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東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 

当社は、本日、平成 19 年９月 19 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、な

お一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の 近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

 

 

 

以  上 
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平成 19 年６月期 決算短信 
平成 19 年９月 19 日 

上 場 会 社 名         リアルコム株式会社        上場取引所  東証マザーズ 

コ ー ド 番 号           3856                      ＵＲＬ  http://www.realcom.co.jp/ 

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 谷本 肇 

問合せ先責任者 (役職名) 取締役ＣＦＯ  (氏名) 沖本 普紀     ＴＥＬ 03-5835-3180 

定時株主総会開催予定日  平成 19 年９月 28 日  

有価証券報告書提出予定日 平成 19 年９月 28 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）     （百万円未満切捨て） 

(1)連結経営成績                               （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年６月期 
18 年６月期 

      1,337      － 
         －      － 

        194      －
         －      －

        195      － 
         －      － 

        108      －
         －      －

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

19 年６月期 
18 年６月期 

9,776 65  
－ 

－
－

11.9
－

16.3 
－ 

14.6
－

 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年６月期 
18 年６月期 

1,316 
－ 

969
－

73.6 
－ 

72,083   97
－

(参考) 自己資本       19 年６月期      968 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 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年６月期 
18 年６月期 

561 
－ 

△435
－

△4 
－ 

500
－

（注）当社は、当連結会計年度より連結財務諸表の作成を行っております。 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日）
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 

（連結） 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年６月期 
18 年６月期 

－ 
－ 

－ 
－ 

－
－

－
－

0 00
0 00

－ 
－ 

－ 
－ 

－
－

20 年６月期 
（予想） 

－ － － － 0 00
 

－ 
 

 
 
３．20 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） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 
 百万円      ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円     ％ 円  銭

中 間 期 
通    期 

    636   33.1 
1,855   38.7 

  11     -
333  71.4

10     -
332  70.1

6     - 
193  78.4 

412  50
12,370  35

 



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

新規   １社（社名 REALCOM TECHNOLOGY,INC） 
(注) 詳細は、8ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

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

となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  無 
② ①以外の変更   無 

〔(注)詳細は、18 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） 19 年６月期 13,442 株 18 年６月期 13,426 株 
②期末自己株式数  19 年６月期 －株 18 年６月期 －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、30 ページ「１株当たり

情報」をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.平成 19 年６月期の個別業績(平成 19 年７月１日～平成 20 年６月 30 日) 
(1)個別経営成績                             （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年６月期 
18 年６月期

1,337     44.3 
926   26.1 

202     48.5
136    321.1

202     50.6 
134    320.6 

115 △38.8
188   545.0 

 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

 円 銭 円 銭

19 年６月期 
18 年６月期 

10,398  91  
17,642  07 

－
－

 
(2)個別財政状態 

 総 資 産      純 資 産      自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19 年６月期 
18 年６月期 

1,324 
1,072 

975 
858 

73.6 
79.9 

72,513   63
52,595   66

(参考) 自己資本       19 年６月期   985 百万円  18 年６月期     857 百万円   
２．20 年６月期の個別業績予想（平成 19 年７月１日～平成 20 年６月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円     ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円    ％  円 銭
中 間 期 
通    期 

636  33.1 
1,811  35.5 

26     -
    322  59.5

25     -
321  58.7

15     - 
187  63.2 

992  11
12,034  69

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実

な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提にしております。実際の業績は今後の様々な要因

によって異なる可能性があります。上記の予想に関する事項については、4ページをご参照ください。 
 
 
 

 

 

 

 



－  － 
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１．経営成績 

 

（1）経営成績に関する分析 

 

① 当連結会計年度における経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、国内総生産（実質GDP）は当四半期ではゆるやかな伸びを見せているも

のの、消費者物価指数（生鮮食品除く総合CPI）では２月以降は継続して前年同月比で0.1％～0.3％の下落となっ

ており、潜在成長率を上回る経済成長が実現しているとは言い難い状況にあります。一方で、米国の住宅金融市場

における「サブプライムローン（非優良顧客向け住宅ローン）」の破綻急増が表面化し、これが証券化された債務

担保証券（CDO）市場や不動産担保証券（MBS）市場の混乱をきたしております。このような経済情勢の下で、日本

銀行は平成18年７月、平成19年２月と２度の金利引上げを実施し、さらなる金融引締めが懸念されております。 

情報サービス産業においては、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査によれば、平成18年度の売上高合計

は前期比3.8％増であり、そのうちシステムインテグレーション（SI）を含む受注ソフトウェアは3.5％増、ソフト

ウェアプロダクトは17.7％増（ゲームソフト41.9％増）となりました。これは、金融機関を中心とした大手企業の

IT投資拡大と、新型ゲーム機の発売を受けた結果と見られております。 

このような経済状況下、当社グループは、全社情報共有基盤管理（エンタープライズコンテンツマネジメント：

ECM）をエンタープライズ2.0アプローチで実現させるためのソフトウェアの開発販売、システムインテグレーショ

ン、コンサルティングの提供など、トータルなソリューションを顧客に対して提供しております。 

一方で、対象業界別のマーケティング・営業活動をより強化すると同時に、当社と同様の精神を持ち、かつ顧客

企業との太いパイプを持つ大手情報サービスベンダーとの協働を通じた販路の拡大が実質的な効果を生むように

なってまいりました。 

 

この結果、当連結会計年度の売上高は1,337,463千円、営業利益は194,691千円、経常利益は195,525千円、当期

純利益は108,325千円となりました。なお、当連結会計年度より連結財務諸表の作成を行っているため、対前年同

期比については、記載をしておりません。 

 

製品・サービス別の業績は以下のとおりであります。 

１．ソフトウェアライセンス 

主力製品である「KnowledgeMarket EnterpriseSuite」及び「HAKONE for Notes」に関して、大手金融機関、情

報サービス企業、製薬会社等への新規導入があったことと、既存顧客からの追加受注により、売上高は511,005千

円となりました。 

 

２．システムインテグレーション 

「KnowledgeMarket」及び「HAKONE」の導入に関わる技術コンサルティングサービスを提供しており、大手シス

テムベンダーとの協業により金融機関向けなどの大規模プロジェクトを推進してきた結果、売上高は442,961千円

となりました。 

 

３．ビジネスコンサルティング 

「KnowledgeMarket」導入に関わるコンサルティングに加え、「情報共有ROIコンサルティング」「企業情報ポー

タル構築サービス」「情報資産棚卸ソリューション」など顧客企業の経営課題を真に解決するコンサルティングサ

ービスを提供し、「KnowledgeMarket」導入との相乗効果によりトータルソリューションとして顧客企業に訴求し

たことで、売上高が136,174千円となりました。 

 

４．運用保守 

新規顧客の獲得に加え、より高いレベルのサービスを通じた既存顧客の維持に努めた結果、売上高が180,331千

円となりました。 

 

５．その他 

他社製品売上高が、66,991千円となりました。 



－  － 
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② 平成 20 年６月期の業績見通し 

当社グループでは、当社は「人中心」の考え方に基づき、データを作成、活用する「人」に視点を置き、活用す

る「人」に合わせて 適な情報を提供するだけでなく、データの裏側にある人と人とのコミュニケーションを触発

し、ユーザーが新たな情報、ナレッジを作成し、進化させていくことを支援してまいります。こうしたアプローチ

を取ることで、これまでのECMを超えた、より効率的、効果的な情報・ナレッジの共有を実現してまいります。 

また、ECMは、社内外の情報共有を個別独立のシステムで実現するのではなく、統合された基盤の上で実現する

ことができるため、企業はこのECMを活用することで、社内外に散在する情報・ナレッジを効率的に共有するとと

もに、内部統制、個人情報保護といったコンプライアンスの向上を実現することができます。 

大多数の大企業において業務系システムの統合基盤であるERPの構築が一応の完成を見たこと、またJ-SOX法対応

や内部統制強化が求められていることから、ERP構築後の重要課題として情報系システムの統合、すなわちECMを検

討、実行していると当社では認識しており、この観点からも注目を浴びてきております。 

具体的には、これまでの製品を引き続き核としながらも、平成19年６月期末に発売を開始した「FileServer 

intelligent」及び「GSA Extender for Notes」を新たに製品ラインアップに加えることで、ECM市場へ当社製品の

浸透を図ってまいります。さらに、これまで開発のみを行っていた米国子会社において、平成20年６月期中に「Notes 

Watcher」を中心とした当社製品の販売を計画しており、海外における拠点作りを開始する所存であります。 

平成20年６月期においては、収益面では販売パートナーの有効活用によりソフトウェアライセンス販売をさらに

強化し、収益への貢献度が高まる見込みであります。また、当社の安定した収益基盤である運用保守の売上高が、

ライセンス数の増加に伴いさらに増加する見込みであります。一方、費用面では、よりよい製品の開発を加速度的

に進めるためには優秀な人材の確保が不可欠であり、人員の増加に伴い人件費が増加する見込みであります。 

これにより、平成20年６月期の見込みといたしましては、連結ベースで売上高1,855百万円、営業利益333百万円、

経常利益332百万円、当期純利益193百万円を予想しております。 

 

（2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、500,356千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は561,990千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が186,034千円、

ソフトウェア償却費175,595千円、売上債権の減少116,023千円等があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は435,234千円となりました。これは主に、定期預金の預入174,652千円、無形固定

資産の取得227,511千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は4,918千円となりました。これは主に、増資により2,377千円、長期借入金の借入

により40,000千円を調達した一方で、長期借入金47,296千円を返済した結果であります。 

なお、当連結会計年度より連結財務諸表の作成を行っているため、対前年同期比については、記載をしておりま

せん。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、株主への利益還元は重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財政状態を勘案しつつ利益

配当を検討する所存でありますが、当面は財務体質の強化、積極的な研究開発及び事業展開に備えた資金の確保を

優先し、企業価値の 大化を図ることにより株主の期待に応えることを方針としております。 

 

（4）事業等のリスク 

当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる

事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を以下に記載しております。 

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方

針でありますが、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項も併せて、慎重に検討し

た上で行われる必要があると考えております。 

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本書提出日現在において当社が独自に判

断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。また、以下の記載は、

当社の株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんのでご留意ください。 



－  － 
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①業歴が浅いことについて 

当社は平成12年４月の設立以降、事業拡大のため継続して多額の投資を行ってきており、第４期（平成15年６月

期）までは経常損失及び当期純損失を計上しておりましたが、第５期（平成16年６月期）から利益を計上しており

ます。しかしながら、当社は未だ業歴が浅く、将来において当社グループが継続的に利益を計上できるとは限らな

いことから、当社の過年度の財政状態及び経営成績については、今後の当社グループの財政状態及び経営成績の見

通しを推測する判断材料としては不十分である可能性があります。 

 

②経営成績の季節偏重について 

当社の収益は、売上計上が下期（１月から６月）に偏る傾向にあります。例えば第８期中間連結会計期間の売上

高は、478,111千円、第８期事業年度の売上高は1,337,463千円となっております。その主な理由としては、当社の

第３四半期（１月から３月）は主たる顧客である大手企業に多く見られる３月期決算前の予算消化が行われること

から、当該時期に顧客への納品及び検収が集中するためであります。また、第４四半期は、大手顧客企業の新年度

予算の執行が４月から行われることが多いため、当該新規予算枠による当社製品の購入を促進するため積極的な営

業活動を行った結果として、当該時期に顧客への納品及び検収が集中するためであります。 

当社グループとしては今後、営業・マーケティング活動を前倒しで行い、また、製品ラインを増やし、パートナ

ー網の一層の活用により売上計上時期の偏りを解消するよう努めていく方針でありますが、この傾向は今後しばら

くは続く可能性が高く、予算策定上、上半期の利益水準が低くなると予測しております。 

 

③主力製品への依存について 

当社グループは、現段階では「KnowledgeMarket」及び「HAKONE for Notes」がライセンス売上の大半を占めて

おります。それらの製品以外に３つの製品を市場に投入しており、「KnowledgeMarket」及び「HAKONE 」への依存

を軽減していく方針としております。しかしながら、その他製品の市場での販売が当社の計画どおり進まず、かつ

「KnowledgeMarket」が市場における競争力を維持することができない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

④システムトラブル発生の可能性について 

当社グループは、製品開発並びに営業活動におきまして、コンピューターシステム及びそのネットワークに多く

を依存しております。そのため、セキュリティの強化をはじめ、データのバックアップ体制の構築、データ量やア

クセス数増加に応じたハードウェアの増強等、システムトラブル対策を講じております。しかしながら、これらの

対策にも関わらず、人為的過誤、自然災害等によりシステムトラブルが発生した場合には、当社グループに直接損

害が生じる他、当社グループが提供するサービスの低下を招く等の影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤競合について 

当社グループが行うECM（エンタープライズコンテンツマネジメント）に関する一連のソリューション市場は、

ナレッジマネジメント統合ツール、EIP（企業情報ポータル）、検索エンジン、グループウェア、文書管理、ブロ

グ・SNS、コンテンツマネジメント等の分野に分類され、ソフトウェアベンダーやシステムインテグレーター、コ

ンサルティング会社など様々な分野の競合相手が存在しております。このような環境の中で、当社グループといた

しましては、「人中心」のコンセプトに加え、ECMに関するニーズの把握、戦略目標の明確化からシステム要件定

義・導入、さらには運用定着までのソリューションをワンストップにて提供できる体制を整備することにより、他

社と差別化しております。しかしながら、当該分野が成長市場であること及び大きな参入障壁がないことから、今

後、他社の新規参入により競合が激化する可能性があります。 

競合先の営業方針、価格設定、及び提供するサービス・製商品等は、当社が属する市場に影響を与える可能性が

あり、これらの競合先に対して効果的な差別化を行うことができず、当社が想定している事業展開が図れない場合

には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥製品開発・販売を核にした事業モデルについて 

当社グループの事業は、ソフトウェアの自社開発・販売を核に、導入に関わるコンサルティングやお客様のカス

タマイズなど、ソリューションをワンストップで提供できる点を売りにしているものの、その核となるのは自社製

品の開発・販売です。従いまして、競争環境、顧客ニーズの変化などに対応できず、当社製品が市場競争力を喪失

した場合、コンサルティング、システムインテグレーション他サービスの競争力も同様に失われ、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 
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⑦知的財産権について 

当社グループでは、新規性があると認められる可能性のある技術については、積極的に特許を取得し、競争力の

向上を目指す方針であり、現在実勢に申請中のものが５件あります。 

一方で、第三者の知的財産権を侵害することのないように当社及び外部への委託等により調査を行っております。

しかしながら、これらの調査が十分かつ妥当であるという保証はありません。万一、当社グループが第三者の知的

財産権を侵害した場合には、当該第三者から損害賠償請求や使用差止請求等の訴えを起こされる可能性があり、こ

れらに対する対価の支払等が発生する可能性があります。また、当社グループが所有する知的財産権に関しても第

三者に侵害される可能性があります。こうした場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧開発業務、システムインテグレーション業務の他社への依存について 

当社グループは、ソフトウェアの開発業務、システムインテグレーション業務の一部を特定の第三者に委託して

おります。業務委託先のサービス内容の維持に関しては、委託業務の進捗管理、品質管理、コスト管理等の業務を

徹底することで対応しておりますが、管理方法が間接的であるため十分に行えない可能性があります。当社グルー

プでは、既存の業務委託先との関係強化や当社の要求を満たすことのできる新たな業務委託先の確保に努める所存

でありますが、今後現状のような契約関係を維持できなくなった場合、あるいは委託業務に係る費用が上昇した場

合は、当社グループの事業運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑨営業・マーケティング活動の他社への依存について 

当社グループは、IBM、Google、大塚商会などのパートナー企業からの顧客の紹介並びに共同マーケティングを

行うことによる製品販売を積極的に行っております。今後、これらのパートナー企業との関係に何らかの変化が生

じた場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩個人情報保護について 

当社グループは、自社のサーバーでソフトウェアをサービス形式で提供するSaaS（Software as a Service）事

業を行っており、顧客のユーザー登録に際し、氏名、メールアドレス、電話番号等の個人情報の登録を求めており

ます。 

これらの個人情報は、当社のデータベースにて処理･管理しております。こうした個人情報の取扱いに関して、

当社グループでは、個人情報の取扱いに係る社内規程の整備、定期的な研修の実施、及びシステムのセキュリティ

強化等を推進し、情報管理の強化とその取扱いに十分な注意を払っております。しかしながら、外部からの不正ア

クセスや犯罪行為等の不測事態により個人情報が外部に漏洩した場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜により、

当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑪人材の確保育成について 

当社グループが今後も継続して成長していくためには、優秀な人材を確保し、育成していくことが重要であると

考えており、積極的に採用活動を進めております。 

しかしながら、ECM市場の急速な拡大で専門知識や技術を有する人材が恒常的に不足しており、必要な人材の確

保・育成が計画的に進まない場合は、事業推進に制約を受け、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 

 ⑫小規模組織であることについて 

平成19年７月末現在において当社組織は、取締役５名、監査役３名、従業員63名と小規模であり、内部管理体制

もこの規模に応じたものとなっております。今後の方針として、当社は事業環境を勘案しながら積極的に優秀な人

材を採用していく方針で、それに対応して内部管理体制の一層の充実を図る方針であります。しかしながら、当社

が事業展開に必要な人材を適時に確保できない事態が生じた場合、又は現在在職している人材が流出するような場

合には、当社グループの事業推進に影響が出る可能性があるとともに、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

 ⑬特定人物への依存について 

当社の代表取締役である谷本肇は、当社の経営方針や戦略の決定、主要取引先へのトップセールス、経営    

管理及び利益計画の推進等、会社運営の各方面の業務に大きく関与しております。 

現在、当社では谷本肇に過度に依存しないよう、経営体制の整備、人材の育成を行う等リスクの軽減に努めてお
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りますが、何らかの理由により同氏の当社業務の遂行が困難となった場合、当社グループの事業に大きな影響を及

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（リアルコム株式会社）と、子会社１社（REALCOM TECHNOLOGY, INC.、以下「リアルコム

テクノロジー社」という）で構成されております。 

リアルコムテクノロジー社は、平成18年２月に米国カリフォルニア州に設立され、ソフトウェアの研究開発及び

製品開発拠点として稼動しております。 

 

 

［企業集団の事業系統図］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 当社グループは、エンドユーザーへ直接ソフトウェアやその他のサービスを提供する他、大手システムベン

ダーと積極的に協働し、システムベンダー経由でも製品やサービスの提供を行っております。 

 

 

当社グループの提供する製品・サービスは以下の５つであります。 

 

１．ソフトウェアライセンス 

当社グループは、ECMを実現するための各種ソフトウェア、①「KnowledgeMarket EnterpriseSuite」②「HAKONE 

for Notes」③「Notes Watcher」④「GSA Extender for Notes」⑤「FileSerer intelligent」の自社開発及び販

売を行っております。販売につきましては、当社による直接販売に加え、大手システムインテグレーターやソフト

ウェアベンダー、商社などの提携先を経由した販売を行っております。また、顧客のニーズによっては、上記当社

製品に加え検索エンジンの組み込み等、提携先の製品を組み合わせて販売を行う場合もあります。 

 

２．システムインテグレーション 

当社製品をユーザー企業に導入する際に必要となるシステムのカスタマイズ、導入後のシステム改善を、実際の

開発及び全体のプロジェクトマネジメントを含め包括的に行います。当社がシステムインテグレーションを手がけ

る一方、大規模プロジェクトや多数の顧客への迅速な導入を実現するため、他のSIベンダーと積極的に協業してお

ります。 

 

３．ビジネスコンサルティング 

当社グループでは、当社製品を導入するに当たり、それが「使われない、役に立たないシステム」で

当社 

エンドユーザー 

システムインテグレーター、ソフトウェアベンダー

等の提携先（※） 

製品等供給元 
連結子会社          

REALCOM TECHNOLOGY, INC. 

ライセンス料、 

システム構築代金等 

ライセンス料、 

システム構築代金等 

ソフトウェアの販売・システムインテグ

レーションの提供等 

ソフトウェアの販売・システムインテグ

レーションの提供等 

ソフトウェアの販売、コンサルティ

ング、システムインテグレーション

及び運用保守の提供 

ライセンス料、コンサルティング料、

システム構築代金等 

製品代金等 製品・技術等の供給

ソフトウェア研究開発

開発委託料 
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はなく、「使われる、経営課題を解決するシステム」となるよう、製品導入前、導入時、稼動後のそれ

ぞれのステージにおいてビジネスコンサルティングを提供し、顧客企業の情報投資に対するROIを 大

化しております。 

当社グループは、情報共有・ナレッジマネジメント、ポータル、Notes再活性化、コンプライアンス

対応、エンタープライズ検索などECMの各領域において豊富な経験と実績を有しており、100社を超える

顧客企業でのプロジェクトの中で培われた「受け手主導」「量から質へ」「情報品質の見える化」「効

果の定量化」といったアプローチを通じ、支援を提供しております。 

 

４．運用保守 

当社製品を顧客企業に納品、導入後、その保守及び使用方法の照会に対する回答、トラブル時の対応

等を行っております。 

 

５．その他 

前述の製品、サービスを提供する際に必要な他社のハードウェア、ソフトウェア（検索エンジン、デ

ータベース等）の製品の仕入販売を行っております。 

また、一般消費者、中堅中小企業、大企業の部門を対象にした、広告、SaaS（Software as a Service）

モデルの情報配信サービス事業（サービス名：SocialFeed）を行っております。 

さらに、優秀なエンジニアの獲得、新規技術の獲得及び将来の新規事業の芽を育てるためのインキュ

ベーション事業、「Software Innovation Laboratory（SIL）」の展開を米国子会社、REALCOM TECHNOLOGY, 

INC.にて行っております。 
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３．経営方針 

 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、基本経営理念として、「ワークスタイル、ライフスタイルを進化させるトータルソリューショ

ンカンパニーとして常に新しいビジョンと価値を提供し、世界を変える」ことを掲げております。また、行動指針・

規範として「リアルコムウェイ」10ヶ条を制定しております。 

かかる経営理念の下、当社は、企業内、企業間、企業とユーザー間の情報共有およびナレッジマネジメントを促

進するソフトウェアの開発、販売、システム構築、コンサルティングの提供を行っております。 

昨今、情報共有システムの導入が企業で着実に進んでおります。導入が進んでいる背景には、情報共有システム

を導入することにより、社内知識の共有と平準化、それによるコストの削減、製品及びサービス等の品質の向上な

どの様々な利点があることが理解されてきたことがあります。当社では、このような情報共有システムの実効性の

あるものとなるためには、単にシステムを導入だけするだけでなく、導入目的や活用イメージを明確にし、更には

社員の啓蒙や教育活動等にじっくりと取り組むことが重要であると考えております。また、一口に「ナレッジコミ

ュニティを醸成する」とか「ワークスタイルを変える」と言っても、その浸透や定着には時間がかかります。当社

では、システムの導入をゴールではなくスタートとして捉えており、システムとその運用の両面で継続的な改善、

更新を行いながら、顧客企業との長期的な関係を通じた付加価値の提供を行っております。 

 

（2）目標とする経営指標 

当社の重視する経営指標は、売上高及び売上高経常利益率であります。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、中期戦略において、既存市場での継続的な事業成長及び新サービスの投入を通じた事業成長力

の強化を企図しております。 

既存市場での継続的な事業成長として、以下２つの軸で事業拡大を考えております。 

第一の軸として、現在の既存の主力製品である「KnowledgeMarket」及び「HAKONE for Notes」を継続強化し、

市場浸透度の更なる向上を目指します。 

第二の軸は、既存市場であるECM市場での新製品の強化です。Google社の支援を受けて開発した、検索エンジン

を企業内に導入する際に必要となる「GSA Extender for Notes」、ファイルサーバーのセキュリティ向上、棚卸機

能を実現する「FileServer intelligent」の販売を強化いたします。 

また、新サービスとして、企業のみならず個人ユーザーまで対象とした広告ビジネスモデルをも睨んだ情報共有

サービス「SocialFeed」、米国シリコンバレーにおけるR&D型インキュベーション事業「Software Innovation 

Laboratory（SIL）」の展開等を行ってまいります。 

さらに、海外展開も積極的に行ってまります。一般に、米国ではユーザー企業は業務用パッケージソフトをその

まま使用し自社の業務フローをそれに合わせる傾向が強く、日本のユーザー企業のように自社の業務プロセスに合

わせてシステムのカスタマイズを要求する頻度・程度が低いと言われております。このことはすなわち、製品ベン

ダーである当社としては、いわゆる「手離れのよい」マーケティングが可能であり、この意味で当社としてもまず

は米国で当社の製品を販売する意味が大きいと考えております。 

これらの戦略を可能とし、当社グループの業容の拡大を図る手段のひとつとして、M&Aを経営の重要課題と位置

付けております。特に、ECM市場におけるリーディングカンパニーのひとつとなるため、ソフトウェア開発メーカ

ーを主な対象として検討を継続してまいります。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

当社グループが顧客とする大企業においては、企業業績の回復と、内部統制に代表される外部環境の要請に後押

しされた「人、情報、ナレッジの全社的統合管理」への投資の拡大があるものと認識しております。同時に、こう

した全社統合管理を実現するECM市場においては、期待される事業機会の大きさから競争の激化も予想されます。 

このような状況の下、当社グループは主力製品の「KnowledgeMarket EnterpriseSuite」及び「HAKONE for Notes」

への継続的な投資を通じた安定的な事業成長とともに、新規投入した「GSA Extender for Notes」及び「FileServer 

intelligent」の積極的機能強化による一層の成長力向上を図ってまいります。 

こうした事業発展を実現するために当社グループが対処すべき課題は以下のとおりです。 
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①技術力、製品力の向上 

競争が激化しつつあるECM市場において事業機会を確実に成長につなげるためには、技術面、製品面で一層の差

別化が要求されます。今後、これまで以上に日本、米国における研究開発を強化し、顧客への導入やコンサルティ

ングを通じて得たノウハウを効果的に製品に反映することで技術的優位性の強化、製品力及び品質の向上を実現し

てまいります。 

 

②営業力の強化 

ECM市場において一層の市場浸透を実現するために、顧客との強いパイプを持ち提案力に長けた情報サービスベ

ンダーとの提携を強化拡大するとともに、当社グループの営業人員の採用促進、社内研修体制の整備及び効果的OJT

を通じてより強い営業体制を構築してまいります。 

 

③顧客に対するサポートの強化 

顧客に対する継続的なサポートは、ビジネスの安定性の面からも、他社からの参入障壁を高める上でも重要であ

ると認識しております。多様な顧客ニーズに応えつつ更なる品質向上を図るためには、サポートインフラの継続的

な整備が必要であると考えております。当社グループといたしましては、顧客満足度及びリピート率の向上に資す

るよう、積極的にサポート力強化を推進してまいります。 

 

④コンサルティングサービスの提供能力向上 

一般的にコンサルティングは、そのノウハウが個人に蓄積し、よって品質レベルがコンサルタントによってばら

つきが出てしまう属人的特性があります。さらに、高いサービスレベルを実現するための有能な人材の採用確保の

困難さが成長の足かせとなる傾向があります。当社グループにおいては、コンサルティングノウハウの共有、プロ

セスの標準化を通じて、組織としてのコンサルティング品質の向上、人材育成の効率化を行い、事業の成長スピー

ドに負けないサービス提供能力の向上を実現してまいります。 

 

⑤事業の海外展開 

ECM市場での主要企業のほとんどがグローバルに活動を行っている企業であり、これら企業と伍していくために

はグローバルでの事業運営は競合上必要な要件であると考えております。同時に、米国やアジア、欧州へ進出する

ことによって、大きな成長機会が期待されます。当社グループは、こうした機会を確実に取り込むべく、米国子会

社REALCOM TECHNOLOGY, INC.の体制の強化、IBM、Google、EMCといったグローバルパートナーの基盤の 大限活用

を通じて、リスクを低減しながらも海外への展開を積極的に推進していく方針であります。 

 

⑥優秀な人材の確保 

当社グループの事業の拡大において、優秀な人材の確保は不可欠であり、またそのような人材の定着が重要であ

ります。そのため、貢献度の高い人材にとって魅力のある会社作り（インセンティブプランの充実、研修制度の充

実等）を行うと同時に、OJTによる教育にも力を入れてまいります。 

 

⑦知的財産権管理の強化 

当社グループの競争力の源泉となる製品技術等の知的財産権を保護し、競合他社との差別化を図るため、知的財

産権の管理の強化を行ってまいります。 

 

⑧認知度の向上、ブランドの確立 

当社グループが市場での浸透度を高めていくためには、一層の認知度の向上、信頼感の醸成が必要となってまい

ります。顧客に「市場のリーダー」と信頼していただけるよう、製品・サービスのたゆまぬレベルアップ、既存顧

客の満足度の向上、パブリシティ強化を通じ当社ブランドの確立及び普及に努めてまいります。 

 

（5）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

 



－  － 

 

 

12

４．連結財務諸表 

（1）連結貸借対照表 

  
当連結会計年度 

（平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  705,008

２．売掛金  214,868

３．たな卸資産  10,119

４．繰延税金資産  9,934

５．その他  13,969

流動資産合計  953,900 72.5

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

(1)建物  8,375

減価償却累計額  2,341 6,033

(2)工具器具備品  73,341

減価償却累計額  43,219 30,122

有形固定資産合計  36,156 2.7

  

２．無形固定資産  

(1)ソフトウェア  228,584

(2)その他  28,034

無形固定資産合計  256,619 19.5

  

３．投資その他の資産  

(1)投資有価証券  2,509

(2)繰延税金資産  53,404

(3)その他  14,033

投資その他の資産合計  69,947 5.3

固定資産合計  362,722 27.5

資産合計  1,316,623 100.0

  



－  － 

 

 

13

  
当連結会計年度 

（平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金  70,168

２．１年内返済予定の 
長期借入金 

 
7,992

３．未払法人税等  87,726

４．未払消費税等  15,888

５．前受金  101,051

６．その他  33,834

流動負債合計  316,661 24.0

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金  30,010

固定負債合計  30,010 2.3

負債合計  346,671 26.3

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 １．資本金  510,912 38.8

 ２．資本剰余金  162,912 12.4

 ３．利益剰余金  293,054 22.2

株主資本合計  966,879 73.4

Ⅱ 評価・換算差額等  

 １．為替換算調整勘定  2,073 0.2

評価・換算差額等合計  2,073 0.2

Ⅲ 新株予約権  999 0.1

  純資産合計  969,951 73.7

  負債純資産合計  1,316,623 100.0

  
  



－  － 
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（2）連結損益計算書 

  
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 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  1,337,463 100.0

Ⅱ 売上原価  681,280 50.9

売上総利益  656,182 49.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  

１．役員報酬  64,036

２．給与  142,717

３．販売促進費  18,007

４．支払手数料  55,502

５．研究開発費  71,867

６．減価償却費  7,656

７．その他  101,703 461,490 34.5

営業利益  194,691 14.6

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息  962

２．受取手数料  1,199

３．その他  686 2,847 0.2

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息  784

２．保証料償却費  710

３．為替差損  419

４．株式交付費  22

５．その他  77 2,014 0.2

経常利益  195,525 14.6

Ⅵ 特別損失  

１．投資有価証券評価損   9,491 9,491 0.7

税金等調整前 
当期純利益 

 186,034 13.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 85,236

法人税等調整額  △7,526 77,709 5.8

当期純利益  108,325 8.1
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（3）連結株主資本等変動計算書 

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） 

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７月１日残高（千円）(注) 509,712 161,712 185,683 857,108

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 1,200 1,200  2,400

連結範囲の変更による減少額 △954 △954

当期純利益 108,325 108,325

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額（純額） 

 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 1,200 1,200 107,370 109,770

平成19年６月30日残高（千円） 510,912 162,912 293,054 966,879
     
 

評価・換算差額等 

 
為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計

新株予約権 純資産合計

平成18年７月１日残高（千円）(注) － － 999 858,107

連結会計年度中の変動額  

新株の発行  2,400

連結範囲の変更による減少額  △954

当期純利益  108,325

株主資本以外の項目の当連結
会計年度中の変動額（純額） 

2,073 2,073 2,073

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 2,073 2,073 － 111,844

平成19年６月30日残高（千円） 2,073 2,073 999 969,951
  

（注）当連結会計年度より、連結財務諸表を作成しているため、期首残高を記載しております。 
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益  186,034 

減価償却費  20,696 

ソフトウェア償却費  175,595 

長期前払費用償却費  1,399 

株式交付費  22 

投資有価証券評価損  9,491 

受取利息  △962 

支払利息  784 

売上債権の減少額  116,023 

たな卸資産の増加額  △5,487 

その他資産の減少額  4,135 

仕入債務の増加額  18,217 

未払金の減少額  △3,175 

前受金の増加額  34,527 

その他負債の増加額  5,342 

小計  562,644 

利息の受取額  785 

利息の支払額  △771 

法人税等の支払額  △667 

営業活動によるキャッシュ・フロー  561,990 
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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 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △174,652 

有形固定資産の取得による支出  △19,434 

無形固定資産の取得による支出  △227,511 

有価証券の取得による支出  △12,000 

貸付金による支出  △1,500 

その他  △137 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △435,234 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の借入による収入  40,000 

長期借入金の返済による支出  △47,296 

新株の発行による収入  2,377 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,918 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  3,181 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  125,018 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  329,621 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び 

現金同等物の期首残高 
 45,716 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高 ※ 500,356 
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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 

項目 

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．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称 

REALCOM TECHNOLOGY,INC. 

前事業年度に新規設立した子会社であ

り、当連結会計年度より連結の範囲に含め

ております。 

２．持分法の適用に関する事項 非連結子会社及び関連会社がないため、

該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連 結 子 会 社 で あ る REALCOM 

TECHNOLOGY,INC.の決算日は12月31日であ

るため、連結財務諸表の作成に当たっては、

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。 

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 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

（ロ)たな卸資産 

商品、原材料、仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

貯蔵品 

終仕入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

償却の方法 

 

（イ）有形固定資産 

定率法を採用しております。（ただし、

附属設備を除く建物については定額法） 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物     10年～15年 

器具及び備品 ４年～15年 

（ロ）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

市場販売目的のソフトウェアについて

は、見込販売可能期間（３年）における見

込販売収益に基づく償却額と見込販売可能

期間の残存有効期間に基づく均等配分額の

いずれか大きい額により償却しておりま

す。 

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。 
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項目 

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） 

（3） 重要な引当金の計上基準 （イ）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

なお、当連結会計年度においては、債権

の回収が確実であると見込まれること及び

過去の貸倒実績がないことにより計上して

おりません。 

（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。 

（5） その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

（イ）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

５．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 
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注記事項 

（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 

発行済株式 
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）

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式  

普通株式(注)１ 10,906 2,536 － 13,442

A種優先株式（注）

２ 
2,520 － 2,520 －

自己株式  

普通株式 － － － －

計 13,426 2,536 2,520 13,442

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加 2,536 株は、A 種優先株式の普通株式への転換による増加 2,520

株、第三者割当による新株の発行（払込期日：平成 18 年７月 18 日）による増加 16 株であります。 

２．A種優先株式の発行済株式総数の減少 2,520 株は、普通株式への転換による減少であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円） 

提出会社 

（親会社） 

平成13年12月

新株引受権 
普通株式 888 － － 888 999

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

（平成19年６月30日現在）

現金及び預金勘定 705,008千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △204,652千円

現金及び現金同等物 500,356千円
 
 

 

（リース取引関係） 

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） 

内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が僅少のため、連結財務

諸表規則第15条の３(財務諸表等規則第８条の６第６項に準ずる)の規定によ

り記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

当連結会計年度 

（平成19年６月30日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

その他有価証券  

非上場株式 2,509千円 

 

（デリバティブ取引関係） 

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） 

当グループで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。 
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（ストック・オプション等関係） 

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） 

１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストックオプションの内容 

 平成 13 年ストックオプション 平成 14 年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役１名及び従業員 15 名 
当社取締役１名、監査役１名及び従業

員 23 名 

株式の種類別のストックオプシ

ョンの付与数（注） 
普通株式 472 株 普通株式 424 株 

付与日 平成 13 年８月 21 日 平成 14 年９月 27 日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関

係会社の従業員、取締役、監査役、コ

ンサルタント又はアドバイザーであ

ることを要します。ただし、任期満了

による退任、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた

場合はこの限りではありません。 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社も若しくは

関係会社の従業員、取締役、監査役、

コンサルタント又はアドバイザーで

あることを要します。ただし、任期満

了による退任、定年退職、転籍その他

取締役会が正当な理由があると認め

た場合はこの限りではありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 15 年８月７日 

至 平成 23 年８月６日 

自 平成 16 年９月 28 日 

至 平成 24 年９月 27 日 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

    ２．平成 17 年９月 26 日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

 

 平成 14 年ストックオプション 平成 15 年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役１名及び従業員９名 
当社取締役２名、監査役１名、従業員

16 名及び社外協力者１名 

株式の種類別のストックオプシ

ョンの付与数（注） 
普通株式 96 株 普通株式 208 株 

付与日 平成 15 年５月 20 日 平成 15 年９月 26 日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関

係会社の従業員、取締役、監査役、コ

ンサルタント又はアドバイザーであ

ることを要します。ただし、任期満了

による退任、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた

場合はこの限りではありません。 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関

係会社の従業員、取締役、監査役、コ

ンサルタント又はアドバイザーであ

ることを要します。ただし、任期満了

による退任、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた

場合はこの限りではありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 16 年９月 28 日 

至 平成 24 年９月 27 日 

自 平成 17 年９月 27 日 

至 平成 25 年９月 26 日 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

   ２．平成 17 年９月 26 日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 
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 平成 16 年ストックオプション 平成 17 年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社監査役１名及び従業員 34 名 
当社取締役３名、監査役１名、従業員

36 名及び社外協力者１名 

株式の種類別のストックオプシ

ョンの付与数（注） 
普通株式 232 株 普通株式 483 株 

付与日 平成 16 年 10 月 28 日 平成 17 年 12 月 22 日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関

係会社の従業員、取締役、監査役、コ

ンサルタント又はアドバイザーであ

ることを要します。ただし、任期満了

による退任、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた

場合はこの限りではありません。 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関

係会社の従業員、取締役、監査役、コ

ンサルタント又はアドバイザーであ

ることを要します。ただし、任期満了

による退任、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた

場合はこの限りではありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 18 年９月 25 日 

至 平成 26 年９月 24 日 

自 平成 19 年９月 23 日 

至 平成 27 年９月 22 日 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

   ２．平成 17 年９月 26 日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

 

 平成 18 年ストックオプション 平成 18 年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名及び社外協力者１名 
当社取締役２名、従業員 19 名及び社

外協力者１名 

株式の種類別のストックオプシ

ョンの付与数（注） 
普通株式 400 株 普通株式 192 株 

付与日 平成 18 年２月１日 平成 18 年６月 30 日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関

係会社の従業員、取締役、監査役、コ

ンサルタント又はアドバイザーであ

ることを要します。ただし、任期満了

による退任、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた

場合はこの限りではありません。 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関

係会社の従業員、取締役、監査役、コ

ンサルタント又はアドバイザーであ

ることを要します。ただし、任期満了

による退任、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた

場合はこの限りではありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 18 年２月１日 

至 平成 28 年１月 31 日 

自 平成 20 年７月１日 

至 平成 28 年６月 30 日 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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 平成 18 年ストックオプション 平成 18 年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員１名 社外協力者１名 

株式の種類別のストックオプシ

ョンの付与数（注） 
普通株式 ２株 普通株式 30 株 

付与日 平成 18 年８月 14 日 平成 18 年９月 13 日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関

係会社の従業員、取締役、監査役、コ

ンサルタント又はアドバイザーであ

ることを要します。ただし、任期満了

による退任、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた

場合はこの限りではありません。 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関

係会社の従業員、取締役、監査役、コ

ンサルタント又はアドバイザーであ

ることを要します。ただし、任期満了

による退任、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた

場合はこの限りではありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 20 年７月１日 

至 平成 28 年６月 30 日 

自 平成 20 年７月１日 

至 平成 28 年６月 30 日 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 

 平成 19 年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 15 名 

株式の種類別のストックオプシ

ョンの付与数（注） 
普通株式 18 株 

付与日 平成 19 年６月 19 日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時におい

て当社又は当社の子会社若しくは関

係会社の従業員、取締役、監査役、コ

ンサルタント又はアドバイザーであ

ることを要します。ただし、任期満了

による退任、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた

場合はこの限りではありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成 21 年６月 20 日 

至 平成 29 年６月 19 日 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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(2) ストックオプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数

に換算して記載しております。 

    ①ストックオプションの数    

 平成 13 年ストックオプション 平成 14 年ストックオプション 

権利確定前      （株）   

 前事業年度末 － － 

 付与 － － 

 失効 － － 

 権利確定 － － 

 未確定残 － － 

権利確定後      （株）   

 前事業年度末 268 204 

 権利確定 － － 

 権利行使 － － 

 失効 － 4 

 未行使残 268 200 

（注）平成 17 年９月 26 日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業

年度末に株式分割があったものとみなした株数を記載しております。 

 

 平成 14 年ストックオプション 平成 15 年ストックオプション 

権利確定前      （株）   

 前事業年度末 － － 

 付与 － － 

 失効 － － 

 権利確定 － － 

 未確定残 － － 

権利確定後      （株）   

 前事業年度末 92 192 

 権利確定 － － 

 権利行使 － － 

 失効 12 4 

 未行使残 80 188 

（注）平成 17 年９月 26 日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業

年度末に株式分割があったものとみなした株数を記載しております。 

 

 平成 16 年ストックオプション 平成 17 年ストックオプション 

権利確定前      （株）   

 前事業年度末 180 460 

 付与 － － 

 失効 － 12 

 権利確定 180 － 

 未確定残 － 448 

権利確定後      （株）   

 前事業年度末 － － 

 権利確定 180 － 

 権利行使 － － 

 失効 12 － 

 未行使残 168 － 

（注）平成 17 年９月 26 日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業

年度末に株式分割があったものとみなした株数を記載しております。 
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 平成 18 年ストックオプション 平成 18 年ストックオプション 

権利確定前      （株）   

 前事業年度末 － 192 

 付与 － － 

 失効 － － 

 権利確定 － － 

 未確定残 － 192 

権利確定後      （株）   

 前事業年度末 400 － 

 権利確定 － － 

 権利行使 － － 

 失効 － － 

 未行使残 400 － 

 

 

 平成 18 年ストックオプション 平成 18 年ストックオプション 

権利確定前      （株）   

 前事業年度末 － － 

 付与 ２ 30 

 失効 ２ － 

 権利確定 － － 

 未確定残 － 30 

権利確定後      （株）   

 前事業年度末 － － 

 権利確定 － － 

 権利行使 － － 

 失効 － － 

 未行使残 － － 

 

 

 平成 19 年ストックオプション 

権利確定前      （株）  

 前事業年度末 － 

 付与 18 

 失効 － 

 権利確定 － 

 未確定残 18 

権利確定後      （株）  

 前事業年度末 － 

 権利確定 － 

 権利行使 － 

 失効 － 

 未行使残 － 
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②単価情報 

 平成 13 年ストックオプション 平成 14 年ストックオプション 

権利行使価格    （円） 75,000 78,750 

行使時平均株価   （円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 

（注）平成 17 年９月 26 日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割によ

り調整された価格であります。 

 

 平成 14 年ストックオプション 平成 15 年ストックオプション 

権利行使価格    （円） 78,750 78,750 

行使時平均株価   （円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 

（注）平成 17 年９月 26 日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割によ

り調整された価格であります。 

 

 平成 16 年ストックオプション 平成 17 年ストックオプション 

権利行使価格    （円） 112,500 112,500 

行使時平均株価   （円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 

（注）平成 17 年９月 26 日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割によ

り調整された価格であります。 

 

 平成 18 年ストックオプション 平成 18 年ストックオプション 

権利行使価格    （円） 150,000 150,000 

行使時平均株価   （円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 

 

 

 平成 18 年ストックオプション 平成 18 年ストックオプション 

権利行使価格    （円） 150,000 150,000 

行使時平均株価   （円） － － 

公正な評価単価（付与日） － － 

 

 

 平成 19 年ストックオプション 

権利行使価格    （円） 350,000 

行使時平均株価   （円） － 

公正な評価単価（付与日） － 
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（税効果会計関係） 

当連結会計年度 

（平成19年６月30日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 

繰延税金資産  

 減価償却超過額 54,966千円

 未払事業税 7,436 

 未払賞与 1,601 
 貯蔵品 582 

 投資有価証券評価損 3,861 

 繰越欠損金 781 

 その他 456 

繰延税金資産小計 69,686千円

評価性引当額 △6,346 

繰延税金資産合計 63,339千円
 
 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 9,934千円 

固定資産－繰延税金資産 53,404千円 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳 

 

法定実効税率 40.7 %

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0

試験研究費等の法人税の特別控除額 △4.1

住民税均等割等 0.3

評価性引当額の増減額 3.5

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.8 %
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

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、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、当該事業以外

に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

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

合がいずれも 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

【関連当事者との取引】 

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） 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金 

又は 

出資金 

(百万円) 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

（％） 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内

容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高

(千円)

法人主要株

主 

株式会

社CSK 

ホール

ディン

グス 

東京都

港区 

 

72,790 

 

情報サービ

ス業 

 

(被所有)

直接10.0

 

－ 

 

当社製

品の販

売 

 

Knowledge

Market 

製品の販

売 

 

123,020 売掛金 4,431

（注）１．上記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．引条件及び取引条件の決定方針等 

当社製品の販売価格につきましては、市場価格を参考に決定しております。 
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（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 72,083円97銭 

１株当たり当期純利益金額 9,776円65銭 

  

１株当たり純資産額の算定上の基礎とする純資産額

は、貸借対照表の株主資本合計額から優先株式の発行価

額を控除した金額であります。 

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、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませ

んので記載しておりません。 

 

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

 

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） 

当期純利益（千円） 108,325 

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（千円） 108,325 

期中平均株式数（株） 11,080 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

第１回無担保新株引受権付社債に

付された新株引受権（新株引受権

の残高999千円）、新株引受権（新

株引受権の目的となる株式の数 

1,156株）及び新株予約権（新株予

約権の目的となる株式の数 

1,724株） 
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（重要な後発事象） 

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．平成19年７月26日付で新株予約権の行使により、株

式数等が次のとおり増加いたしました。 

株式数 190株

資本金 14,250千円

資本準備金 14,250千円

  

２．平成19年７月27日付で新株予約権の行使により、株

式数等が次のとおり増加いたしました。 

株式数 888株

資本金 49,950千円

資本準備金 50,949千円

  

これにより、平成19年７月27日現在の発行済株式の

総数は、14,520株、資本金575,112千円、資本準備金は

228,111千円となっております。 

３．平成19年８月16日及び平成19年８月29日開催の取締

役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、

平成19年９月18日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は761,412千円、発行済株式総数は

16,020株となっております。 

 

① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類

及び数 

：普通株式    1,500株

③ 発行価格 ：１株につき  270,000円

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき  248,400円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式

払込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引

受人の手取金となります。 

⑤ 払込金額 ：１株につき  212,500円

この金額は会社法上の払込金額であり、平成19年

８月29日開催の取締役会において決定された金額

であります。 

⑥ 資本組入額 ：１株につき   124,200円

⑦ 発行価額の総額 ：      318,750千円

⑧ 資本組入額の総額 ：       186,300千円

⑨ 払込金額の総額 ：       372,600千円

⑩ 払込期日 ：       平成19年９月18日

⑪ 資金の使途 ：研究開発及び製品開発投資
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５．個別財務諸表 

（1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年６月30日） 
当事業年度 

（平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

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  359,621  665,365

２．売掛金  330,891  214,868

３．商品  －  3,618

４．原材料  3,000  －

５．仕掛品  －  6,384

６．貯蔵品  1,631  117

７．前払費用  16,750  11,143

８．繰延税金資産  13,065  9,934

９．その他  586  2,824

流動資産合計  725,547 67.6  914,255 69.0

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1)建物  8,130 8,375 

減価償却累計額  1,379 6,750 2,341 6,033

(2)器具及び備品  60,694 73,059 

減価償却累計額  32,645 28,048 43,180 29,879

有形固定資産合計  34,798 3.3  35,913 2.7

２．無形固定資産   

(1)ソフトウェア  165,730  229,032

(2)ソフトウェア仮勘定  42,252  28,007

(3)その他  102  102

無形固定資産合計  208,085 19.4  257,142 19.5
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前事業年度 

（平成18年６月30日） 
当事業年度 

（平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

３．投資その他の資産   

(1)投資有価証券  －  2,509

 (2)関係会社株式  47,164  47,164

(3)長期前払費用  1,402  2

(4)繰延税金資産  42,747  53,280

(5)敷金保証金  12,993  13,022

(6)その他  －  1,008

投資その他の資産合計  104,307 9.7  116,986 8.8

固定資産合計  347,191 32.4  410,042 31.0

資産合計  1,072,738 100.0  1,324,297 100.0
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前事業年度 

（平成18年６月30日） 
当事業年度 

（平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

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  51,950  72,610

２．１年内返済予定の 
長期借入金 

  
14,846  7,992

３．未払金  32,927  29,198

４．未払法人税等  2,601  87,590

５．未払消費税等  12,095  15,888

６．前受金  66,523  101,051

７．預り金  3,234  4,225

８．前受収益  －  3

流動負債合計  184,179 17.2  318,560 24.1

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  30,452  30,010

固定負債合計  30,452 2.8  30,010 2.2

負債合計  214,631 20.0  348,570 26.3

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 １．資本金  509,712 47.5  510,912 38.6

 ２．資本剰余金   

 (1)資本準備金  161,712 162,912 

   資本剰余金合計  161,712 15.1  162,912 12.3

 ３．利益剰余金   

 (1)その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金  185,683 300,903 

   利益剰余金合計  185,683 17.3  300,903 22.7

  株主資本合計  857,108 79.8  974,728 73.6

Ⅱ 新株予約権  999 0.1  999 0.1

  純資産合計  858,107 80.0  975,727 73.7

  負債純資産合計  1,072,738 100.0  1,324,297 100.0
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（2）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  926,841 100.0  1,337,463 100.0

Ⅱ 売上原価  418,132 45.1  681,301 50.9

売上総利益  508,708 54.9  656,161 49.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．販売促進費  25,229 17,761 

２．販売支援費  52,196 - 

３．役員報酬  39,586 64,036 

４．給与  95,187 142,684 

５．法定福利費  10,343 22,072 

６．支払手数料  60,237 54,649 

７．研究開発費  20,789 72,021 

８．減価償却費  5,331 7,656 

９．その他  63,764 372,667 40.2 73,249 454,132 34.0

営業利益  136,041 14.7  202,029 15.1

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  12 424 

２．受取手数料  1,199 

３．その他  290 302 0.0 686 2,309 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  1,231 784 

２．新株発行費  554 － 

３．株式交付費  － 22 

４．保証料償却費  － 710 

５．為替差損  － 435 

６．その他  244 2,030 0.2 77 2,030 0.2

経常利益  134,314 14.5  202,308 15.1
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前事業年度 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※1 1,196 － 

２．投資有価証券評価損  － 1,196 0.1 9,491 9,491 0.7

税引前当期純利益  133,118 14.4  192,817 14.4

法人税、住民税及び事業
税 

 530 85,000 

法人税等調整額  △55,813 △55,283 △5.9 △7,402 77,597 5.8

当期純利益  188,401 20.3  115,219 8.6



 

－  － 

 

 

37

（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） 

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 

新株 

予約権 

純資産

合計 

平成 17 年６月 30 日 残

高（千円） 
472,775 124,775 124,775 △2,718 △2,718 594,831 999 595,830

事業年度中の変動額    

 新株の発行 36,937 36,937 36,937 73,875  73,875

 当期純利益  188,401 188,401 188,401  188,401

事業年度中の変動額合計

（千円） 
36,937 36,937 36,937 188,401 188,401 262,276 － 262,276

平成 18 年６月 30 日 残

高（千円） 
509,712 161,712 161,712 185,683 185,683 857,108 999 858,107

 

 

当事業年度（自 平成 18 年７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 

新株 

予約権 

純資産

合計 

平成 18 年６月 30 日 残

高（千円） 
509,712 161,712 161,712 185,683 185,683 857,108 999 858,107

事業年度中の変動額    

 新株の発行 1,200 1,200 1,200 2,400  2,400

 当期純利益  115,219 115,219 115,219  115,219

事業年度中の変動額合計

（千円） 
1,200 1,200 1,200 115,219 115,219 117,619 － 117,619

平成 19 年６月 30 日 残

高（千円） 
510,912 162,912 162,912 300,903 300,903 974,728 999 975,727
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（4）キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税引前当期純利益  133,118 

減価償却費  18,245 

ソフトウェア償却費  141,911 

長期前払費用償却費  633 

新株発行費  554 

受取利息  △12 

支払利息  1,231 

固定資産除却損  1,196 

売上債権の減少額（△増加額）  △144,946 

たな卸資産の減少額（△増加額）  3,023 

その他資産の増加額  △7,229 

仕入債務の増加額  26,407 

未払金の増加額  9,664 

前受金の増加額（△減少額）  △14,136 

その他負債の増加額（△減少額）  △1,360 

小計  168,298 

利息及び配当金の受取額  12 

利息の支払額  △1,204 

法人税等の支払額  △369 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 166,736 
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前事業年度 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △16,153 

無形固定資産の取得による支出  △195,724 

関係会社株式の取得による支出  △47,164 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △259,041 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △16,889 

新株の発行による収入  73,320 

財務活動によるキャッシュ・フロー  56,431 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 

（△減少額） 
 △35,872 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  365,494 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 329,621 
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重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

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。 

子会社株式 

同左 

 
２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品、原材料、仕掛品 

個別法による原価法を採用しており

ます。 

(2) 貯蔵品 

終仕入原価法を採用しておりま

す。 

（1）商品、原材料、仕掛品 

同左 

 

(2) 貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。（ただ

し、附属設備を除く建物については

定額法） 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物     10～15年 

器具及び備品 ４～15年 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

市場販売目的のソフトウェアについ

ては、見込販売可能期間（３年）にお

ける見込販売収益に基づく償却額と見

込販売可能期間の残存有効期間に基づ

く均等配分額のいずれか大きい額によ

り償却しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。（ただ

し、附属設備を除く建物については

定額法） 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物     10～15年 

器具及び備品 ４～15年 

(会計方針の変更) 

当期より平成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、この変更による影響は軽微で

あります。 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

株式交付費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

５．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

 なお、当期においては、債権の回収が

確実であると見込まれること及び過去の

貸倒実績がないことにより計上しており

ません。 

貸倒引当金 

同左 
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前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成19年６月30日） 

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 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。

同左 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項   
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会計処理方法の変更  

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

 至 平成19年６月30日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

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」（企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６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。 

 

（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）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857,108千円

であり、この変更による損益に与える影響はありません。

なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸借

対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 

―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当期より「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実務対応報

告第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。 

 前期において、営業外費用の内訳として表示していた

「新株発行費」は、当期より「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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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成18年６月30日） 

当事業年度 

（平成19年６月30日） 

１．運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しております。この契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越極度額の総額 150,000千円 

借入実行残高 －千円 

差引額 150,000千円 
 

１．運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しております。この契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

当座貸越極度額の総額 150,000千円 

借入実行残高 －千円 

差引額 150,000千円 
 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

※１．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

器具及び備品       1,196千円 

 

※１．     ―――――――――― 

 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成 18 年７月 1日 至 平成 19 年６月 30 日） 

１．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。 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成18年6月30日現在）

現金及び預金勘定 359,621千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △30,000千円

現金及び現金同等物 329,621千円
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（リース取引関係） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

 内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が

僅少のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定に

より、記載を省略しております。 

 

同左 

 

（有価証券関係） 

前事業年度末（自 平成 17 年７月 1 日 至 平成 18 年６月 30 日）及び当事業年度（自 平成 18 年７月 1 日 至 平成

19 年６月 30 日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 

（平成18年６月30日） 

当事業年度 

（平成19年６月30日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 

繰延税金資産  

 減価償却超過額 42,747千円

 繰越欠損金 10,102 

 未払賞与 1,864 
 未払事業税 842 

 その他 256 

繰延税金資産合計 55,813千円

 

 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 

繰延税金資産   

 減価償却超過額 53,280 千円

 未払事業税 7,419  

 未払賞与 1,601  
 貯蔵品 582  

 投資有価証券評価損 3,861  

 その他 331  

繰延税金資産小計 67,077 千円

評価性引当額 △3,861  

繰延税金資産合計 63,215 千円
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳 

 

法定実効税率 40.7 %

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9

評価性引当金の減少 △84.5

住民税均等割等 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △41.5 %
 

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

となった主な項目別の内訳 

 

法定実効税率 40.7 %

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9

試験研究費等の法人税の特別控除額 △4.0

住民税均等割等 0.3

評価性引当額の増減額 2.0

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.2 %
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（１株当たり情報） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

 

１株当たり純資産額 52,595円66銭 

１株当たり当期純利益金額 17,642円07銭 

  

 

１株当たり純資産額 72,513円63銭 

１株当たり当期純利益金額 10,398円91銭 

  

１株当たり純資産額の算定上の基礎とする純資産額

は、貸借対照表の資本合計額から優先株式の発行価額を

控除した金額であります。 

また、当社は平成17年９月26日付けで株式１株につき

４株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前期における１株当たり情報は、以下のとおりとな

ります。 

１株当たり純資産額      30,179円52銭 

１株当たり当期純利益金額   2,831円64銭 

また、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませ

んので記載しておりません。 

また、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませ

んので記載しておりません。 

 

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

 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

当期純利益（千円） 188,401 115,219 

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（千円） 188,401 115,219 

期中平均株式数（株） 10,679 11,080 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

つた潜在株式の概要 

 第１回無担保新株引受権付社債

に付された新株引受権（新株引受

権の残高999千円）、新株引受権1

種類（新株引受権67個）及び新株

予約権７種類（新株予約権1,224

個）。 

 

第１回無担保新株引受権付社債に

付された新株引受権（新株引受権

の残高999千円）、新株引受権（新

株引受権の目的となる株式の数 

1,156株）及び新株予約権（新株予

約権の目的となる株式の数 

1,724株） 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

１．平成19年７月26日付で新株予約権の行使により、株

式数等が次のとおり増加いたしました。 

 

株式数 190株

資本金 14,250千円

資本準備金 14,250千円

  

２．平成19年７月27日付で新株予約権の行使により、株

式数等が次のとおり増加いたしました。 

 

株式数 888株

資本金 49,950千円

資本準備金 50,949千円

  

 これにより、平成19年７月27日現在の発行済株式の

総数は、14,520株、資本金575,112千円、資本準備金は

228,111千円となっております。 

３．平成19年８月16日及び平成19年８月29日開催の取締

役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、

平成19年９月18日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は761,412千円、発行済株式総数は

16,020株となっております。 

１．株主以外のものに対する新株の発行 

平成18年６月30日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、平成18年７月18日付で当社従業員持株会に対して

新株を発行いたしました。 

その概要は以下のとおりであります。 

(1)発行株式数 普通株式   16株 

(2)発行価額 １株につき 150,000円

(3)発行価額の総額 2,400千円 

(4)資本組入額 １株につき  75,000円

(5)資本組入額の総額 1,200千円 

(6)払込期日 平成18年７月18日 

(7)割当先 当社従業員持株会 

(8)増資後の発行株式総数 13,442株（内普通株式

10,922株、A種優先株式

2,520株） 
 

 

① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類

及び数 

：普通株式    1,500株

③ 発行価格 ：１株につき  270,000円

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき  248,400円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式

払込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引

受人の手取金となります。 

⑤ 払込金額 ：１株につき  212,500円

この金額は会社法上の払込金額であり、平成19年

８月29日開催の取締役会において決定された金額

であります。 

⑥ 資本組入額 ：１株につき   124,200円

⑦ 発行価額の総額 ：      318,750千円

⑧ 資本組入額の総額 ：       186,300千円

⑨ 払込金額の総額 ：       372,600千円

⑩ 払込期日 ：       平成19年９月18日

⑪ 資金の使途 ：研究開発及び製品開発投資
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６．その他 

（1）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

当社グループは開発を終了し製品化したソフトウェアの販売を行っており、受注から売上までの期間が短いため、

生産実績は販売実績とほぼ一致しております。従いまして、生産実績に関しては販売実績の欄を参照してください。 

②受注状況 

当連結会計年度の受注状況を事業の部門別に示すと、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（%）

ソフトウェアライセンス 547,733 146.2 4,170 212.9 

システムインテグレーション 331,174 94.7 36,754 24.7 

ビジネスコンサルティング 157,439 120.1 23,628 1000.3 

運用保守 244,531 173.9 174,922 158.0 

その他 33,838 562.1 1,366 － 

合計 1,314,715 131.2 240,841 91.4 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

③販売実績 

当連結会計年度の販売実績を事業の部門別に示すと、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 

金額（千円） 前年同期比（%） 

ソフトウェアライセンス 545,522 144.2 

システムインテグレーション 442,961 190.5 

ビジネスコンサルティング 136,173 85.7 

運用保守 180,333 119.3 

その他 32,472 539.4 

合計 1,337,463 144.3 

（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当連結会計年度の主な相手先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） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 

日本アイ・ビー・エム(株) 345,122 25.4 

(株)CSKホールディングス 123,020 9.1 

 


