730,070 1,334,198 1,334,198 △53,835 △53,835 2,010,433

 
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19年３月31日残高(千円) 125 125 2,064,394

第１四半期会計期間中の変動額 

 資本準備金取崩額 ―

 第１四半期純損失 △53,835

 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) 

90 90 90

第１四半期会計期間中の変動
額合計 

(千円) 
90 90 △53,745

平成19年６月30日残高(千円) 216 216 2,010,649
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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 

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 

平成18年３月31日残高(千円) 726,695 585,445 585,445 △190,989 △190,989 1,121,150

事業年度中の変動額   

 新株の発行 
(新株予約権の行使) 

3,375 3,375 6,750  6,750

 株式交換による増加  1,048,393 1,048,393  1,048,393

 当期純損失  △112,024 △112,024 △112,024

 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) 

3,375 1,051,768 1,051,768 △112,024 △112,024 943,118

平成19年３月31日残高(千円) 730,070 1,637,213 1,637,213 △303,014 △303,014 2,024,268

 
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３月31日残高(千円) ― ― 1,121,150

事業年度中の変動額 

 新株の発行 
(新株予約権の行使) 6,750

 株式交換による増加 1,048,393

 当期純損失 △112,024

 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
(純額) 

125 125 125

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

125 125 943,244

平成19年３月31日残高(千円) 125 125 2,064,394
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四半期財務諸表作成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 
 ① 子会社株式及び関連会

社株式 
移動平均法による原価

法を採用しております。 
② 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

価法によっておりま
す。 

  なお、投資事業組合等
への出資については、
事業年度の財務諸表に
基づいて、組合の純資
産を当社の出資持分割
合に応じて投資有価証
券として計上しており
ます。 

(2) 有価証券 
 ① 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。 

 
② その他有価証券 
 時価のあるもの 

第1四半期会計期間末日
の市場価格等に基づく時
価法によっております。
（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 

同左 

(1) 有価証券 
 ① 子会社株式 

同左 
 

 
② その他有価証券 
 時価のあるもの 

事業年度末日の市場価
格等に基づく時価法によ
っております。（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 

同左 

 (2)  たな卸資産 
 仕掛品 
  個別法による原価法

によっております。 

(2)  たな卸資産 
 仕掛品 

同左 

(2)  たな卸資産 
 仕掛品 

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、主な耐用
年数は、以下のとおり
であります。 
建物      10～18年 
工具器具備品 4～15年 

(2) 無形固定資産 
自社利用ソフトウェ

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。 

(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 
工具器具備品  3～15年 

(2) 無形固定資産 

同左 

(1)  有形固定資産 

同左 
 
 
 
 
 
(2) 無形固定資産 

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）

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損
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
を計上することとして
おります。 

(2) 賞与引当金 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 賞与引当金 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の
支給に備えて、支給見込
額の当事業年度負担額を
計上しております。 

  （追加情報） 
  決算日の変更に伴い、当

事業年度の負担に属する
未支給額が発生すること
となったため、支給見込
額の当事業年度負担額を
賞与引当金として計上し
ております。 

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 

(1) 消費税等の処理方法   

税抜方式によってお
ります。 

(1) 消費税等の処理方法 

同左 

(1) 消費税等の処理方法 

同左 
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四半期財務諸表の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

する会計基準等） 

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。 

これによる損益に与える影響は

ありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は1,057,030千円で

あります。 

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

四半期財務諸表は、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

する会計基準等） 

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。これ

による損益に与える影響はありま

せん。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は2,064,394千円で

あります。 

財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、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） 

当事業年度から「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」（企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基準第

７号）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」（企業会計基準委員会 最終

改正平成18年12月22日 企業会計基

準適用指針第10号）を適用しており

ます。 

この結果、経常損失及び税引前当

期純損失が102,966千円それぞれ減

少しております。 
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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） 

 

 

 

 （繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

当事業年度から、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成18年８月11

日 実務対応指針第19号）を適用し

ております。 

従来は営業外費用の内訳として表

示していた「新株発行費」は、当事

業年度より「株式交付費」として表

示する方法に変更しております。 

前事業年度において営業外費用の

内訳として表示していた「新株発行

費」は、当事業年度において営業外

費用の総額の100分の10以下となっ

たため「その他」に含めて表示して

おります。 

なお、当事業年度における「株式

交付費」の全額は470千円でありま

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） 

「仮払金」は、前第1四半期会計期間末において区分掲

記しておりましたが、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を下回ったため、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。 

なお、当第1四半期会計期間末の「仮払金」は、84千円

であります。 

「関係会社株式」は、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

たが、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を超えたため、区分掲記しました。 

なお、前第1四半期会計期間末の「関係会社株式」は、

35,617千円であります。 

「差入保証金」は、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が、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を下回ったため、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第1四半期会計期間末の「差入保証金」は、79,893

千円であります。 

「未払金」は、前第1四半期会計期間末において区分掲

記しておりましたが、当第1四半期会計期間末において、

負債及び純資産の総額の100分の５を下回ったため、流動

負債の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第1四半期連結会計期間末の「未払金」は、7,015

千円であります。 

「未払費用」は、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が、当第1四半期会計期間末において、

負債及び純資産の総額の100分の５を下回ったため、流動

負債の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第1四半期会計期間末の「未払費用」は、31,944

千円であります。 
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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 
37,899千円 

※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、流動資産の「その他」
に含めて表示しております。 

３  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
43,320千円 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 
 
 

３ 偶発債務 
  銀行借入に対する保証債務 
  モイス研究所株式会社 157,145千円  
       計     157,145千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
42,213千円  

２  

 
 

 
  ３ 偶発債務 
  銀行借入に対する保証債務 
  モイス研究所株式会社 200,000千円 
       計     200,000千円 

 

(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 
受取利息      2,227千円 
業務受託手数料  900千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息       780千円 
業務受託手数料    900千円 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息      4,268千円 
業務受託手数料   3,600千円 

 
※２ 営業外費用のうち主要なもの  

支払利息     483千円 
社債利息      329千円 
社債保証料    499千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息       409千円 
社債利息       256千円 
社債保証料      388千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息      1,696千円 
社債利息      1,220千円 
社債保証料     1,855千円 

 
３ 減価償却実施額   

有形固定資産   1,437千円 
無形固定資産    193千円 

３ 減価償却実施額 
有形固定資産    1,107千円 
無形固定資産      105千円 

３ 減価償却実施額 
有形固定資産    5,752千円 
無形固定資産      775千円 
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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） 

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 

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 

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第1四半期末
残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償
却累計額相当額及び第1四半期末残
高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却
累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価格 
相 当 額 
（千円） 

減価償却
累 計 額
相 当 額

（ 千 円 ）

第1四半
期末残高
相当額 
(千円) 

工具器

具備品 25,027 11,282 13,744 

合計 25,027 11,282 13,744 

  

 

 
取得価格
相 当 額
（千円）

減価償却
累 計 額
相 当 額

（ 千 円 ）

第1四半
期末残高
相当額
(千円)

工具器

具備品 25,027 15,776 9,250

合計 25,027 15,776 9,250

  

 

 
取得価格 
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)

工具器

具備品 25,027 14,652 10,374

合計 25,027 14,652 10,374

  
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 4,466千円 

１年超 9,755千円 

合計 14,222千円 
  

 
１年内 4,001千円 

１年超 5,753千円 

合計 9,755千円 
  

 
１年内  4,472千円 

１年超  6,412千円 

合計  10,884千円 
  

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、減価償却費相当額及び
支払利息相当額 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支
払利息相当額 

 
支払リース料 1,504千円 

減価償却費相当額 1,393千円 

支払利息相当額 136千円 
  

 
支払リース料 1,223千円 

減価償却費相当額 1,123千円 

支払利息相当額 94千円 
  

 
支払リース料 4,895千円 

減価償却費相当額 4,493千円 

支払利息相当額 460千円 
  

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 

 

 （有価証券関係） 

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 四半期会計期間末において子会社株式及び関連会社株式で時価があるものはありません。 
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 四半期会計期間末において子会社株式で時価があるものはありません。 
前事業年度（自 平成 18 年４月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日） 
 当事業年度末において子会社株式で時価があるものはありません。 
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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 34,133.01円 

 

１株当たり純資産額 52,896.51円 

 

１株当たり純資産額 54,310.45円

 
１株当たり第1四半期純
損失 

2,070.50円 

 

１株当たり第1四半期純
損失 

1,416.31円 

 

１株当たり当期純損失  3,194.31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、新株引受権の

残高がありますが、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。 

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、新株引受権の

残高がありますが、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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、新株引受権の残高が

ありますが、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) 算定上の基礎 

 

１．１株当たり純資産額 

 
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) 

四半期貸借対照表の純資産の部の合

計額 (千円) ― 2,010,649 2,064,394 

 普通株式に係る純資産額 (千円) ― 2,010,649 2,064,394 

 差額の主な内訳 ― ― ― 

普通株式の発行済株式数（株） ― 38,011 38,011 

１株当たり純資産の算定に用いられ

た普通株式の数（株） ― 38,011 38,011 

 

２．１株当たり第1四半期（当期）純損失 

 
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）

四半期損益計算書（損益計算書）

上の第 1 四半期（当期）純損失 

（千円） 
64,119 53,835 112,024 

普通株式に係る第 1 四半期（当期）

純損失     （千円） 64,119 53,835 112,024 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数 （株） 30,968 38,011 35,070 

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 

新株予約権（旧商法第
280条ノ19第１項の規定
に基づく新株引受権） 

1,344株

新株予約権（旧商法第
280条ノ19第１項の規定
に基づく新株引受権） 

1,156株

新株予約権（旧商法第
280条ノ19第１項の規定
に基づく新株引受権） 

1,156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） 

当社は、平成 18 年 4 月 27 日開催の取締役

会において、平成 18 年８月 1 日付で、株式

交換によりモイス研究所株式会社を完全子

会社とすることを決議し、平成 18 年５月１

日に株式交換契約書を締結しておりました

が、予定どおり平成 18 年 8 月 1 日付で株式

交換を実施いたしました。 
1. 株式交換による完全子会社化の目的 

   当社は昨年 11月 29日付リリースで開示

している通り、医療ビジネスへの事業参入

を表明しております。当社がこれまで培っ

てきた業務・システム最適化ソリューショ

ンサービスを医療、介護、福祉等の新たな

分野に展開するとともに、今後、本格化が

予想される公的病院の民営化に関するノ

ウハウを蓄積するなど、競争力ある事業ド

メインの拡充を企図して、病院経営を支援

する電子カルテ、調剤薬局向けシステム、

介護支援システム等を提供する事業を展

開するモイス研究所株式会社を株式交換

により完全子会社化いたしました。 
  モイス研究所株式会社の病院・介護施

設・調剤薬局向けの支援システムのノウハ

ウと当社の得意とする業務・システム最適

化ソリューションサービスを融合させ、本

格的に医療、介護、福祉等ヘルスケア分野

における業務・システム最適化サービスの

提供と、医療法人の設立支援を含む病院再

生ビジネスを展開させてまいります。 
2. 交換比率 

モイス研究所株式会社の株式1株に対し

て、株式会社デュオシステムズの株式

1.756 株を割当て交付する。 
3. 株式交換により交付した新株式数 

普通株式 6,943 株 
4. 完全子会社化した会社の概要 
（1）商号 モイス研究所株式会社 
（2）事業内容 医療・福祉系システム・

パッケージソフトの開発

及び販売ほか 
（3）本店所在地 東京都千代田区麹町 5

丁目 3 番地 
（4）代表者 内田 清治 
（5）規模  

平成 18 年 1 月 31 日現在 
    総資産    785 百万円 
    純資産    198 百万円 
    資本金   202 百万円 
  5. 増加する資本準備金 
  株式交換により当社の資本準備金は

1,048 百万円増加いたしました。 

当社は、平成 19 年７月 25 日開催

の取締役会において、下記のとおり本

社所在地を変更することを決議いた

しました。 
１. 新本社所在地        

東京都文京区大塚二丁目 15 番 6 号 
２. 業務開始日  

平成 19 年 11 日 12 日（予定） 
３. 移転の理由 

本社事務所の移転により、コスト削

減と業務運営の効率化等を図るため

であります。 
４. 業績への影響 

本社所在地変更に伴う移転関連費

用の発生に係る特別損失の計上なら

びに支払家賃の減少による当事業年

度の業績予想の修正が見込まれます。 
 

 

 


