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ニイウス コー株式会社 上場取引所 東証一部
2731 ＵＲＬ http://www.niwsco.co.jp

（役職名） 代表取締役会長 （氏名） 末貞　郁夫
（役職名） 理事　情報開示室担当 （氏名） 小野　正広 ℡　(03)5117-7100）

定時株主総会開催予定日
有価証券報告書提出予定日

1. 平成19年6月期の連結業績（平成18年7月1日～平成19年6月30日）
　(1) 連結経営成績

％ ％

△ 107.5 △ 1,079.9

△ 4.2 △ 9.5

銭 銭

79 ―

25 ―

（参考） ― 百万円 18年6月期 百万円

　(2) 連結財政状態

百万円 銭

56

44

（参考） 百万円 18年6月期 百万円

　(3) 連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円

2. 配当の状況

銭 銭 円 銭 ％

00 00 1,800 00 5.4

00 00 0 00 0.0

3. 平成20年6月期の連結業績予想（平成19年7月1日～平成20年6月30日）
　 平成19年6月期決算において債務超過となり、現取締役は全員退任する予定です。株主総会の決議により選任される新経営陣は当社の
　 成長性と収益力の強化を図るため、事業ごとの見直しを実施し、新経営計画を策定し、平成19年11月下旬に発表を予定しております。

4. その他
　(1) 期中における重要な子会社の移動（連結範囲の変更を伴なう特定子会社の異動） 有

　　新規 1 社(ニイウス レント(株))
除外 4 社(ユーディービィー・リナックス・ジャパン(株)、(株)ハルク・マダム、ニイウスＳＥ(株)、ニイウス レント(株))

　　　(注) 詳細は、9ページ「企業集団の状況」をご覧ください。
　(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に
　　　記載されるもの）
　　　① 会計基準等の改正に伴なう変更 有
　　　② ①以外の変更 無
　　　(注) 詳細は、25ページ「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」をご覧ください。
　(3) 発行済株式数（普通株式）
　　　① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 686,452 株 株
　　　② 期末自己株式数 0 株 株
　　　(注) 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

19年6月期

18年6月期

平成19年6月期　決算短信

代 表 者

平成19年8月29日

平成19年9月27日
平成19年9月26日

営業利益 経常利益 当期純利益

基準日

問 合 せ 先 責 任 者

上 場 会 社 名
コ ー ド 番 号

18年6月期

19年6月期

自己資本

百万円

売上高

潜在株式調整後1株
当たり当期純利益

△ 15,783212

686,452
0

19年6月期
19年6月期

18年6月期
18年6月期

年間

1株当たり配当金

中間期末 期末
円

0 ―

1,800 1,235 40.0

総資産経常利益率

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

27,275

自己資本比率

―

％

△ 6,101

％

純資産
配当率
（連結）

19年6月期 0

18年6月期 0

0

百万円 ％円

19年6月期

配当金
総額

（年間）

配当性向
（連結）

百万円

17,174

14,71215,810

18年6月期

19年6月期

売上高営業利益率
1株当たり当期純利

益

△ 44,089 ― △ 262.2

円 円 ％

△ 0.8

自己資本
当期純利益率

19年6月期

18年6月期

％

60,390 △ 21.8

77,180 △ 2.2 5,682

％百万円

△ 438

5,855

％

7.613.3

百万円

△ 109.8 △ 30,265

△ 4.2 3,088

百万円

△ 554

△ 0.7

39,734

1株当たり純資産
百万円 円

9.5

総資産 純資産

△ 4,068

27,364

4,742 ―

持分法投資損益 19年6月期

百万円

営業活動による
キャッシュ・フロー

　未定20年6月期

△ 4,188

△ 6.3

38.3

△ 19,804 △ 10,695 32,959

71,157

66,690

(財)財務会計基準機構会員
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（参考） 個別業績の概要
1. 平成19年6月期の個別業績（平成18年7月1日～平成19年6月30日）
　(1) 個別経営成績

％ ％

△ 45.9 △ 1,009.2

△ 56.6 △ 53.9

銭 銭

95 ―

50 ―

　(2) 個別財政状態

百万円 銭

48

65

（参考） 10,287 百万円 18年6月期 百万円

※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等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に
基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあ
たっての注意事項等については、3ページ「１．経営成績　(1) 経営成績の分析」をご覧下さい。

1,372 1,652 △ 37.4 △ 13,897

14,986

自己資本比率

18年6月期 36,551 △ 53.6

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円

19年6月期 4,510

百万円 ％ 百万円

△ 87.7

1,5282,640△ 49.3 2,536

1株当たり当期純利
益

37.0

円 円

潜在株式調整後1株
当たり当期純利益

27,775 10,287

総資産 純資産

19年6月期 △ 20,244 ―

18年6月期 2,359 ―

19年6月期

自己資本 19年6月期

18年6月期 25,943

百万円

25,383

97.825,383

1株当たり純資産
％ 円

36,977

ニイウス コー(株)　(2731)　平成19年6月期決算短信
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１．経営成績  
 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の概況 

当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加および雇用情勢の改善

などにより堅調な回復傾向をたどり、景気は緩やかに拡大しました。 

一方で、情報サービス産業においては、お客様の情報化投資意欲は前向きであるものの、費用対効果の要求

水準が一段と高まり、受注競争は引き続き厳しい状況にありました。 

 
このような経営環境のもと、当社グループは、金融機関のお客様に対して、ハードウェアやソフトウェアを

提供するディーラー・ビジネスをコア事業として進めながら、ＡＳＰサービスを中心とした金融サービス・ビ

ジネスを推進するとともに、医療サービス・ビジネスにおいても統合医療情報システムの販売を積極的に展開

してまいりました。サービス・ビジネスに関しては、過年度より事業拡大に向けて一挙にサービス・メニュー

の品揃えを図るため積極的な経営資源の投資を行ないました。当連結会計年度は、サービス事業への投資を前

期で終了し、本格的に回収に入る年と位置づけておりましたが、サービス・ビジネスの立ち上がりが大幅に遅

れ、ディーラー・ビジネスにおいてもプロジェクトの次年度へのずれ込みが発生する等、サービス･ビジネス

の未達分をディーラー・ビジネスでカバーできず、誠に遺憾ながら計画未達に終わりました。 

 

金融サービス・ビジネスにおいては、国際勘定系オンラインサービス、ＡＴＭ－Ｘサービスは堅調に推移し

ております。 

信販クレジット・サービスも契約が取れ始めてきております。メールアーカイブサービスはＪ－ＳＯＸ法対

応のためお客様の引き合いも多くなっており期待できる状況となってきております。一方、金融勘定系サービ

ス、金融情報系サービスについては、お客様との検討に長時間を要しておりますが継続して着実に取り組んで

おります。 

 

医療サービス・ビジネスにおいては、想定されるあらゆるチャネルを活用して、積極的にＡＳＰ型の統合医

療情報システムの販売を展開いたしましたが、医療機関の経営環境の変化に対応して、要求される高度なシス

テム機能と予算のかい離が著しくなり、利益の出せるビジネス・モデルの構築が難しく、残念な結果となりま

した。 

 

一方、利益面に関しては、売上の立ち上がりの遅れにより、サービス・メニューを一挙に品揃えするために

行なった経営資源の投資による減価償却費の負担をカバーできず、販売管理費を当社グループとして徹底的に

削減し、連結ベースで対前期比約 2,600 百万円の削減を行ないましたが、結果的に損失を計上することとなり

ました。 

 

このような状況の中で、医療サービス・ビジネスにおいて市場を見直し、慎重に事業計画を検討いたしまし

た結果、利益の出せる収益構造の構築、効率的経営の追求、財務体質の改善等の観点から、医療サービス・ビ

ジネスにおいてこれ以上の事業を継続しても赤字継続の可能性が高くなることが推測されたため、投下資本が

未回収ではありますが、同事業からの全面撤退を決定いたしました。 

さらに、金融サービス・ビジネスにおいては、減損会計の適用により資産の減損損失が発生しました。 

 

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高 60,390 百万円（前連結会計年度比 21.8％減）、営業損失

438 百万円(同 107.5％減)、経常損失 554 百万円（同 109.8％減）となりました。また、医療サービス・ビジネ

スからの全面撤退に伴う事業撤退損失、減損会計適用による金融サービス・ビジネスの立ち上がりの遅れによ

る減損損失、事業再編に伴う損失で 29,274 百万円の特別損失を計上いたしましたので、当期純損失が 30,265

百万円（前連結会計年度は 3,088 百万円の当期純利益）となりました。 

    

当社グループは当連結会計年度において多額の損失を計上いたしましたので、連結で 4,068 百万円の債務超

過となりました。 

 

株主の皆さまをはじめとするステークホルダーの皆さまに対して多大なご迷惑をおかけいたしますことを

深くお詫び申し上げます。 

当社といたしましては、今後、「企業価値の回復」を最重要課題として掲げ、ステークホルダーの皆さまか

らの信頼にたる企業として総力を挙げて、経営改善に取り組み、業績回復と財務体質の改善に取り組んでまい

ります。 

   

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 
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  ［医療サービス・ビジネスからの撤退に関しまして］ 
当社は 10 年前より医療事業にシステムインフラを提供してまいりました。 

また、平成 16年７月に医療の事業会社を買収し統合医療情報システムのアプリケーションの分野に参入し、

大型の病院システムの運用を含むシステムサービスを行なってきました。この時期は、国の施策として膨張し

た国の医療負担（35 兆円）を軽減するため、医療現場のシステム化が推進され始め、電子カルテをはじめとす

る統合医療情報システムにより患者の来院から診療、検査、入院、治療、退院にいたるプロセスをすべてカバ

ーして、病院の売上、コスト、利益が計算できる仕組み作りが要求され始めていました。この需要予測は年間

で 3,000 億円市場と予想され、当社も参入を決定しました。参入当時は大型の売切り商談が主流でしたが、医

療機関の独立法人化の動きや、診療報酬制度の変革、特に診断群分類制度（ＤＰＣ）と包括支払方式を採用す

る病院が拡大し、病院経営を効率化・合理化する動きが強まりましたことから、過去１年においては、持たな

い経営、地域連携医療ＤＰＣのキーワードにより、データセンターによるＡＳＰ型サービスを求められるシス

テム需要に急速に変化してきました。これに対応するために、当社のリソースは中堅の病院にむけてＡＳＰ型

のサービスを提供することとし、ＡＳＰ型の統合医療情報システムの開発とそのサービスを平成 18 年下期よ

り開始しました。 

この間、市場の要求に応えるため、国立大学病院と共同でＤＰＣの新システムの開発を行なうとともに、ニ

ュージーランドの地域連携医療の仕組みをサポートしているソフトの日本での提供を開始し、一定の評価を受

け始めました。 

しかしながら、求められるシステムの高度な機能を提供するコストと顧客の予算のかい離が平成 19 年にな

って急速に大きくなり、低予算で高度なサービスを継続することが困難になると判断いたしました。 

このため、当社は医療サービス・ビジネスから撤退し、利益の拡大の見込める金融機関向けビジネスにリソ

ースの集中化を行なうこととしました。これにより、医療事業で有する売切り型のソフトウェア資産、ＡＳＰ

サービス用のソフトウェア資産ならびにそのサービス用のデータセンターの資産をすべて除却するとともに、

今後売却をすることにいたしました。 

 

特別損失による内訳は以下のとおりとなります。 

 

[特別損失の内訳] 

 

a.医療サービス・ビジネスからの全面撤退による事業撤退損失等 

 

  事業撤退損失       △20,717 百万円 

ソフトウェア（売切用）        △8,385 百万円  

ソフトウェア（ＡＳＰ用）       △5,418 百万円 

著作権         △1,126 百万円 

データセンター閉鎖(リース資産の減損損失)      △4,002 百万円 

長期前払費用           △802 百万円 

棚卸資産          △980 百万円 

貸倒引当金繰入          △1,619 百万円 

 

     小計     △22,337 百万円 

 

b.金融サービス事業立ち上がりの遅れによる減損会計適用の損失等 

  

ＡＳＰサービス用資産減損損失      △2,699 百万円 

商品評価損        △1,884 百万円 

 

     小計     △4,583 百万円 

 

c.事業再編に伴う損失等 

 

固定資産除却損         △153 百万円 

固定資産売却損         △22 百万円 

事業所統廃合費用        △733 百万円 

投資有価証券評価損        △880 百万円 

貸倒引当金繰入額        △557 百万円 

その他          △5 百万円 

 

     小計      △2,353 百万円 

 

合  計      △29,274 百万円 
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② 部門別営業の状況（品目別営業の状況） 

ビジネスタイプ別では、ディーラー・ビジネス売上高は、49,897 百万円（構成比 82.6%）、サービス・ビジ

ネス売上高は、10,493 百万円(同 17.4%)となりました。 

製品別では、ハードウェア売上高は、23,627 百万円(前連結会計年度比 6.7%減)、ソフトウェア売上高は、

13,730 百万円(同 47.8%減)、開発・ＳＥサービスその他の売上高は、23,033 百万円(同 9.9%減)となりました。 

 

③ 平成 20 年６月期通期の見通し 

平成 19 年６月期決算において債務超過となり、現取締役は全員退任する予定です。株主総会の決議により

選任される新経営陣は当社の成長性と収益力の強化を図るため、事業毎の見直しを実施し、新経営計画を策

定し平成 19 年 11 月下旬に発表を予定しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度の経営成績について前連結会計年度との比較を行なうと以下のようになります。 

要約連結損益計算書 

平成18年6月期 平成 19 年 6月期   前期比 
区 分 

金額（百万円） 金額（百万円） 増減率（％） 

売上高 77,180 60,390 △21.8 

売上原価 58,158 50,262 △13.6 

売上総利益 19,022 10,128 △46.8 

販売費及び一般管理費 13,166 10,567 △19.7 

営業利益 5,855 △438 △107.5 

営業外損益 △173 △115 － 

経常利益 5,682 △554 △109.8 

特別損益 174 △29,162 － 

税金等調整前当期純利益 5,856 △29,716 △607.4 

法人税等 2,764 531 － 

少数株主利益 △3 △17 － 

当期純利益 3,088 △30,265 △1,079.9 

 

a.売上高 

当連結会計年度の売上高は前連結会計年度比 21.8％減の 60,390 百万円となりました。サービス・ビジネ

スの立ち上がりが大幅に遅れディーラー・ビジネスにおいてもプロジェクトの次年度へのずれ込みが発生す

る等で誠に遺憾ながら前年度比マイナスの結果となりました。 

品目別実績は次のとおりであります。 

[ハードウェア]：ハードウェア売上高は 23,627 百万円（前連結会計年度比 6.7％減）となりました。 

[ソフトウェア]：ソフトウェア売上高は 13,730 百万円（同 47.8％減）となりました。 

 当社グループが保有するパッケージソフトウェアの販売が不調で前年度比大幅マイナスの結果となりま

した。 

[開発・ＳＥサービスその他]： 

開発・ＳＥサービスその他売上高は 23,033 百万円（同 9.9％減）となりました。 

 

b.売上原価、販売費及び一般管理費ならびに営業利益 

当連結会計年度の売上原価は 50,262 百万円(同 13.6％減)となりました。営業利益は前連結会計年度に対

して 6,294 百万円減少し、△438 百万円となりました。 

 

c.経常利益 

当連結会計年度の営業外損益は△115 百万円となりました。 

この結果、当連結会計年度の経常損失は 554 百万円となり、前連結会計年度に比べて 6,236 百万円減少し
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ました。 

 

d.当期純利益 

当連結会計年度の特別利益は固定資産売却益 82 百万円等で、112 百万円となっております。また、特別損

失は 29,274 百万円を計上しました。 

以上の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純損失は 29,716 百万円となり、当期純損失は前連結会

計年度に比べて 33,354 百万円減少し 30,265 百万円となりました。 

 

② 当連結会計年度末の財政状態の分析 

当連結会計年度末の資産及び負債・純資産の状況について前連結会計年度末との比較を行なうと以下のよう

になります。 

要約連結貸借対照表 

 
平成 18 年 

6 月期末 

平成 19 年 

6 月期末 
 

平成 18 年 

6 月期末 

平成 19 年 

6 月期末 

区 分 
金 額 

（百万円） 

金 額 

(百万円） 
区 分 

金 額 

（百万円） 

金 額 

（百万円）

負債の部 

流動負債 

買掛金 

短期借入金 

未払法人税等 

前受金 

その他 

固定負債 

 
33,696 

17,711 

1,953 

1,640 

4,026 

8,363 

10,096 

 
57,129 

15,483 

36,152 

56 

2,807 

2,628 

13,629 

負債合計 43,793 70,758 

純資産の部 

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

 

8,564 

9,162 

9,549 

 

8,564 

9,162 

△21,951 

株主資本合計 27,275 △4,225 

評価・換算差額等 － 36 

少数株主持分 88 120 

資産の部 

流動資産 

現金預金 

売掛金 

棚卸資産 

前払費用 

その他 

固定資産 

有形固定資産 

無形固定資産 

投資等 

繰延資産 

 
38,728 

14,712 

13,947 

6,514 

1,115 

2,438 

32,428 

7,091 

19,621 

5,716 

－ 

 
43,063 

17,174 

12,197 

7,522 

2,183 

3,985 

23,627 

7,950 

10,316 

5,359 

－ 

純資産合計  27,364 △4,068 

資産合計 71,157 66,690 負債純資産合計 71,157 66,690 

 

[概況] 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べて 4,466 百万円減少して 66,690 百万円となりまし

た。 

流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べて 4,335 百万円増加して 43,063 百万円となりました。 

固定資産につきましては、無形固定資産の減少等により 8,801 百万円減少し 23,627 百万円となりました。 

負債につきましては、26,965 百万円増加し 70,758 百万円となりました。主な変動要因は短期借入金の増

加による流動負債の増加であります。 

株主資本につきましては、前連結会計年度末に比べて 31,501 百万円減少し△4,225 百万円となりました。  
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③ キャッシュ・フローの状況 
当連結会計年度末における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ 2,462

百万円増加し、17,174 百万円となりました。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は 19,804 百万円となりました。 

これは、主に税金等調整前当期純損失 29,716 百万円の他、事業撤退損失 19,917 百万円、減損損失 2,699

百万円、貸倒引当金の増加 2,147 百万円、たな卸資産の増加△4,665 百万円、売上債権の増加△4,138 百

万円、仕入債務の減少△2,228 百万円、および法人税等の支払で△3,083 百万円等の結果によるものであ

ります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は 10,695 百万円となりました。 

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出△8,130 百万円、無形固定資産の取得による支出△4,551 百

万円、有形固定資産の売却による収入 1,290 百万円等であります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は 32,959 百万円となりました。 

これは、短期借入金の増加による収入 34,198 百万円、配当金の支払による支出△1,228 百万円等によるも

のであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 15 年６月期平成 16 年６月期平成 17 年６月期平成 18 年６月期 平成 19年６月期

自己資本比率 （％） 30.2 27.4 40.2 38.3 △6.3 

時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率 

（％） 
152.9 285.8 192.8 94.3 28.8 

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（％） 
0.0 75.3 88.0 5647.9 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ (倍) 
39.8 28.3 27.9 1.4 ― 

 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注 1)いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注 2)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注 3)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注 4)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち短期借入金・長期借入金を対象としておりま

す。 

(平成 19 年 6 月期は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」がマイナスのため計算しておりません。) 

 

(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、業績に連動して利益配分を行ない、株主利益の向上を図ることを基本方針としておりましたが、当

期の配当につきましては、当期純利益が多額な損失となったことから誠に遺憾ながら期末配当は見送ることと

させていただきます。 

一刻も早く復配できますように、全力で取り組んでまいります。 

 

(4) 事業等のリスク 

本決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

 

①当社グループの事業環境について 

  当社グループが属する情報サービス産業においては、多様な業界からの市場参入のほか、大手コンピュータ

メーカー自らの参入や事業再構築に伴う分社化による参入等が行なわれる可能性があります。競合会社の増加

等により競争が激しくなった場合には当社グループの事業の売上減少や採算悪化による利益率の低下など、当

社グループの財政状態や経営成績に悪影響が生じる可能性があります。 
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②情報システムの構築（ＳＩ案件）について 

  当社グループが顧客企業に納入する情報システムの構築に当たっては、ISO9001 の品質マネジメント基準に

準拠した手法を用いて品質管理専門組織であるプロジェクト品質管理委員会によりプロジェクトの進捗状況

について評価を行ない、開発に伴うリスク管理の徹底を図っております。しかしながら、諸要件の変更、予期

せぬトラブルの発生等のために開発工数が当初の見積り以上に増加すること、あるいは納品後品質改善のため

の費用等が発生することなどにより、開発プロジェクトの収益性が低下する可能性があります。 

 

③新規事業分野について 

  新規事業分野やコンピュータシステムに関する新技術分野への投資は十分事業性を評価して慎重に行なっ

ておりますが、当初の計画どおりの成果を得られる保証はありません。当初の計画どおりに遂行できなかった

場合、当該投資が当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④情報管理について 

  情報サービス業に属する当社グループは業務上、顧客が保有する個人情報等の機密情報を取り扱う場合があ

り、当該機密情報が漏洩した場合には、顧客等からの損害賠償の請求や当社グループの信用失墜につながり、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤財務制限条項への抵触について 

  平成 19 年 10 月下旬に開催を予定している臨時株主総会での決議を条件とした第三者割当増資を計画してお

りますが、当該決議が行なわれない場合、期限の利益喪失のおそれがあり、今後の資金繰りに影響を及ぼす可

能性があります。 
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２．企業集団の状況  
 

当社グループは、当社および連結子会社 6社によって構成されております。当社および子会社は、コンピュータ

を利用して企業の抱える経営上の様々な問題（経営の合理化、競争力の強化、サービスの向上、コストの削減、顧

客満足度の向上等）に対し、解決を図るためのコンサルティング、ソリューションの提案、それを実現するための

情報システム環境の設計、システム要件の定義、システム設計、必要なソフトウェアの開発、システム機器の導入、

ネットワークの構築、ソフトウェアの導入、稼動したシステムの保守サービス等の情報サービス業を事業として行

なっております。 

名 称 住 所 
資 本 金

(百万円) 

主 要 な

事業内容

議決権の所有

割 合 ま た は

被 所 有 割 合

(％)(注)1 

関係内容 摘 要

（連結子会社） 

 

ニイウス株式会社 

東京都 

中央区 
2,850 情報ｻｰﾋﾞｽ業 100.0 事業会社 （注）2、6

(連結子会社) 

 

ニイウスメディカルシ

ステム株式会社 

東京都 

中央区 
4,160 情報ｻｰﾋﾞｽ業 100.0 事業会社  

(連結子会社) 

 

株式会社 

ビックニイウス 

沖縄県 

名護市 
100 情報ｻｰﾋﾞｽ業

所有 

51.0 

((株)ビックカ

メラ49.0) 

事業会社  

（連結子会社） 

 

ニイウス・メディカル

西日本システム株式会

社 

広島県 

広島市 
100 情報ｻｰﾋﾞｽ業 

当社51.0 

（田中電機工

業(株)34.0）

事業会社 （注）3

（連結子会社） 

 

株式会社ニイウス金融

エンジニアリング・グ

ループ 

東京都 

港区 
99 情報ｻｰﾋﾞｽ業 100.0 事業会社  

（連結子会社） 

ニイウス ＳＡＴ株式

会社 

東京都 

中央区 
50 各種ｻｰﾋﾞｽ業 100.0 事業会社  

 

 (注) 1.議決権比率の（ ）内は、間接比率で内数であります。 

2.ニイウス株式会社とユーディービィー・リナックス・ジャパン株式会社は平成 18 年７月１日を合併期日と

してニイウス株式会社を存続会社とする吸収合併を行ないました。これによりニイウス株式会社は、資本金

が 2,850 百万円に増資されました。 

3.ニイウス・メディカル西日本システム株式会社は、平成18年８月25日に、中国電力株式会社、広島ガス株式

会社、株式会社広島銀行、広島信用金庫、株式会社オムエルを引受先とする増資を行ないました。これによ

り、当社の議決権比率は51％になりました。 

4.ニイウス レント株式会社は、平成18年７月３日、当社100％出資により設立しております。 

5.ニイウス レント株式会社と株式会社ハルク・マダムは平成18年９月１日を合併期日としてニイウス レント
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株式会社を存続会社とする吸収合併を行ないました。これによりニイウス レント株式会社は、資本金が100

百万円に増資されました。 

6.ニイウス株式会社、ニイウスＳＥ株式会社およびニイウス レント株式会社は平成 19 年４月１日を合併期日

としてニイウス株式会社を存続会社とする吸収合併を行ないました。 

 

当社および子会社の当社グループの事業に関わる位置付けおよび事業の系統図は次のとおりです。 

 

【事業系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お   客   様

持

株

会

社

ニ

イ

ウ

ス

コ

ー

株

式

会

社

事 業 会 社

ニ イ ウ ス （ 株 ）
ハードウェア、ソフトウェアの販売、ＳＥサービスの提供、業務ア

プリケーションの提供 

ニイウスメディカルシステム(株) 統合医療情報システムの販売 

( 株 ) ビ ッ ク ニ イ ウ ス データセンター・Ｊａｖａ開発センター事業 

ニイウス・メディカル西日本システ

ム(株) 統合医療情報システムの販売 

(株)ニイウス金融エンジニアリン

グ・グループ 金融システムの調査研究、コンサルティング 

ニ イ ウ ス  Ｓ Ａ Ｔ ( 株 ) 当社グループに対する各種サービスの提供 

商品の提供 

日 本 ア イ ・ ビ ー ・ エ ム ( 株 )
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３．経営方針  
 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループ（当社および連結子会社）は、主に金融機関向けにビジネス・サーバ・システムによる情報シス

テム構築を行なうソリューション・プロバイダーとして、最新の技術動向に迅速・的確に対応した高品質なソリ

ューションを提供してまいりました。当社グループはダイナミックに変化するビジネス環境の中で、市場に応え

る営業と高度な技術力を持つＳＥの両輪でソリューションを数々創出し、事業展開を行なってまいりました。 

今後も先端技術をとりいれながら、お客様への信頼されるサービス提供を通じてお客様満足度の向上と顧客利

益の実現と情報社会における新たな社会基盤の構築に貢献してまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、成長性、収益性の観点および株主価値、資本効率の観点から、売上高、経常利益、売上高経常利益率、

ＲＯＥ、ＲＯＡ、自己資本回転率、営業キャッシュ・フローを重要な経営指標といたしております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 
当社は基幹事業であるディーラー・ビジネスに加え、データセンターを核とした金融業界および医療業界にお

けるＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロバイダー）サービスに３年前より取り組んでまいりました。こ

の新規ビジネス・モデルへの参入により高収益体質への改善を目指してまいりましたが、今期の業績および今後

の市場ニーズをふまえ、医療業界での事業展開から撤退することにいたしました。一方、金融におけるＡＳＰサ

ービスもその販売実績や今後の市場ニーズにあわせてリソースのシフトを行ない、成長性の高いサービスへのリ

ソース強化をはかってまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

①債務超過の解消 

当社グループは当連結会計年度において多額の損失を計上したことにより連結で 4,068 百万円の債務超過と

なりました。 

なお、当社は債務超過の早期解消に向けて第三者割当増資を行なうことを決議し、引受予定先との間で株式

引受契約の締結を行ないました。この内容につきましては別途「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象

または状況」の欄に開示しております。株主の皆さまに対して、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしており

ますことを衷心よりお詫び申し上げます。 

 
②事業基盤・事業体制の再構築 

当社グループにおいては、グループ全体の収益改善に向けた事業基盤・事業体制の再構築が急務であると考

えております。具体的にはグループ事業の戦略的な強化、グループ全体のコスト削減に努めて収益の改善を実

現することと認識しております。 

「企業価値の回復」を実現することにより、株主の皆さまをはじめとするステークホルダーの皆さまからの

信頼に応える企業として業績の早期回復と財務体質の改善に全社を挙げて取り組んでまいります。 

 

当社グループは、ディーラー・ビジネスとサービス・ビジネス（ＡＳＰサービス）を事業の二本柱として事

業展開してまいりました。今回の損失を踏まえ、サービス・ビジネスの一端である医療サービス・ビジネスか

らは全面撤退する決断をいたしました。 

一方の金融業界における各ＡＳＰサービスにつきましては、その市場競争力と契約からサービスインにいた

るまでの期間を厳密に分析した上で事業構造を再構築する必要があります。ＡＳＰサービスの実現は当社デー

タセンターでの運用がその中心となりますが、お客様データセンターとの連携での災害対策運用やシステムの

一部バックアップ対策の実現、他ソリューション・ベンダーとの製品・サービスでの協業によるサービス・レ

ベルの向上にも取り組んでまいります。 

 

またディーラー・ビジネスの中心的な作業であるシステム基盤系の有償作業につきましても上流から下流ま

で作業全般のサービス・メニューのポテンシャルを再度見極め、システム構築作業に特化することなく、機械

室の構築や引越し、システムの災害対策の実現、性能評価やベンチマーク作業、システム更改に対するコンサ

ルティング作業（システム基盤の選定作業）など当社グループが長年積み上げてきたシステム基盤に対するノ

ウハウを今一度結集し、さらにその作業の幅と奥行きをさらに拡大実現できるサービス・メニューの構築もあ

わせて行なってまいります。 

従来のディーラー・ビジネスとＡＳＰサービスの拡充をはかるためには人材の育成がかかせません。医療ビ

ジネスにおけるリソースの金融へのシフトとコンサルタントやプロジェクト・マネージャーなどの全体的なス

キルの底上げに努めてまいります。 

 
③内部統制の強化 

内部統制の強化は、組織的業務効率の向上、経営資源の有効活用、グループ各社間の連携強化のための重要

な課題です。すでに今期内部統制委員会を発足し、会社としての全般統制、業務統制、ＩＴ統制の３つの切り

口で現在の実状と問題点、今後の課題点などを検討してまいりました。今後は平成 20 年 7 月の事業年度開始

ニイウス コー(株)　(2731)　平成19年6月期決算短信

― 11 ―



 

 

からの内部統制管理体制の実現にむけてさらなる仕組み作りに取り組んでまいります。 

 

 

(5) その他、会社の経営上の重要な事項 

①経営体制について 

今回の債務超過の責任を重く受け止め、代表取締役末貞郁夫はじめ、現行のニイウス コー株式会社の取締

役は全員退任する予定です。併せて、監査役も全員退任する予定です。 

今後の当社経営体制は、新たに株式会社野村総合研究所の大野健取締役を迎え、経営を刷新いたします。大

野氏は平成 19 年 10 月下旬に開催を予定している臨時株主総会の承認をもって最高経営責任者（ＣＥＯ）に就

任する予定です。また、日本アイ・ビー・エム株式会社より元社員の大塚五一氏を顧問に迎えます。加えて、

ロングリーチグループの指名する取締役（非常勤）5 名、フェニックス・キャピタルの指名する取締役（非常

勤）1名および両社から独立した社外取締役（非常勤）2 名を迎え入れた合計 9名で構成する予定であります。

併せて、ロングリーチグループの指名する監査役(常勤および非常勤)数名を迎え入れる予定であります。 

 

②新経営陣による事業計画の策定について 

新経営陣は定時株主総会終了後、11 月下旬をめどに新事業計画を策定する予定です。 
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４． 連結財務諸表
 (1)　連結貸借対照表 　単位：千円

区分
注記
番号

構成比 構成比
金額 増減率

（資産の部） ％ ％ ％

Ⅰ　流動資産

　１．現金及び預金 14,712,940 17,174,986 2,462,046 16.7

　２．売掛金 13,947,135 12,197,191 △ 1,749,944 △ 12.5

　３．商品 6,272,330 6,439,273 166,943 2.7

　４．仕掛品 242,265 1,083,145 840,880 347.1

　５．前渡金 755,841 1,315,011 559,170 74.0

　６．前払費用 1,115,482 2,183,768 1,068,285 95.8

　７．未収入金 577,497 439,000 △ 138,497 △ 24.0

　８．未収法人税等 303,966 1,615,198 1,311,232 431.4

　９．未収消費税等 564,596 533,990 △ 30,606 △ 5.4

　10．繰延税金資産 206,795 26,681 △ 180,114 △ 87.1

　11．その他 30,673 56,163 25,490 83.1

　      貸倒引当金 △ 1,100 △ 790 310 △ 28.2

流動資産合計 38,728,426 54.4 43,063,622 64.6 4,335,195 11.2

Ⅱ　固定資産

　１．有形固定資産

　　　（1）建物 1,816,694 1,395,091

　　　　　減価償却累計額 △ 499,683 1,317,011 △ 581,597 813,494 △ 503,516 △ 38.2

　　　（2）工具器具及び備品 480,947 3,511,031

　　　　　減価償却累計額 △ 155,247 325,700 △ 416,068 3,094,962 2,769,262 850.2

　　　（3）土地 797,880 ― △ 797,880 △ 100.0

　　　（4）建設仮勘定 4,650,651 4,042,417 △ 608,234 △ 13.1

有形固定資産合計 7,091,243 10.0 7,950,874 11.9 859,631 12.1

　２．無形固定資産

　　　（1）ソフトウェア 8,358,151 2,718,642 △ 5,639,508 △ 67.5

　　　（2）電話加入権 5,573 5,573 ― －

　　　（3）ソフトウェア仮勘定 8,820,196 5,791,753 △ 3,028,443 △ 34.3

　　　（4）連結調整勘定 1,658,397 ― △ 1,658,397 △ 100.0

　　　（5）著作権 475,000 ― △ 475,000 △ 100.0

　　　（6）営業権 302,798 ― △ 302,798 △ 100.0

　　　（7）のれん ― 1,798,786 1,798,786 100.0

　　　（8）その他 1,330 1,615 285 21.4

無形固定資産合計 19,621,447 27.6 10,316,371 15.5 △ 9,305,076 △ 47.4

　３．投資その他の資産

　　　（1）投資有価証券 ※２ 3,347,463 1,669,555 △ 1,677,908 △ 50.1

　　　（2）長期性預金 ― 225,000 225,000 100.0

　　　（3）従業員長期貸付金 26,586 29,899 3,312 12.5

　　　（4）敷金及び保証金 1,467,446 1,317,210 △ 150,236 △ 10.2

　　　（5）長期前払費用 765,515 56,798 △ 708,717 △ 92.6

　　　（6）繰延税金資産 77,362 12,119 △ 65,243 △ 84.3

　　　（7）会員権 67,950 43,950 △ 24,000 △ 35.3

　　　（8）長期営業債権等 ― 4,188,855 4,188,855 100.0

　　　   貸倒引当金 △ 36,250 △ 2,183,578 △ 2,147,328 5,923.7

投資その他の資産合計 5,716,075 8.0 5,359,809 8.0 △ 356,265 △ 6.2

固定資産合計 32,428,766 45.6 23,627,055 35.4 △ 8,801,710 △ 27.1

資産合計 71,157,192 100.0 66,690,677 100.0 △ 4,466,514 △ 6.3

金額

前連結会計年度末

（平成18年6月30日現在）
増　減

金額

当連結会計年度末

（平成19年6月30日現在）
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　単位：千円

区分
注記
番号

構成比 構成比
金額 増減率

（負債の部） ％ ％ ％

Ⅰ　流動負債

　１．買掛金 17,711,800 15,483,794 △ 2,228,005 △ 12.6

　２．短期借入金 ※1,3 1,953,655 36,152,563 34,198,908 1,750.5

　３．未払金 5,015,533 797,476 △ 4,218,057 △ 84.1

　４．未払費用 355,793 343,143 △ 12,649 △ 3.6

　５．未払法人税等 1,640,955 56,421 △ 1,584,533 △ 96.6

　６．未払消費税等 101,286 59,593 △ 41,693 △ 41.2

　７．前受金 4,026,658 2,807,934 △ 1,218,723 △ 30.3

　８．預り金 2,792,664 197,026 △ 2,595,637 △ 92.9

　９．繰延税金負債 1,387 77,713 76,326 5,502.1

　10．賞与引当金 97,000 60,700 △ 36,300 △ 37.4

　11．受注損失引当金 ― 148,895 148,895 100.0

　12．リース資産減損勘定 ― 931,894 931,894 100.0

　13．その他 ― 12,284 12,284 100.0

流動負債合計 33,696,733 47.3 57,129,441 85.7 23,432,708 69.5

Ⅱ　固定負債

　１．長期借入金 ※3 10,059,942 10,034,814 △ 25,128 △ 0.2

　２．長期未払金 10,276 ― △ 10,276 △ 100.0

　３．長期前受金 ― 92,678 92,678 100.0

　４．繰延税金負債 ― 25,329 25,329 100.0

　５．退職給付引当金 26,204 27,809 1,604 6.1

　６．リース資産減損勘定 ― 3,448,873 3,448,873 100.0

固定負債合計 10,096,423 14.2 13,629,504 20.4 3,533,081 35.0

負債合計 43,793,156 61.5 70,758,946 106.1 26,965,789 61.6

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 8,564,007 12.1 8,564,007 12.8 ― －

　２．資本剰余金 9,162,007 12.9 9,162,007 13.7 ― －

　３．利益剰余金 9,549,771 13.4 △ 21,951,365 △ 32.9 △ 31,501,136 △ 329.9

      株主資本合計 27,275,785 38.4 △ 4,225,350 △ 6.4 △ 31,501,136 △ 115.5

Ⅱ　評価･換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 ― － 36,920 0.1 36,920 100.0

      評価･換算差額等合計 ― － 36,920 0.1 36,920 100.0

Ⅲ　少数株主持分 88,250 0.1 120,161 0.2 31,911 36.2

純資産合計 27,364,036 38.5 △ 4,068,268 △ 6.1 △ 31,432,304 △ 114.9

負債純資産合計 71,157,192 100.0 66,690,677 100.0 △ 4,466,514 △ 6.3

金額金額

前連結会計年度末

（平成18年6月30日現在）
増　減

当連結会計年度末

（平成19年6月30日現在）
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 (2)　連結損益計算書 　単位：千円

区分
注記
番号

百分比 百分比 金額 増減率

％ ％ ％

Ⅰ　売上高 77,180,672 100.0 60,390,691 100.0 △ 16,789,981 △ 21.8

Ⅱ　売上原価 58,158,438 75.4 50,262,277 83.2 △ 7,896,160 △ 13.6

売上総利益 19,022,233 24.6 10,128,413 16.8 △ 8,893,820 △ 46.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1.2 13,166,632 17.0 10,567,003 17.5 △ 2,599,629 △ 19.7

営業利益又は営業損失（△） 5,855,600 7.6 △ 438,589 △ 0.7 △ 6,294,190 △ 107.5

Ⅳ　営業外収益

　１．受取利息配当金 7,682 15,763

　２．受取賃貸料 40,497 36,916

　３．受取解約違約金 48,155 150,910

　４．その他 25,953 122,289 0.2 116,276 319,867 0.5 197,577 161.6

Ⅴ　営業外費用

　１．支払利息 150,125 352,856

　２．支払手数料 11,240 5,927

　３．債権売却損 52,067 56,332

　４．新株発行費 62,032 ―

　５．その他 20,288 295,754 0.4 20,432 435,549 0.7 139,794 47.3

経常利益又は経常損失（△） 5,682,135 7.4 △ 554,271 △ 0.9 △ 6,236,407 △ 109.8

Ⅵ　特別利益

　１．貸倒引当金戻入 76 30,000

　２．投資有価証券売却益 500 ―

　３．関係会社株式売却益 217,377 ―

　４．固定資産売却益 ※3 ― 217,953 0.3 82,105 112,105 0.1 △ 105,847 △ 48.6

Ⅶ　特別損失

　１．商品評価損 ― 1,884,245

　２．固定資産除却損 ※5 35,068 153,499

　３．固定資産売却損 ※4 ― 22,876

　４．投資有価証券評価損 ― 880,713

　５．会員権評価損 8,350 5,400

　６．貸倒引当金繰入額 ― 2,177,328

　７．事務所統合移転費用 ― 733,710

　８．事業撤退損失 ※7 ― 20,717,438

　９．減損損失 ※6 ― 43,418 0.1 2,699,553 29,274,767 48.4 29,231,349 67,324.8

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失
（△）

5,856,670 7.6 △ 29,716,933 △ 49.2 △ 35,573,604 △ 607.4

法人税、住民税及び事業税 2,632,787 209,587

法人税等調整額 132,064 2,764,852 3.6 321,683 531,270 0.9 △ 2,233,581 △ 80.8

少数株主利益 △ 3,272 △ 0.0 △ 17,318 △ 0.0 △ 14,045 429.2

当期純利益又は当期純損失（△） 3,088,545 4.0 △ 30,265,523 △ 50.1 △ 33,354,068 △ 1,079.9

自　平成17年7月 1日 増　減

金額

前連結会計年度

至　平成18年6月30日

当連結会計年度

自　平成18年7月 1日

金額

至　平成19年6月30日
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 (3)　連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度（自　平成17年7月1日　至平成18年6月30日） 　単位：千円

評価･換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

平成17年6月30日　残高 5,346,377 5,944,377 7,976,657 19,267,411 － 128,358 19,395,770

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 3,217,630 3,217,630 6,435,260 6,435,260

　剰余金の配当 △ 1,325,815 △ 1,325,815 △ 1,325,815

　利益処分による役員賞与 △ 172,167 △ 172,167 △ 172,167

　連結の範囲の変更による減少 △ 17,449 △ 17,449 △ 17,449

　当期純利益 3,088,545 3,088,545 3,088,545

　株主資本以外の項目の連結会計
　年度中の変動額（純額） △ 40,108 △ 40,108

連結会計年度中の変動額合計 3,217,630 3,217,630 1,573,113 8,008,373 － △ 40,108 7,968,265

平成18年6月30日　残高 8,564,007 9,162,007 9,549,771 27,275,785 － 88,250 27,364,036

当連結会計年度（自　平成18年7月1日　至平成19年6月30日） 　単位：千円

評価･換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

平成18年6月30日　残高 8,564,007 9,162,007 9,549,771 27,275,785 － 88,250 27,364,036

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 1,235,613 △ 1,235,613 △ 1,235,613

　当期純損失 △ 30,265,523 △ 30,265,523 △ 30,265,523

　株主資本以外の項目の連結会計
　年度中の変動額（純額） 36,920 31,911 68,831

連結会計年度中の変動額合計 － － △ 31,501,136 △ 31,501,136 36,920 31,911 △ 31,432,304

平成19年6月30日　残高 8,564,007 9,162,007 △ 21,951,365 △ 4,225,350 36,920 120,161 △ 4,068,268

純資産合計

純資産合計
株主資本

少数株主持分

株主資本
少数株主持分
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 (4)　連結キャッシュ・フロー計算書 　単位：千円

区分 金額

Ⅰ　　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益（△は純損失） 5,856,670 △ 29,716,933 △ 35,573,604

減価償却費 993,477 1,279,681 286,204

連結調整勘定償却 111,078 － △ 111,078

営業権償却 75,799 － △ 75,799

のれん償却額 － 162,409 162,409

退職給付引当金の増加額（△は減少額） 6,101 1,604 △ 4,497

賞与引当金の増加額（△は減少額） △ 39,428 △ 36,300 3,128

貸倒引当金の増加額(△は減少額) 292 2,147,018 2,146,726

受注損失引当金の増加額(△は減少額) － 148,895 148,895

受取利息及び配当金 △ 7,682 △ 15,763 △ 8,080

支払利息 150,125 352,856 202,730

為替差損（△は為替差益） △ 1,100 △ 1,212 △ 112

繰延資産の償却額 26 － △ 26

固定資産売却益 － △ 82,105 △ 82,105

固定資産売却損 － 22,876 22,876

固定資産除却損 35,068 153,499 118,431

商品評価損 48,312 2,577,029 2,528,716

商品除却損 5,374 76,783 71,409

会員権評価損 8,350 5,400 △ 2,950

事業撤退損失 － 19,917,438 19,917,438

減損損失 － 2,699,553 2,699,553

投資有価証券売却益 △ 500 － 500

投資有価証券評価損 － 880,713 880,713

関係会社株式売却益 △ 217,377 － 217,377

売上債権の減少額（△は増加額） △ 1,444,108 △ 4,138,150 △ 2,694,041

たな卸資産の減少額（△は増加額） △ 2,110,393 △ 5,358,216 △ 3,247,822

前渡金の減少額(△は増加額) △ 613,723 △ 559,170 54,553

前払費用の減少額（△は増加額） △ 149,661 △ 1,045,494 △ 895,832

未収消費税等の減少額（△は増加額） △ 571,375 30,606 601,981

その他流動資産の減少額（△は増加額） △ 20,626 △ 19,707 919

仕入債務の増加額（△は減少額） △ 703,343 △ 2,228,005 △ 1,524,662

未払費用の増加額（△は減少額） △ 158,090 △ 12,649 145,440

未払金の増加額(△は減少額) △ 41,638 201,967 243,606

未払消費税等の増加額（△は減少額） 36,306 △ 41,693 △ 77,999

前受金の増加額（△は減少額） 339,589 △ 1,126,044 △ 1,465,633

預り金の増加額（△は減少額） 2,089,901 △ 2,595,637 △ 4,685,538

その他流動負債の増加額（△は減少額） － 1,976 1,976

その他 － △ 18,859 △ 18,859

役員賞与の支給額 △ 172,167 － 172,167

小計 3,505,256 △ 16,335,632 △ 19,840,889

利息及び配当金の受取額 6,520 16,546 10,025

利息の支払額 △ 153,101 △ 365,339 △ 212,237

法人税等の支払額 △ 3,145,966 △ 3,083,647 62,319

営業活動によるキャッシュ・フロー 212,709 △ 19,768,073 △ 19,980,782

金額

至　平成19年6月30日

前連結会計年度

至　平成18年6月30日

自　平成17年7月 1日

金額

増　減

当連結会計年度

自　平成18年7月 1日
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　単位：千円

区分 金額

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 △ 1,061,342 △ 8,130,896 △ 7,069,554

有形固定資産の売却による収入 88,203 1,254,262 1,166,059

無形固定資産の取得による支出 △ 11,575,722 △ 4,551,418 7,024,303

無形固定資産の売却による収入 45,797 － △ 45,797

投資有価証券の取得による支出 △ 2,296,340 △ 117,500 2,178,840

投資有価証券の売却による収入 823,500 960,000 136,500

長期性預金の増加額 － △ 225,000 △ 225,000

敷金及び保証金の差入による支出 △ 13,534 △ 6,657 6,877

敷金及び保証金の返還による収入 50,413 12,857 △ 37,555

貸付けによる支出 △ 19,474 △ 9,424 10,049

貸付金の返済による収入 540,014 6,008 △ 534,006

会員権（預託金）の取得による支出 △ 12,000 － 12,000

会員権（預託金）の返還による収入 11,800 23,000 11,200

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 △ 1,363,002 － 1,363,002

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入 312,202 － △ 312,202

営業譲受による支出 △ 616,587 － 616,587

その他 △ 697,467 53,804 751,272

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 15,783,540 △ 10,730,963 5,052,576

金額

自　平成17年7月 1日

金額

至　平成18年6月30日

自　平成18年7月 1日

至　平成19年6月30日

増　減

前連結会計年度 当連結会計年度
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　単位：千円

区分 金額

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 833,655 34,198,908 33,365,253

長期借入による収入 10,000,000 50,000 △ 9,950,000

長期借入金の返済による支出 △ 98,014 △ 75,128 22,886

株式の発行による収入 6,435,260 ― △ 6,435,260

有償減資による支出 △ 66,666 ― 66,666

少数株主からの払込による収入 34,000 15,000 △ 19,000

配当金の支払額 △ 1,322,460 △ 1,228,909 93,551

その他 △ 4,887 ― 4,887

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,810,885 32,959,870 17,148,985

Ⅳ　　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,100 1,212 112

Ⅴ　　現金及び現金同等物の増加額 241,154 2,462,046 2,220,891

Ⅵ　　現金及び現金同等物の期首残高 14,471,786 14,712,940 241,154

Ⅶ　　現金及び現金同等物の期末残高 14,712,940 17,174,986 2,462,046

金額

至　平成19年6月30日

前連結会計年度

至　平成18年6月30日

自　平成17年7月 1日

金額

増　減

当連結会計年度

自　平成18年7月 1日
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（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況） 
 

当社グループは当連結会計年度において、30,265,523 千円の当期純損失を計上したことにより、4,068,268 千

円の債務超過となるとともに、当社の連結子会社であるニイウス株式会社が契約しておりますコミットメントラ

イン契約（リボルビング・クレジット・ファシリティ契約）および金銭消費貸借契約の両契約に係わる当連結会

計年度末残高 30,000 百万円の財務制限条項に抵触することとなりました。 

当該状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、平成 19 年 8 月 29 日付をもってロングリーチグループおよびフェニ

ックス・キャピタル株式会社との間で、平成 19 年 10 月下旬に開催を予定している臨時株主総会の承認を前提と

した 200 億円の第三者割当増資の引き受けに関する契約書を締結いたしました。 

また、財務制限条項に抵触していることによる期限の利益喪失のおそれを解消することについて、株式会社三

菱東京 UFJ 銀行より基本的な合意を得て、取引関係の継続につき、協力していただけることになっております。

その他の取引金融機関とは合意に向けての交渉を行ないます。手元資金および第三者割当増資資金により、少な

くとも、今後一年間は資金不足等が発生しないと見込んでおります。 

なお、当社グループは平成 19 年 8 月 29 日の取締役会決議に基づき、医療事業から全面的に撤退し経営資源を

金融事業に集約するとともに、管理コストの削減により収益力の改善を図り、財務体質の強化を行なっていく予

定であります。 

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。 
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　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数　　　9社  連結子会社の数　　　6社

 連結子会社の名称  連結子会社の名称

ユーディービィー・リナックス・ジャパン 株式会社ビックニイウス

株式会社 ニイウスメディカルシステム株式会社

ニイウスSE株式会社 ニイウス株式会社

　平成18年1月1日付で株式会社ハルク 株式会社ニイウス金融エンジニアリング・

システム開発からニイウスSE株式会社 グループ

に商号変更しております。 ニイウス・メディカル西日本システム株式

株式会社ビックニイウス 会社

ニイウスメディカルシステム株式会社 ニイウスＳＡＴ株式会社

株式会社ハルク・マダム 　前連結会計年度まで連結子会社であり

ニイウス株式会社 ましたユーディービィー･リナックス･ジャ

　平成18年1月1日付でニイウス分割準備 パン株式会社は平成18年7月1日付でニ

株式会社からニイウス株式会社に商号 イウス株式会社と合併しております。また、

変更しております。 株式会社ハルク･マダムは平成18年9月

株式会社ニイウス金融エンジニアリング・ 1日付でニイウスレント株式会社（平成18

グループ 年7月3日付で新たに設立）と、ニイウス

ニイウス・メディカル西日本システム株式 ＳＥ株式会社及びニイウスレント株式会

会社 社は平成19年4月1日付でニイウス株式

ニイウスＳＡＴ株式会社 会社と合併しております。

　上記のうち、ニイウス株式会社および

ニイウス・メディカル西日本システム株式

会社、ニイウスＳＡＴ株式会社については、

当連結会計年度において新たに設立した

ため、連結の範囲に含めております。

　株式会社ニイウス金融エンジニアリング・

グループについては、当連結会計年度に

おいて同社の株式を取得し、子会社化し

たため、連結の範囲に含めております。

　なお、株式会社ハルクについては、当連

結会計年度においてニイウスメディカル

システム株式会社が同社株式を売却し

議決権の所有割合が14.9％に低下した

ため、連結の範囲から除いております。

②　主要な非連結子会社の名称等 ②　主要な非連結子会社の名称等

　　株式会社エー・ディー・エス 　前連結会計年度まで非連結子会社で

　（連結の範囲から除いた理由） ありました株式会社エー･ディー･エスは

　　非連結子会社は小規模であり、総資 平成19年1月10日付で清算結了してお

　産、売上高、当期純損益及び利益剰余 ります。

　金等は、いずれも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。

　持分法を適用していない非連結子会社( 　持分法を適用していない関連会社（タウ

株式会社エー・ディー・エス）は、当期純 ンネットワークサービス株式会社）は、

損益及び利益剰余金等からみて、持分法 当期純損益（持分に見合う額）及び利益

の対象から除いても連結財務諸表に及ぼ 剰余金（持分に見合う額）等からみて、

す影響が軽微であり、かつ、全体としても 持分法の対象から除いても連結財務諸

重要性がないため持分法の適用範囲から 表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全

除外しております。 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。

２．持分法の適用に関する事項

項目

至　平成18年6月30日

前連結会計年度

自　平成17年7月 1日

当連結会計年度

自　平成18年7月 1日

至　平成19年6月30日
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３．連結子会社の事業年度等に関する 　連結子会社のうち、株式会社ニイウス

　事項 金融エンジニアリング・グループの決算 同　　　　　　　左

日は3月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たって、同社

については、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。

　なお、その他の連結子会社の事業年度

の末日は、連結決算日と一致しており

ます。

４．会計処理基準に関する事項
　（１）重要な資産の評価基準及び ①有価証券 ①有価証券
評価方法 　その他有価証券 　その他有価証券

　時価のあるもの 　時価のあるもの

　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。

　時価のないもの 　時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しており 同　　　　　　　左
ます。

②デリバティブ ②デリバティブ
　原則として時価法を採用しております。

③たな卸資産 ③たな卸資産

　商品・仕掛品 同　　　　　　　左
　個別法による原価法を採用しております。

　（２）重要な減価償却資産の減価 ①有形固定資産 ①有形固定資産

償却の方法 　定率法を採用しております。ただし、平成 　主として定率法を採用しております。た

10年4月1日以降に取得した建物（付属設 だし、平成10年4月1日以降に取得した建

備を除く）は定額法を採用しております。 物（付属設備を除く）は定額法を採用して

　なお主な耐用年数は次のとおりであり おります。また、ＡＳＰサービスビジネスで

ます。 使用している建物（付属設備）及び工具

　建　　　　 　 物 　　　    10年～47年 器具及び備品は定額法を採用しておりま

　工具器具及び備品      4年～10年 す。

　なお主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

　建　　　　 　 物 　　　    10年～47年

　工具器具及び備品      4年～10年

②無形固定資産 ②無形固定資産

（ｲ）市場販売目的ソフトウェア （ｲ）市場販売目的ソフトウェア

　見込販売収益に基づく償却額と当該ソフ

トウェア残存期間（3～5年）に基づく定額法

償却額とのいずれか大きい額を計上する

方法を採用しております。

（ﾛ）自社利用ソフトウェア （ﾛ）自社利用ソフトウェア

　社内における見込利用可能期間（５年） 同　　　　　　　左

に基づく定額法を採用しております。

（ﾊ）著作権 （ﾊ）著作権

　見込販売収益に基づく償却額と著作権

有効期間（5年）に基づく定額法償却額と

のいずれか大きい額を計上する方法を

採用しております。

（ﾆ）営業権 （ﾆ）営業権

　5年間で均等償却しております。

項目

前連結会計年度 当連結会計年度

自　平成17年7月 1日 自　平成18年7月 1日

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日
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　（３）重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、 同　　　　　　　左

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。

②賞与引当金 ②賞与引当金

　一部の連結子会社は、従業員に対して 同　　　　　　　左

支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき当連結会計年度に見合う

分を計上しております。

③退職給付引当金 ③退職給付引当金

　一部の連結子会社は、従業員の退職 同　　　　　　　左

給付に備えるため、当連結会計年度末

における自己都合要支給額に基づき計

上しております。

④受注損失引当金 ④受注損失引当金

　一部の連結子会社は、受注契約に係

る将来の損失に備えるため、当連結会

計年度末時点で将来の損失が確実に

見込まれ、かつ、当該損失額を合理的

に見積もることが可能なものについては、

将来の損失見込額を計上しております。

（追加情報）

　当連結会計年度末において、進行中

の契約の状況を検証した結果、将来の

損失が見込まれる案件が新たに確認さ

れたため、損失見込額を受注損失引当

金として計上しております。これにより、

売上総利益が148,895千円減少し、営

業損失、経常損失、税金等調整前当期

純損失が同額増加しております。

（４）重要な外貨建の資産及び負債の 　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の 同　　　　　　　　左

本邦通貨への換算基準 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。

（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転移する 同　　　　　　　　左

と認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

（６）重要なヘッジ会計の方法 ①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております｡

　ただし、為替予約が付されている外貨建

金銭債務については、振当処理を行って

おります。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

　デリバティブ取引（為替予約取引）

・ヘッジ対象

　相場変動等による損失の可能性があり、

相場変動等が評価に反映されてないもの

およびキャッシュ・フローが固定されその

変動が回避されるもの（外貨建金銭債務）

項目

前連結会計年度 当連結会計年度

自　平成17年7月 1日 自　平成18年7月 1日

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日
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（６）重要なヘッジ会計の方法 ③ヘッジ方針

　社内管理規程に基づき、外貨建取引の

為替レートの変動によるリスクをヘッジす

るため、為替予約を締結しております。

④ヘッジの有効性評価の方法

　予定取引について為替予約を付してい

るため、その後の為替相場の変動による

相関関係は完全に確保されており、その

判定をもって有効性の判定に代えており

ます。（決算日における有効性の評価を

省略しております。）

（７）その他連結財務諸表作成のための 　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理

基本となる重要な事項  消費税及び地方消費税の会計処理は 同　　　　　　　　左

税抜処理によっております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に 　連結子会社の資産及び負債の評価に 同　　　　　　　　左

関する事項 ついては、全面時価評価法を採用してお

ります。

６．連結調整勘定の償却に関する事項 　連結調整勘定の償却については、5年間

及び20年間の均等償却を採用しております。

７．のれん及び負ののれんの償却に関 　のれんの償却については、5年間及び20

する事項 年間の均等償却を採用しております。

８．連結キャッシュ・フロー計算書に 　連結キャッシュ・フロー計算書における 同　　　　　　　　左

おける資金の範囲 資金（現金及び現金同等物）は､手許現金､

随時引き出しが可能であり､かつ価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

　

　

当連結会計年度

至　平成19年6月30日

項目 自　平成18年7月 1日

前連結会計年度

自　平成17年7月 1日

至　平成18年6月30日
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（固定資産の減損に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」（

「固定資産の減損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14年8月9日）及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号　

平成15年10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。

（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」（企業会計基準委員会　平成17年12月

9日　企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成17年12月9日　企業会計基準適用指針第8号）

を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は27,275,785

千円であります。

（企業結合に係る会計基準等）

　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17年12月27日）を適用しております。

表示方法の変更

定」として掲記していたものは、当連結会計年度から

「のれん」として表示しております。

（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）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増加額」は、　前連結会計年度において「営業権償却」及び「連結調

前連結会計年度は「その他流動負債の増加額」に含めて表 整勘定償却」として掲記されていたものは、当連結会計

示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記し 年度から「のれん償却額」として表示しております。

ております。 　

　なお、前連結会計年度の「その他流動負債の増加額」に

含まれている「預り金の増加額」は、617,807千円であります。

前連結会計年度 当連結会計年度

自　平成17年7月 1日 自　平成18年7月 1日

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日

前連結会計年度 当連結会計年度

自　平成17年7月 1日

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

　前連結会計年度において「営業権」及び「連結調整勘

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日

自　平成18年7月 1日
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注記事項
　　（連結貸借対照表関係）

※１．運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行18行と当 ※１．運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行18行と貸出

座貸越契約ならびに貸出コミットメントライン契約を締結して コミットメントライン契約を、取引銀行6行と当座貸越契約を

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 締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の

行残高は次のとおりであります。 借入未実行残高は次のとおりであります。

　㈱三菱東京UFJ銀行 7,600,000千円 　㈱三菱東京UFJ銀行   100,000千円

　㈱三井住友銀行 2,000,000千円 　㈱三井住友銀行 1,000,000千円

　三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 2,000,000千円 　㈱りそな銀行     40,000千円

　ス ル ガ 銀 行㈱ 1,000,000千円 　㈱広島銀行 1,000,000千円

　㈱八 十 二 銀 行 1,000,000千円 　㈱百十四銀行   500,000千円

　㈱みずほコーポレート銀行 1,000,000千円

　㈱山  口   銀  行 1,000,000千円

　㈱足  利   銀  行   400,000千円

　㈱群　馬　 銀　行   400,000千円

　㈱常  陽   銀  行   400,000千円

　住友信託銀行㈱   400,000千円

　㈱第  四   銀  行   400,000千円

　中央三井信託銀行㈱   400,000千円

　㈱中  国   銀  行   400,000千円

　㈱肥  後   銀  行   400,000千円

　㈱福  岡   銀  行   400,000千円

　㈱北  國   銀  行   400,000千円

　㈱山  形   銀  行   400,000千円

※２．関係会社に対するものは次のとおりであります。 ※２．関係会社に対するものは次のとおりであります。

　投資有価証券（株式）     16,943千円 　　投資有価証券（株式）     　　　　117,500千円　　　　

※３．
　連結子会社であるニイウス㈱にて、短期借入金のうち200億

円、長期借入金のうち100億円に以下の財務制限条項がそれぞ

れ付されており、当該条項に抵触した場合、借入先からの請求

により、一括返済することになる可能性があります。

（１）短期借入金に係る財務制限条項

　①ニイウス㈱は平成19年6月期（但し、平成18年12月中間期

　　に係る報告書等または計算書類等を作成した場合には、

　　平成18年12月中間期）並びにそれ以降の各年度の決算期

　　（中間期を含まない）及び、中間期に係る報告書等また

　　は計算書類等を作成した場合には、中間期の末日における

　　貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期

　　（中間期に係る報告書等または計算書類等を作成した場合

　　には中間期）の末日または平成18年6月期の末日における

　　貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方

　　の75％の金額以上にそれぞれ維持すること。

　②当社のいずれかの年度の決算期（中間期を含まない）

　　または中間期（以下、当該決算期及び中間期を「本･中間

　　決算期」という）の末日における当社の連結の貸借対照表

　　における純資産の部の金額が、当該本･中間決算期の直前

　　の本･中間決算期の末日または平成18年6月期の末日におけ

　　る当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の

　　いずれか大きい方の75％の金額以上に維持すること。

（２）長期借入金に係る財務制限条項

　①当社は、各年度の決算期及び中間期の末日に連結の貸借

　　対照表における純資産の部の金額を前年同期の末日また

　　は平成17年6月期の末日の連結の貸借対照表における純資

　　産の部の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持する

　　こと。

　②ニイウス㈱は、各年度の決算期及び中間期の末日における

　　単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期

　　（本･中間決算期）の直前の決算期（本･中間決算期）の

　　末日または平成18年6月期の末日における単体の貸借対照

※３．（財務制限条項）

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成18年6月30日現在） （平成19年6月30日現在）
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　　表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75％

　　以上に維持すること。

　③当社は、各年度の決算期における連結の損益計算書に示さ

　　れる経常損益及び当期損益が平成18年6月期以降の決算期

　　につき、2期連続して損失とならないようにすること。

　④ニイウス㈱は、各年度の決算期における単体の損益計算書

　　に示される経常損益及び当期損益が平成18年6月期以降の

　　決算期につき、2期連続して損失とならないようにするこ

　　と。当社は現状の厳しい経営環境の下で、収益性向上と

　　キャッシュ･フロー改善にグループ総力をあげて継続して

　　取組んでおりますが、財務制限条項が付された借入人で

　　ありますニイウス(株)は、当事業年度におきまして債務

　　超過となり、前期の財務制限条項に抵触致します。当該

　　状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が生じて

　　おり、現在、不採算事業の撤退ならびにあらゆるコスト

　　削減の実施を行いますと共に、各行への本条項に基づく

　　期限の利益喪失の請求に対する猶予の交渉及び資本増強を

　　含めた抜本的な財務基盤強化策の実施をしております。

（平成18年6月30日現在） （平成19年6月30日現在）

前連結会計年度 当連結会計年度
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　　（連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。 　　　次のとおりです。

給料手当等 3,524,470千円  給料手当等 3,542,482千円   

不動産賃借料 1,381,407千円  不動産賃借料 1,273,448千円   

リース料 　 1,641,118千円  リース料 　 1,406,314千円   

業務委託費 　 725,399千円  旅費交通費 　 350,163千円   

旅費交通費 　 589,549千円  業務委託費 　 340,459千円   

賞与引当金繰入額 　 51,558千円  退職給付費用 　 94,228千円   

退職給付費用 　 108,421千円  

※２．販売費及び一般管理費のうち、研究開発費として ※２．

　　　790,661千円が含まれております。

※３．固定資産売却益は、建物及び土地売却益76,143千円、

　　　工具器具及び備品売却益5,962千円であります。

※４．固定資産売却損は、建物及び土地売却損22,876千円

　　　であります。

※５．固定資産除却損は、建物除却損25,783千円及び工具 ※５．固定資産除却損は、建物除却損60,799千円及び工具

器具及び備品除却損9,284千円であります。 　　　器具及び備品除却損87,850千円、ソフトウェア除却損

　　　4,849千円であります。

※６．（固定資産の減損に係る会計基準）

　　当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を

　　計上しております。

減損損失

（千円）

沖縄県名護市 金融サービス事業 建設仮勘定 1,353,900

ソフトウェア仮勘定 967,400

リース資産 378,223

東京都中央区 医療事業 リース資産 4,002,544

　当社グループは、減損損失を把握するにあたり事業を金融事

業、医療事業に分類し、更にそれぞれのサービス単位にグルー

ピングしております。金融サービス事業は主にＡＳＰサービス

ビジネスを行っておりますが、当社グループが想定した販売計

画と実績に乖離が生じたことに伴い、販売計画を市場動向に

沿う様見直しを行いました。その結果、金融サービス事業を

展開しております連結子会社のニイウス株式会社が保有する当該

資産の帳簿価額を回収可能額まで減損し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上致しました。なお、当該資産の回収

可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ･フロ

ーを5％で割り引いて算定しております。内訳は、建設仮勘定

1,353,900千円、ソフトウェア仮勘定967,400千円、リース資産

378,223千円であります。また、医療事業撤退に伴い閉鎖した

医療事業用データセンターで使用しておりましたリース資産に

関しまして減損処理をしており、その金額は4,002,544千円であ

ります。
※７．（事業撤退損失）

　医療事業から撤退することが明らかになったため、当連結会

計年度において当該事業に係る資産を除却し、係る損失を事業

撤退損失として特別損失に計上しております。これにより税金

等調整前当期純損失が20,717,438千円増加しております。除却

した資産の内訳は、商品980,787千円、仕掛品748,687千円、

工具器具備品930千円、著作権1,126,954千円、ソフトウェア

8,385,197千円、ソフトウェア仮勘定4,669,990千円、長期前払

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日

場所 用途 種類

前連結会計年度 当連結会計年度

自　平成17年7月 1日 自　平成18年7月 1日
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費用802,346千円、リース資産4,002,544千円であります。

　　（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

一般募集増資による増加　　　 　48,000株

第三者割当増資による増加　　  　5,000株

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　（連結株主資本等変動計算書関係）
当連結会計年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）

１．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

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

基準日 効力発生日

平成18年9月21日
定時株主総会 普通株式 1,235,613 1,800 平成18年6月30日 平成18年9月22日

決議 株式の種類 配当金の総額（千円） 1株当たり配当額（円）

当連結会計年度末
株式数（株）

普通株式 686,452 － － 686,452

株式の種類
前連結会計年度末

株式数（株）
当連結会計年度

増加株式数（株）
当連結会計年度

減少株式数（株）

決議 株式の種類 1株当たり配当額（円） 基準日配当金の総額（千円）

普通株式

配当金の総額
（千円）

1,235,613

効力発生日

当連結会計年度

自　平成18年7月 1日

至　平成19年6月30日

平成17年9月22日

決議予定 配当の原資 効力発生日

平成17年9月21日
定時株主総会 普通株式 1,325,815 2,093 平成17年6月30日

株式の種類

前連結会計年度

自　平成17年7月 1日

至　平成18年6月30日

平成18年9月22日
利益剰余金

1株当たり
配当額（円）

1,800

基準日

平成18年6月30日

平成18年9月21日
定時株主総会

普通株式

当連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

前連結会計年度末
株式数（株）

株式の種類

686,452－53,000633,452
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　　（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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 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 　されている科目の金額との関係

（平成18年6月30日現在） （平成19年6月30日現在）

　　　（単位：千円） 　　　（単位：千円）

現金及び預金勘定 14,712,940 現金及び預金勘定 17,174,986

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 ― 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 ―

現金及び現金同等物 14,712,940 現金及び現金同等物 17,174,986

２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及 ２．

　び負債の主な内容

　株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資

　産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための

　支出（純額）との関係は次のとおりであります。

　株式会社ﾆｲｳｽ金融ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ（平成17年9月30日現在）

　　　　　　流動資産 1,243,295千円

　　　　　　固定資産 104,313千円

　　　　　　連結調整勘定 1,699,662千円

　　　　　　流動負債 △522,234千円

　　　　　　固定負債 　　△185,038千円

　　　　　　同社の取得価額 2,339,998千円

　　　　　　同社の現金及び現金

　　　　　　同等物 　　△976,996千円

差引：同社株式取得のための支出 1,363,002千円

３．株式の売却により連結子会社から除外された会社の資 ３．

　産及び負債の主な内容

　株式の売却により株式会社ハルクが連結子会社でなくなった

　ことに伴う連結除外時の資産及び負債の主な内訳は、次の

　とおりであります。

　株式会社ハルク（平成17年12月31日現在）

　　　　　　流動資産 6,122,692千円

　　　　　　固定資産 　　　1,056,748千円

　　　　　　資産合計 7,179,440千円

　　　　　　流動負債 5,675,319千円

　　　　　　固定負債 　　　　111,734千円

　　　　　　負債合計 5,787,053千円

至　平成18年6月30日

自　平成17年7月 1日

前連結会計年度

自　平成18年7月 1日

至　平成19年6月30日

当連結会計年度

ニイウス コー(株)　(2731)　平成19年6月期決算短信

― 30 ―



（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項 該当事項はありません。

（１）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨の為替予約で
あります。

（２）取引に関する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の為替変動によるリスク回避

を目的としており､投機的な取引は行わない方針であります。

（３）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は､外貨建金銭債務の為替変動リスク

を回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約が付されて

いる外貨建金銭債務については、振当処理を行っております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段・・・為替予約取引

　ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務

③ヘッジ方針

　社内管理規程に基づき、外貨建取引の為替レートの変動による

リスクをヘッジするため、為替予約を締結しております。

④ヘッジの有効性評価の方法

　予定取引について為替予約を付しているため、その後の為替相

場の変動による相関関係は完全に確保されており、その判定をも

って有効性の判定に代えております。（決算日における有効性の

評価を省略しております。）

（４）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は為替相場の変動によるリスクはほとんどないと

認識しております。

（５）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた

社内管理規程に従い、購買部門からの発注予定額にもとづき、管

理担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

（６）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　該当事項はありません。

２．取引の時価等に関する事項

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　　デリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため､

注記の対象から除いております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

当連結会計年度

自　平成18年  7月 1日

至　平成19年　6月30日

自　平成17年  7月 1日

至　平成18年　6月30日

前連結会計年度
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（セグメント情報）
a.事業の種類別セグメント情報
前連結会計年度（自　平成17年7月1日　　至　平成18年6月30日）

　当連結グループは、同一セグメントに属するシステム開発、ソフトウェア製品・商品の販売、情報機器の販売

等の情報サービス事業を行っており、当該セグメント以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年7月1日　　至　平成19年6月30日）

　当連結グループは、同一セグメントに属するシステム開発、ソフトウェア製品・商品の販売、情報機器の販売

等の情報サービス事業を行っており、当該セグメント以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

b.所在地別セグメント情報
前連結会計年度（自　平成17年7月1日　　至　平成18年6月30日）

　本邦以外の国又は地域に存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。

当連結会計年度（自　平成18年7月1日　　至　平成19年6月30日）

　本邦以外の国又は地域に存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。

c.海外売上高
前連結会計年度（自　平成17年7月1日　　至　平成18年6月30日）

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

当連結会計年度（自　平成18年7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％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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(関連当事者との取引）
　前連結会計年度（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）
（１）役員及び個人主要株主等

役員の兼
任等

事実上の関
係

末貞郁夫 － －
当社代表取
締役

（被所有）
直接0.76%

－ － 不動産賃貸 9,170 － －

割方美奈子 － －
当社代表取
締役

（被所有）
直接0.03%

－ － 不動産賃貸 7,337 － －

役員及びそ
の近親者

森直樹 － － 当社取締役
（被所有）
直接0.00%

－ － 不動産賃貸 2,701 － －

吉兼晴雄 － － 当社取締役
（被所有）
直接0.01%

－ － 不動産賃貸 6,993 － －

島田伸吾 － － 当社取締役
（被所有）
直接0.15%

－ － 不動産賃貸 4,527 － －

（注）1． 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2． 取引条件及び取引条件の決定方針等

賃貸料は、固定資産税評価額を基礎にして計算しております。

3． 島田伸吾は、平成18年6月30日付で当社取締役を辞任しております。

　当連結会計年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）
（１）役員及び個人主要株主等

役員の兼
任等

事実上の関
係

末貞郁夫 － －
当社代表取
締役

（被所有）
直接0.53%

－ － 不動産賃貸 6,878 － －

割方美奈子 － －
当社代表取
締役

（被所有）
直接0.03%

－ － 不動産賃貸 5,503 － －

役員及びそ
の近親者

森直樹 － － 当社取締役
（被所有）
直接0.00%

－ － 不動産賃貸 1,350 － －

不動産賃貸 8,391 － －

不動産売却 124,838 未収入金 127,000

（注）1． 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2． 取引条件及び取引条件の決定方針等

･賃貸料は、固定資産税評価額を基礎にして計算しております。

･不動産の売却額については、複数の不動産鑑定士の鑑定評価額を参考に交渉の上決定しております。

･森直樹は平成18年9月21日付で当社取締役を退任いたしましたので、平成18年7月1日から同日までの取引金額を記載しております。

（被所有）
直接0.01%

－ －吉兼晴雄 － － 当社取締役

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容属性
会社等の名
称

住所
資本金

（億円）

属性
会社等の名
称

住所
資本金

（億円）
科目

期末残高
（千円）

取引金額
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
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（企業結合等関係）

当連結会計年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日）

業務体制の効率化を目的として連結子会社同士を合併しました。

１．合併に関する事項

（１）企業結合の対象となった事業

　　情報サービス業

（２）企業結合の対象となった事業の内容

　　システム開発、ソフトウェア製品･商品の販売、情報機器の販売等の情報サービス業

（３）企業結合の法的形式

　　存続会社による吸収合併

（４）結合当時企業の名称及び結合後企業の名称

　①平成18年7月1日付合併

結合後企業の名称

存続会社 ニイウス株式会社

消滅会社 ユーディービィー･リナックス･ジャパン株式会社

　②平成18年9月1日付合併

結合後企業の名称

存続会社 ニイウスレント株式会社

消滅会社 株式会社ハルク･マダム

　③平成19年4月1日付合併

結合後企業の名称

存続会社 ニイウス株式会社

ニイウスSE株式会社

ニイウスレント株式会社

２．実施した会計処理の概要
　当連結グループは、同一セグメントに属するシステム開発、ソフトウェア製品･商品の販売、
情報機器の販売等の情報サービス業を行っており、合併した会社はいずれも共通支配下の
取引に該当し、個別財務諸表上、結合当事企業の適正な帳簿価額を基礎として会計処理し、
また、連結財務諸表上は内部取引としてすべて消去しております。

結合当時企業の名称

消滅会社
ニイウス株式会社

結合当時企業の名称

ニイウス株式会社

結合当時企業の名称

ニイウスレント株式会社
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（1株当たり情報）

１株当たり純資産額 39,734円44銭 1株当たり純資産額 △6,101円56銭

1株当たり当期純利益 4,742円25銭 1株当たり当期純損失 △44,089円79銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について 　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額について

は、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 は、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在して

いないため記載しておりません。

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

 （うち利益処分による役員賞与金） （  16,500) （  　　－)

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 1.

　1,393,706株

　1株につき4,664円

　6,500,244,784円

　2,332円

　3,250,122,392円

　平成19年11月5日（予定）

　平成19年11月5日（予定）

　(仮)ロングリーチグループ

　1,393,706株

2.

　リース取引、有価証券、税効果会計、退職給付費用会計に関する注記事項については決算短信における
開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略いたします。

平成19年8月29日開催の当社取締役会において、平成20年6月期に
おいてニイウスメディカルシステム株式会社を中核とする医療業
界向けの医療サービス・ビジネスから全面撤退することを決議い
たしました。当該撤退に伴う損失は事業撤退損失として、特別損
失に20,717,438千円計上しております。既存のお客様に対する開
発や保守については今後慎重に検討した上で、お客様にご説明し
ていく所存です。

当社は、ロングリーチグループとフェニックス・キャピタル株式
会社との間で、平成19年10月下旬に開催を予定している当社の臨
時株主総会で必要な決議が得られることおよび証券取引法に基づ
く有価証券届出書の効力が発生することを条件として、当社がロ
ングリーチグループおよびフェニックス・キャピタル株式会社が
それぞれ組成する投資事業組合からの出資を受け入れることに合
意し、平成19年8月29日に取締役会において決議し、3社間で第三
者割当増資（普通株式および優先株式）に係る株式引受契約を締
結しました。
　出資の内容は以下のとおりです。株式発行総額は200億円であ
り、ロングリーチグループとは普通株式発行（1株あたり4,664
円）として総額65億円、Ａ種優先株式発行として70億円（1株あた
り10,000,000円）、フェニックス・キャピタル株式会社とはＡ種
優先株式に総額40億円（1株あたり10,000,000円）、Ｂ種優先株式
に総額25億円（1株あたり50,000,000円）となります。臨時株主総
会での決議が前提となりますが、ロングリーチグループは当社の
発行済株式の67％を保有することとなり、筆頭株主となる予定で
す。Ａ種優先株式およびＢ種優先株式には議決権はありません。
　新普通株発行要領は以下のとおりです。

△ 30,265,523

　(8)割当先及び配当株式数

　(6)申込期日

　(5)資本組入額の総額

　(7)払込期日

　(1)発行新株式数

　(2)発行価額

至　平成19年6月30日

3,088,545

　(3)発行価額の総額

　(4)資本組入額

至　平成18年6月30日

△ 30,265,523

3,072,045

期中平均株式数（株）

16,500

当連結会計年度

自　平成18年7月 1日自　平成17年7月 1日

647,803 686,452

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益又は
当期純損失（千円）

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日

前連結会計年度

前連結会計年度

自　平成17年7月 1日

当期純利益又は当期純損失（千円）

当連結会計年度

自　平成18年7月 1日

前連結会計年度 当連結会計年度

自　平成17年7月 1日 自　平成18年7月 1日
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５．個別財務諸表
 (1)　貸借対照表 　単位：千円

区分
注記
番号

構成比 構成比
金額 増減率

（資産の部） ％ ％ ％

Ⅰ　流動資産

　１．現金及び預金 995,454 11,625,646 10,630,192 1,067.9

　２．前払費用 167,186 216,978 49,791 29.8

　３．未収入金 ※１ 1,939,035 2,141,903 202,868 10.5

　４．未収法人税等 252,868 791,492 538,624 213.0

　５．未収消費税等 50,678 － △ 50,678 △ 100.0

　６．繰延税金資産 2,322 － △ 2,322 △ 100.0

　７．その他 18,747 12,029 △ 6,717 △ 35.8

　８．貸倒引当金 － △ 44,212 △ 44,212 △ 100.0

流動資産合計 3,426,293 13.2 14,743,838 53.1 11,317,545 330.3

Ⅱ　固定資産

　１．有形固定資産

　　　（1）建物 1,684,755 1,229,993

　　　　　減価償却累計額 △ 475,605 1,209,149 △ 540,607 689,386 △ 519,763 △ 43.0

　　　（2）工具器具及び備品 237,624 245,114

　　　　　減価償却累計額 △ 101,661 135,963 △ 120,779 124,335 △ 11,627 △ 8.6

　　　（3）土地 797,880 － △ 797,880 △ 100.0

有形固定資産合計 2,142,993 8.2 813,721 2.9 △ 1,329,271 △ 62.0

　２．無形固定資産

　　　（1）ソフトウェア 166,195 168,581 2,386 1.4

　　　（2）電話加入権 5,192 5,192 － －

　　　（3）ソフトウェア仮勘定 30,000 － △ 30,000 △ 100.0

無形固定資産合計 201,387 0.8 173,773 0.6 △ 27,613 △ 13.7

　３．投資その他の資産

　　　（1）投資有価証券 2,530,391 751,927 △ 1,778,464 △ 70.3

　　　（2）関係会社株式 16,214,216 10,065,750 △ 6,148,465 △ 37.9

　　　（3）関係会社長期貸付金 － 4,200,000 4,200,000 100.0

　　　（4）従業員長期貸付金 23,485 26,104 2,619 11.2

　　　（5）敷金及び保証金 1,246,211 1,111,880 △ 134,330 △ 10.8

　　　（6）長期前払費用 101,356 50,354 △ 51,002 △ 50.3

　　　（7）繰延税金資産 25,617 － △ 25,617 △ 100.0

　　　（8）会員権 67,950 43,950 △ 24,000 △ 35.3

　　　（9）貸倒引当金 △ 36,250 △ 4,206,250 △ 4,170,000 11,503.4

投資その他の資産合計 20,172,978 77.8 12,043,717 43.4 △ 8,129,261 △ 40.3

固定資産合計 22,517,359 86.8 13,031,212 46.9 △ 9,486,146 △ 42.1

資産合計 25,943,652 100.0 27,775,051 100.0 1,831,399 7.1

金額

第14期

（平成18年6月30日現在）
増　減

金額

第15期

（平成19年6月30日現在）
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　単位：千円

区分
注記
番号

構成比 構成比
金額 増減率

（負債の部） ％ ％ ％

Ⅰ　流動負債

　１．短期借入金 ※２ － 13,000,000 13,000,000 100.0

　２．未払金 370,634 472,251 101,616 27.4

　３．未払費用 132,503 267,335 134,831 101.8

　４．未払消費税等 － 17,230 17,230 100.0

　５．預り金 46,853 75,704 28,850 61.6

　６．繰延税金負債 － 26,344 26,344 100.0

　７．その他 － 296 296 100.0

流動負債合計 549,991 2.2 13,859,162 49.9 13,309,170 2,419.9

Ⅱ　固定負債

　１．長期未払金 10,276 － △ 10,276 △ 100.0

　２．繰延税金負債 － 25,329 25,329 100.0

　３．関係会社事業損失引当金 － 3,603,057 3,603,057 100.0

固定負債合計 10,276 0.0 3,628,386 13.1 3,618,110 35,207.4

負債合計 560,268 2.2 17,487,549 63.0 16,927,281 3,021.3

   （純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 8,564,007 33.0 8,564,007 30.8 － －

　２．資本剰余金

　(1)資本準備金 8,691,007 8,691,007 － －

　(2)その他資本剰余金 471,000 471,000

　　資本剰余金合計　 9,162,007 35.3 9,162,007 33.0 － －

　３．利益剰余金

　(1)その他利益剰余金

　　　繰越利益剰余金 7,657,369 △ 7,475,433 △ 15,132,802 100.0

　　　利益剰余金合計 7,657,369 29.5 △ 7,475,433 △ 26.9 △ 15,132,802 100.0

　　　株主資本合計 25,383,383 97.8 10,250,581 36.9 △ 15,132,802 100.0

Ⅱ　評価･換算差額等

　１．その他有価証券評価差額金 － － 36,920 0.1 36,920 100.0

評価･換算差額等合計 － － 36,920 0.1 36,920 100.0

　　　純資産合計 25,383,383 97.8 10,287,501 37.0 △ 15,095,882 100.0

      負債純資産合計 25,943,652 100.0 27,775,051 100.0 1,831,399 100.0

第15期

（平成19年6月30日現在）
増　減

金額金額

第14期

（平成18年6月30日現在）
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 (2)　損益計算書 　単位：千円

区分
注記
番号

百分比 百分比 金額 増減率

％ ％ ％

Ⅰ　売上高

　１．ハードウェア売上高 13,578,044 －

　２．ソフトウェア売上高 9,965,081 －

　３．開発・SEサービスその他売上高 11,126,748 －

　４．持株会社経営指導料 ※１ 1,881,189 36,551,064 100.0 － 4,510,317 100.0 △ 32,040,747 △ 87.7

Ⅱ　売上原価

　１．ハードウェア売上原価 11,280,834 －

　２．ソフトウェア売上原価 5,491,456 －

　３．開発・SEサービスその他売上原価 9,284,070 26,056,361 71.3 － － － △ 26,056,361 △ 100.0

売上総利益 10,494,702 28.7 4,510,317 100.0 △ 5,984,385 △ 57.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１．販売促進費 210,739 133,184

　２．役員報酬 378,113 134,607

　３．給与手当等 1,917,425 613,289

　４．退職給付費用 47,411 14,080

　５．法定福利費 217,705 73,577

　６．業務委託費 ※１ 346,943 703,493

　７．福利厚生費 39,271 16,025

　８．旅費交通費 377,087 55,621

　９．交際費 59,043 22,324

 １０．通信費 49,828 10,215

 １１．消耗品費 187,813 92,034

 １２．研修費 140,940 36,660

 １３．採用費 159,312 38,145

 １４．減価償却費 194,680 225,494

 １５．不動産賃借料 761,363 301,611

 １６．リース料 827,185 27,903

 １７．水道光熱費 190,114 57,162

 １８．租税公課 110,074 65,918

 １９．支払手数料 － 160,242

 ２０．研究開発費 ※５ 790,661 －

 ２１．営業権償却 33,909 －

 ２２．その他 918,280 7,957,908 21.8 356,073 3,137,665 69.6 △ 4,820,242 △ 60.6

営業利益 2,536,794 6.9 1,372,651 30.4 △ 1,164,142 △ 45.9

金額

第14期

至　平成18年6月30日

自　平成17年7月 1日

第15期

増　減

金額

至　平成19年6月30日

自　平成18年7月 1日
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区分
注記
番号

百分比 百分比 金額 増減率

Ⅳ　営業外収益 ％ ％ ％

　１．受取利息配当金 68,808 37,525

　２．受取賃貸料 ※１ 83,992 253,199

　３．受取解約違約金 48,155 －

　４．その他 16,643 217,600 0.6 43,822 334,547 7.4 116,947 53.7

Ⅴ　営業外費用

　１．支払利息 50,198 44,995

　２．支払手数料 6,631 －

　３．債権売却損 17,319 －

　４．新株発行費 39,387 －

　５．その他 － 113,536 0.3 9,543 54,539 1.2 △ 58,997 △ 52.0

経常利益 2,640,857 7.2 1,652,660 36.6 △ 988,197 △ 37.4

Ⅵ　特別利益

　１．貸倒引当金戻入 － 30,000

　２．投資有価証券売却益 500 －

　３．固定資産売却益 ※２ － 500 0.0 76,143 106,143 2.4 105,643 21,128.7

Ⅶ　特別損失

　１．固定資産除却損 ※４ 34,223 148,851

　２．固定資産売却損 ※３ － 22,876

　３．投資有価証券評価損 － 880,713

　４．関係会社株式評価損 － 6,412,065

　５．関係会社事業損失引当金繰入額 － 3,603,057

　６．会員権評価損 8,350 5,400

　７．貸倒引当金繰入額 － 4,244,212

　８．事務所統合移転費用 － 42,573 0.1 239,215 15,556,393 344.9 15,513,820 36,440.5

税引前当期純利益
又は税引前当期純損失（△） 2,598,784 7.1 △ 13,797,590 △ 305.9 △ 16,396,375 △ 630.9

法人税、住民税及び事業税 944,375 45,313

法人税等調整額 125,915 1,070,291 2.9 54,284 99,598 2.2 △ 970,692 △ 90.7

当期純利益又は当期純損失（△） 1,528,493 4.2 △ 13,897,189 △ 308.1 △ 15,425,682 △ 1,009.2

金額

至　平成19年6月30日

自　平成18年7月  1日

　単位：千円
第15期

増　減

金額

第14期

至　平成18年6月30日

自　平成17年7月  1日
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 (3)　株主資本等変動計算書

　前事業年度（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日) 単位：千円
評価･

換算差額等

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

平成17年6月30日　残高 5,346,377 5,473,377 471,000 5,944,377 7,610,358 7,610,358 18,901,112 - 18,901,112

事業年度中の変動額

新株の発行 3,217,630 3,217,630 3,217,630 6,435,260 6,435,260

剰余金の配当 △ 1,325,815 △ 1,325,815 △ 1,325,815 △ 1,325,815

利益処分による役員賞与 △ 155,667 △ 155,667 △ 155,667 △ 155,667

当期純利益 1,528,493 1,528,493 1,528,493 1,528,493

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の合計 3,217,630 3,217,630 - 3,217,630 47,011 47,011 6,482,271 - 6,482,271

平成18年6月30日　残高 8,564,007 8,691,007 471,000 9,162,007 7,657,369 7,657,369 25,383,383 - 25,383,383

　当事業年度（自　平成18年7月1日　至　平成19年6月30日) 単位：千円
評価･

換算差額等

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

平成18年6月30日　残高 8,564,007 8,691,007 471,000 9,162,007 7,657,369 7,657,369 25,383,383 - 25,383,383

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △ 1,235,613 △ 1,235,613 △ 1,235,613 △ 1,235,613

当期純損失 △ 13,897,189 △ 13,897,189 △ 13,897,189 △ 13,897,189

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 36,920 36,920

事業年度中の変動額の合計 - - - - △ 15,132,802 △ 15,132,802 △ 15,132,802 36,920 △ 15,095,882

平成19年6月30日　残高 8,564,007 8,691,007 471,000 9,162,007 △ 7,475,433 △ 7,475,433 10,250,581 36,920 10,287,501

株主資本

利益剰余金

利益剰余金
合計

資本金
資本準備金

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益剰余金
合計

そ の 他
有価証券

評価差額金

純資産
合計

資本剰余金

資本剰余金
合計

その他資本
剰余金

株主資本

株主資本
合計

そ の 他
有価証券

評価差額金
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（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況） 

 

当事業年度において、当社を持株会社とする当社グループの実質的な事業会社であるニイウス株式会社が

14,909,230 千円の当期純損失を計上したことにより、6,971,659 千円の債務超過となり、金融機関と契約してお

りますコミットメントライン契約（リボルビング・クレジット・ファシリティ契約）および金銭消費貸借契約の

財務制限条項に抵触することになった結果、当社に継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 

このため当社は当該状況を解消すべく、平成 19 年 8月 29 日付をもってロングリーチグループおよびフェニッ

クス・キャピタル株式会社との間で、平成 19 年 10 月下旬に開催を予定している臨時株主総会の承認を前提とし

た 200 億円の第三者割当増資の引き受けに関する契約書を締結いたしました。 

 

また、財務制限条項に抵触していることによる期限の利益喪失のおそれを解消することについて、株式会社三

菱東京 UFJ 銀行より基本的な合意を得て、取引関係の継続につき、協力していただけることになっております。

その他の取引金融機関とは合意に向けての交渉を行ないます。手元資金および第三者割当増資資金により、少な

くとも、今後一年間は資金不足等が発生しないと見込んでおります。 

 

なお、ニイウス株式会社におきましては、経営資源を活用し収益力の改善を図り、財務体質の強化を行なって

いく予定であります。 

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。 
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　重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式 (1)子会社株式及び関連会社株式

同　　　　　　　左

ます。

　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。

　移動平均法による原価法を採用しており 同　　　　　　　左

ます。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 　商品・仕掛品 　商品・仕掛品

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、平成 同　　　　　　　左

10年4月1日以降に取得した建物（付属設備

を除く）は定額法を採用しております。

　す。

　建　　　　 　 物 　　　10年～47年

　工具器具及び備品　　　　4年～10年

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産

①市場販売目的ソフトウェア ①市場販売目的ソフトウェア

　見込販売収益に基づく償却額と当該ソフ

トウェア残存有効期間（5年）に基づく定額

法償却額とのいずれか大きい額を計上する

方法を採用しております。

②自社利用ソフトウェア ②自社利用ソフトウェア

　社内における見込利用可能期間（5年） 同　　　　　　　左

に基づく定額法を採用しております。

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、 同　　　　　　　左

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。

(2)関係会社事業損失引当金

　関係会社の投資に伴う損失に備えるた

め、当該会社の財政状態及び回収可能

性等を勘案し、必要額を計上しております。

（追加情報）

　当事業年度において関係会社の投資に

伴う損失に備える必要が生じたため、必要

額を計上しております。

　この結果、従来の方法と比較して税引前

当期純損失が3,603,057千円増加しており

ます。

同　　　　　　　　左

　　への換算基準

同　　　　　　　　左

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。

　外貨建金銭債権債務は､期末日の直物為

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。

３．固定資産の減価償却の方法

６．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

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨

　なお主な耐用年数は次のとおりでありま

時価のないもの

個別法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

時価のないもの

(2)その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの

　移動平均法による原価法を採用しており

項目

前事業年度 当事業年度

自　平成17年7月 1日 自　平成18年7月 1日

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日
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７．ヘッジ会計の方法

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

デリバティブ取引（為替予約取引）

・ヘッジ対象

務)

(3)ヘッジ方針

(4)ヘッジの有効性評価の方法

(当期末における有効性の評価を省略して

(１)消費税等の処理方法 (１)消費税等の処理方法

　　なる重要な事項 　消費税及び地方消費税の会計処理は、 同　　　　　　　　左

税抜き方式を採用しております。

相場変動等が評価に反映されていないも

のおよびキャッシュ・フローが固定され
その変動が回避されるもの(外貨建金銭債

　繰延ヘッジ処理によっております。

　ただし、為替予約が付されている外貨
建金銭債務については、振当処理を行って

おります。

　相場変動等による損失の可能性があり､

(1)繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

項目

前事業年度 当事業年度

自　平成17年7月 1日 自　平成18年7月 1日

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日

　社内管理規程に基づき､外貨建取引の

為替レートの変動によるリスクをヘッジす

るため、為替予約を締結しております。

　予定取引について為替予約を付している

８．その他財務諸表作成のための基本と

ため、その後の為替相場の変動による相

関関係は完全に確保されており、その判定

をもって有効性の判定に代えております。

おります。)
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（固定資産の減損に関する会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損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14年8月9日）及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号　平成15年

10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。

（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（企業会計基準委員会　平成17年12月9日　企業会

計基準第5号）および貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針（企業会計基準委員会　平成17年

12月9日　企業会計基準適用指針第8号）を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は25,383,383

千円であります。

表示方法の変更

　損益計算書の「支払手数料」は前事業年度まで販売費及び

一般管理費の「その他」に含めて表示しておりましたが、当事

業年度において販売費及び一般管理費合計の5/100を超えた

ため、区分掲記しております。

　なお、前事業年度の「その他」に含まれております「支払手

数料」は249,250千円であります。

前事業年度 当事業年度

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日

自　平成18年7月 1日自　平成17年7月 1日

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日

前事業年度 当事業年度

自　平成17年7月 1日 自　平成18年7月 1日
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注記事項
　(貸借対照表関係)

※１．関係会社項目 ※１．関係会社項目

流動資産 流動資産

1,937,447千円 1,727,186千円

※２．

㈱百十四銀行 500,000千円

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事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

　未収入金

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。

　未収入金

関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため

当事業年度

(平成19年6月30日現在）

前事業年度

(平成18年6月30日現在）
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　　（損益計算書関係）

　　　ります。 　　　ております。

関係会社からの受取施設負担金 45,784千円 関係会社からの経営指導料等 4,510,317千円 

関係会社に対する業務委託費 650,720千円 

関係会社からの受取賃貸料 220,553千円 

 あります。

　　器具及び備品除却損8,861千円であります。 器具及び備品除却損87,025千円、ソフトウェア除却損

4,849千円であります。

※５．販売費及び一般管理費のうち、研究開発費として790,661 ※５．

　　千円が含まれております。

　　（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成17年 7月 1日　至　平成18年 6月30日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年 7月 1日　至　平成19年 6月30日）

該当事項はありません。

※１．関係会社との取引に関わるものが次のとおり含まれ

※４．固定資産除却損は、建物除却損25,361千円及び工具

※１．関係会社との取引に関わるものが次のとおり含まれてお

※４．固定資産除却損は、建物除却損56,977千円及び工具

※２．固定資産売却益は、建物及び土地売却益76,143千円で

　　あります。

※２．

※３．固定資産売却損は、建物及び土地売却損22,876千円で※３．

当事業年度

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日

自　平成18年7月 1日自　平成17年7月 1日

前事業年度
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（有価証券関係)
　前事業年度(平成18年6月30日現在)及び当事業年度(平成19年6月30日現在)における子会社株式及び関連会社株式で時価の

あるものはありません。

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 内訳

（千円） （千円）

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動）

未払事業所税 3,463 　未払事業所税 2,097

確定拠出年金への未払額 4,181 　確定拠出年金への未払額 3,706

その他 3,028 　　　計 5,803

　　計 10,673 　評価性引当額 △ 5,803

繰延税金資産（固定） 　　　　　合計 －

関係会社株式評価損 66,881 繰延税金資産（固定）

会員権評価損否認 6,685 　会員権評価損否認 5,778

会員権貸倒引当金繰入超過額 14,750 　貸倒引当金繰入超過額 1,729,513

確定拠出年金への未払額 4,181 　投資有価証券評価損否認 358,362

　　計 92,499 　関係会社株式評価損否認 2,656,608

評価性引当額 △ 66,881 　関係会社事業損失引当金繰入超過額 1,466,084

合計 25,617 　固定資産除却損否認 20,552

繰延資産合計 36,291 　ソフトウェア償却超過額 11,996

　繰越欠損金 47,072

繰延税金負債（流動） 　　　計 6,295,967

未収（還付）事業税 △ 8,351 　評価性引当額 △ 6,295,967

繰延税金負債合計 △ 8,351 　　　　　合計 －

差引：繰延税金資産の純額 27,940 繰延税金資産合計 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と 繰延税金負債（流動）

　　の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ 　未収（還付）事業税 26,344

　　た主要な項目別の内訳 　　　合計 26,344

繰延税金負債（固定）

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との 　その他有価証券評価差額金 25,329

間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差 　　　合計 25,329

異の原因となった項目の注記は省略しております。 繰延税金負債合計 51,674

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

　　の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

　　た主要な項目別の内訳

 

 　税引前当期純損失を計上したため、当該事項は記載して

おりません。

前事業年度

（平成18年6月30日現在）

当事業年度

（平成18年6月30日現在）
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（1株当たり情報）

1株当たり純資産額 36,977円65銭 1株当たり純資産額 14,986円48銭

1株当たり当期純利益 2,359円50銭 1株当たり当期純損失 △20,244円95銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については 　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額について

潜在株式が存在していないため記載しておりません。 は、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在して

いないため記載しておりません。

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

 （うち利益処分による役員賞与金） (       －) (       －)

－

△ 13,897,189

686,452

当期純利益又は当期純損失（千円） 1,528,493 △ 13,897,189

普通株主に帰属しない金額（千円）

普通株式に係る当期純利益又は
当期純損失（千円）

期中平均株式数（株）

－

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日

1,528,493

647,803

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日

前事業年度

自　平成17年7月 1日

当事業年度

自　平成18年7月 1日

前事業年度 当事業年度

自　平成17年7月 1日 自　平成18年7月 1日
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　1,393,706株

　1株につき4,664円

　6,500,244,784円

　2,332円

　3,250,122,392円

　平成19年11月5日（予定）

　平成19年11月5日（予定）

　(仮)ロングリーチグループ

　1,393,706株

　(6)申込期日

　(7)払込期日

　(8)割当先及び配当株式数

　(2)発行価額

　(3)発行価額の総額

　(4)資本組入額

　(5)資本組入額の総額

至　平成18年6月30日 至　平成19年6月30日

　当社は、ロングリーチグループとフェニックス・キャピタル株式会社との間で、平
成19年10月下旬に開催を予定している当社の臨時株主総会で必要な決議が得られるこ
とおよび証券取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することを条件として、当
社がロングリーチグループおよびフェニックス・キャピタル株式会社がそれぞれ組成
する投資事業組合からの出資を受け入れることに合意し、平成19年8月29日に取締役
会において決議し、3社間で第三者割当増資（普通株式および優先株式）に係る株式
引受契約を締結しました。
　出資の内容は以下のとおりです。株式発行総額は200億円であり、ロングリーチグ
ループとは普通株式発行（1株あたり4,664円）として総額65億円、Ａ種優先株式発行
として70億円（1株あたり10,000,000円）、フェニックス・キャピタル株式会社とは
Ａ種優先株式に総額40億円（1株あたり10,000,000円）、Ｂ種優先株式に総額25億円
（1株あたり50,000,000円）となります。臨時株主総会での決議が前提となります
が、ロングリーチグループは当社の発行済株式の67％を保有することとなり、筆頭株
主となる予定です。Ａ種優先株式およびＢ種優先株式には議決権はありません。
　新普通株発行要領は以下のとおりです。

　(1)発行新株式数

前事業年度 当事業年度
自　平成17年7月 1日 自　平成18年7月 1日
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６．その他 
 

(1) 役員の異動 

①代表取締役の異動 

・新任代表取締役候補 

 代表取締役  大野 健（現 株式会社野村総合研究所 取締役） 

 

・退任予定代表取締役 

  代表取締役  末貞 郁夫 （現 代表取締役会長） 

  代表取締役  割方 美奈子 （現 代表取締役社長） 

 
②その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

  取締役  大野 健（現 株式会社野村総合研究所 取締役） 

 
・退任予定取締役 

  取締役  末貞 郁夫 

  取締役  割方 美奈子 

  取締役  大村 紘一 

  取締役  吉兼 晴雄 

  取締役  三上 昌志 

 

・退任予定監査役 

  監査役  落合 隆 

  監査役  萬 幸男 

  監査役  中西 紀子 

 

 
(2) 生産、受注および販売の状況 

 単一セグメントであるため、当社グループの提供するソリューションを構成するハードウェア（情報機器）、

ソフトウェア、開発・ＳＥサービスその他の営業品目に即して開示しております。 
 

①生産実績 
 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

区   分 
当連結会計年度 

（自 平成18年７月 １日 
至 平成19年６月30日） 

前年同期比（％） 

開発・ＳＥサービス（千円） 10,845,535 △23.9 

合計（千円） 10,845,535 △23.9 

 （注）１．当社グループの開発・ＳＥサービスについて記載しております。 
開発・ＳＥサービスとは主にＳＥの情報システム構築に係るコンサルティングサービス、技術支援、コ

ンピュータ導入調整、ソフトウェアの開発、カストマイズ等の業務分野であります。 
２．金額は販売価格で表示しております。 
３. 金額に消費税等は含まれておりません。 
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②受注状況 
 当連結会計年度における受注状況は次のとおりであります。 

当連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 区分 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

ハードウェア 23,402,643 △7.3 469,818 △32.3 

ソフトウェア 13,809,463 △47.4 399,725 +24.7 

開発・ＳＥサービスその他 23,503,659 △7.3 1,723,655 +37.6 

合計 60,715,766 △21.0 2,593,199 +14.3 

 （注）１．開発・ＳＥサービスその他とは、主にＳＥの情報システム構築に係るコンサルティングサービス、技術

支援、コンピュータ導入調整、ソフトウェアの開発・カストマイズ等の他、機器のレンタル、保守サー

ビス、研修サービス等であります。 
２．金額に消費税等は含まれておりません。 

 
②販売実績 
 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

区分 
当連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

前年同期比（％） 

ハードウェア（千円） 23,627,290 △6.7 

ソフトウェア（千円） 13,730,339 △47.8 

開発・ＳＥサービスその他（千円） 23,033,061 △9.9 

合計（千円） 60,390,691 △21.8 

 （注）１．開発・ＳＥサービスその他とは、主にＳＥの情報システム構築に係るコンサルティングサービス、技術

支援、コンピュータ導入調整、ソフトウェアの開発、カストマイズ等の他、機器のレンタル、保守サー

ビス、研修サービス等であります。 
２．主な相手先別の販売実績当該販売実績の総販売実績に対する割合（最終顧客ベース。リース会社経由等

含む）は、以下の通りであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 
相手先 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

(株)三菱東京UFJ銀行 13,303,248 17.2 11,894,519 19.7 

(株)みずほ銀行 7,891,522 10.2 - - 

３．業種別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合（最終顧客ベース。リース会社経由等含

む）は、以下の通りであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 
業種 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

金融業（銀行、証券、保険会社等） 57,603,792 74.6 52,673,561 87.2 

医療業 8,125,386 10.5 2,741,369 4.5 

情報処理サービス業 3,201,502 4.1 1,582,911 2.6 

その他 8,249,991 10.7 3,392,848 5.6 

合計 77,180,672 100.0 60,390,691 100.0 

金融業には、銀行、証券、保険会社、リース会社、信販会社、投資顧問会社及び情報系子会社等の金融

機関が含まれております。 
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