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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 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年６月期第１四半期の連結業績（平成 19 年７月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年６月期第１四半期 192 － △80 － △92 － △55 －

19 年６月期第１四半期 － － － － － － － －

19 年６月期  1,337 － 194 － 195 － 108 －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円   銭 円   銭

20 年６月期第１四半期 △3,804 80 － －

19 年６月期第１四半期 － － － －

19 年６月期 9,776 65  － －

 
(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円   銭

20 年６月期第１四半期 1,611 1,412 87.7 88,169 61

19 年６月期第１四半期 － － － －

19 年６月期 1,316 969 73.6 72,083 97

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による  

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高
 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年６月期第１四半期 △96 △125 495 773

19 年６月期第１四半期 － － － －

19 年６月期 561 △435 △4 500

（注）当社グループは、当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、各項目の平成 19 年６月

期第１四半期、対前年第１四半期増減率については記載しておりません。 
 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

19 年６月期 － － － － 0 00

20 年６月期  
20 年６月期（予想） － － － －

0 00

 
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） 

（％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 636 33.1 11  － 10  － 6  － 412 50

通     期 1,855 38.7 333 71.4 332 70.1 193 78.4 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） 

： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

(4) 会計監査人の関与 ： 有 

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

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

めの手続きを受けております。 

 
５．個別業績の概要（平成 19 年７月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 

(1) 個別経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年６月期第１四半期 192 － △81 － △92 － △55 －

19 年６月期第１四半期 － － － － － － － －

19 年６月期 1,337 － 202 － 202 － 115 －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円   銭

20 年６月期第１四半期 △3,814 34

19 年６月期第１四半期 － －

19 年６月期 10,398 91

 
(2) 個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円    銭

20 年３月期第１四半期 1,622 1,420 87.6 88,687 08

19 年３月期第１四半期 － － － －

19 年６月期 1,324 975 73.6 72,513 63

 
６．平成 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 636 33.1 26  － 25  － 15  － 992 11

通     期 1,811 35.5 322 59.5 321 58.7 187 63.2 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 

（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のでご了承くださ

い。 

（その他特記事項） 

上記「１．平成 20 年６月期第１四半期の連結業績（平成 19 年７月１日～平成 19 年９月 30 日）(1) 連結経営成績」

の 20 年６月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、ストックオプションに係る新

株予約権の残高はありますが、四半期純損失が計上されているため、記載しておりません。また、平成 19 年６月期

の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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ないため記載しておりません。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

先日日本銀行が発表した「経済・物価情勢の展望」（展望レポート）によれば、米国サブプライム住宅ローン問

題やこれに端を発する国際金融資本市場のなど不確実な要因はあるものの、海外経済全体としては拡大が続くと

見られており、日本経済についても生産・所得・支出の好循環メカニズムが維持され、息の長い緩やかな拡大を

続けると予想されております。 

当社グループの属する IT 関連業界は、企業業績の回復を背景として IT 投資に対する姿勢は着実に積極化して

いると考えられます。特に、平成 20 年度から義務化する内部統制ルール対策に向け、金融・製造業を中心に IT

投資に前向きであり、その他、事業拡大のための経営基盤強化、業務コスト削減を目的とした IT 投資に支えられ

て、情報システム関連の受注は概ね堅調に推移しております。 

こうした状況の中、当社グループでは、ナレッジマネジメントや企業ポータル市場、ブログや SNS に代表され

る Web2.0 が融合したエンタープライズコンテンツマネジメント（ECM：全社統合情報管理）市場を事業領域とし

ております。システムありき、製品販売ありきではなく、パッケージソフトウェア販売、システムインテグレー

ション及びカスタマイズ、業務プロセスのコンサルティング等、トータルなソリューションを顧客に提供してま

いりました。 

当社グループの主力製品である「KnowledgeMarket」及び「HAKONE」が電力会社等に採用され、またそれに伴う

システムインテグレーションを受注いたしました。また、既存顧客からの運用保守の売上が堅調な伸びを示しま

した。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高 192,504 千円となりました。また、利益

面においては、経常損失は 92,603 千円、第１四半期純損失は 55,820 千円とほぼ見込みどおりとなりました。 

なお、当社グループは、当第１四半期連結会計期間より四半期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。 

 

（当社グループの経営成績の季節偏重について） 

当社グループの収益は、売上計上が下期（１月から６月）に偏る傾向にあります。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う結果として、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。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 （資産の部） 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 1,174,123 千円（前連結会計年度比 220,223 千円増

加）となりました。これは主に、平成 19 年９月の新株の発行による現金及び預金の増加（前連結会計年度比

271,253 千円増加）によるものであります。 

固定資産の残高は 437,032 千円（前連結会計年度比 74,309 千円増加）となりました。これは主に、ソフトウ

ェア仮勘定の増加（前連結会計年度比 76,051 千円増加）によるものであります。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における総資産は 1,611,156 千円（前連結会計年度比 294,532 千

円増加）となりました。 

 （負債の部） 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は 198,678 千円（前連結会計年度比 147,992 千円減少）とな

りました。これは主に、法人税等の支払等によるその他の流動負債の減少（前連結会計年度比 92,038 千円減少）

によるものであります。 

 

 （純資産の部） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は 1,412,477 千円（前連結会計年度比 442,525 千円）とな

りました。これは主に、新株引受権及び新株予約権の行使、平成 19 年９月の新株の発行に伴う資本金の増加（前

連結会計年度比 250,500 千円増加）、資本剰余金の増加（前連結会計年度比 251,499 千円増加）によるものであ

ります。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、773,175 千円（前連結

会計年度比 272,819 千円増加）となりました。 

当第１四半期連結会計期間中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） 

営業活動の結果使用した資金は 96,291 千円となりました。これは主に、税引前第１四半期純損失が 92,603

千円であったこと、法人税等の支払による支出 84,047 千円等があったのに対して、売上債権の減少 89,564 千

円、ソフトウェア償却費 38,204 千円等があったこと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 125,048 千円となりました。これは主に、ソフトウェア仮勘定を中心とした

無形固定資産の取得 116,404 千円によるものであります。 

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、495,111 千円となりました。これは主に、株式の発行による収入 497,109

千円によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当社グループでは、「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。 

 

４．その他 

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

該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

 該当事項はありません。 

 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

 該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

  
当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 

要約連結貸借対照表 

（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   976,261 705,008  

２．売掛金   125,303 214,868  

３．たな卸資産   7,459 10,119  

４．繰延税金資産   53,900 9,934  

５．その他   11,198 13,969  

流動資産合計   1,174,123 72.9 953,900 72.5 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１  38,080 2.4 36,156 2.7 

２．無形固定資産    

（1）ソフトウェア  229,955 228,584  

（2）ソフトウェア仮勘定  103,984 27,932  

（3）その他  102 334,041 20.7 102 256,619 19.5 

３．投資その他の資産   64,911 4.0 69,947 5.3 

固定資産合計   437,032 27.1 362,722 27.5 

資産合計   1,611,156 100.0 1,316,623 100.0 
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当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 

要約連結貸借対照表 

（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   44,316 70,168  

２．１年内返済予定の 

長期借入金 
  7,992 7,992  

３．前受金   72,947 101,051  

４．その他 ※３  45,410 137,449  

流動負債合計   170,666 10.6 316,661 24.0 

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金   28,012 30,010  

固定負債合計   28,012 1.7 30,010 2.3 

負債合計   198,678 12.3 346,671 26.3 

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   761,412 47.3 510,912 38.8 

２．資本剰余金   414,411 25.7 162,912 12.4 

３．利益剰余金   237,234 14.7 293,054 22.2 

株主資本合計   1,413,058 87.7 966,879 73.4 

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．為替換算調整勘定   △580 0.0 2,073 0.2 

評価・換算差額等合計   △580 0.0 2,073 0.2 

Ⅲ 新株予約権   ― ― 999 0.1 

純資産合計   1,412,477 87.7 969,951 73.7 

負債・純資産合計   1,611,156 100.0 1,316,623 100.0 
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(2) 四半期連結損益計算書 

  

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度の 

要約連結損益計算書 

（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   192,504 100.0 1,337,463 100.0 

Ⅱ 売上原価   153,341 79.7 681,280 50.9 

売上総利益   39,162 20.3 656,182 49.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   

１．販売促進費  6,641 18,007  

２．広告宣伝費  11,374 －  

３．役員報酬  16,186 64,036  

４．給与  36,333 142,717  

５．支払手数料  16,390 55,502  

６．研究開発費  182 71,867  

７．減価償却費  2,051 7,656  

８．その他  30,965 120,125 62.4 101,703 461,490 34.5 

営業利益又は営業損失

(△) 
  △80,963 △42.1 194,691 14.6 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  409 962  

２．その他  1,100 1,509 0.8 1,885 2,847 0.2 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  152 784  

２．株式上場費用  7,648 ―  

３．株式交付費  3,890 ―  

４．その他  1,458 13,150 6.8 1,229 2,014 0.2 

経常利益又は経常損失

(△) 
  △92,603 △48.1 195,525 14.6 

Ⅵ 特別損失    

１．投資有価証券評価損   ― ― ― 9,491 9,491 0.7 

税金等調整前第１四半

期純損失(△)又は当期

純利益 

  △92,603 △48.1 186,034 13.9 

法人税、住民税及び事

業税 
 572 85,236  

法人税等調整額  △37,356 △36,783 △19.1 △7,526 77,709 5.8 

第１四半期純損失(△)

又は当期純利益 
  △55,820 △29.0 108,325 8.1 
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

株主資本 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 

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19年６月30日残高 510,912 162,912 293,054 966,879 2,073 2,073 999 969,951

当第１四半期連結会計

期間の変動額 
    

新株の発行 250,500 251,499 501,999   501,999

第１四半期純損失   △55,820 △55,820   △55,820

株主資本以外の項目の

当第１四半期連結会計

期間中の変動額（純額） 

  △2,654 △2,654 △999 △3,653

当第１四半期連結会計

期間の変動額合計 
250,500 251,499 △55,820 446,178 △2,654 △2,654 △999 442,525

平成19年９月30日残高 761,412 414,411 237,234 1,413,058 △580 △580 ― 1,412,477

 

 

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） 

株主資本 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 

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 509,712 161,712 185,683 857,108 ― ― 999 858,107

連結会計年度中の 

変動額 
    

新株の発行 1,200 1,200 2,400   2,400

連結範囲の変更によ

る減少額 
  △954 △954   △954

当期純利益   108,325 108,325   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） 

  2,073 2,073 ― 2,073

当連結会計年度中の変

動額合計 
1,200 1,200 107,370 109,770 2,073 2,073 ― 111,844

平成19年６月30日残高 510,912 162,912 293,054 966,879 2,073 2,073 999 969,951
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

当第１四半期連結会計期間

（自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日）

前事業年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

（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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第１四半期純損失(△)又は当

期純利益 
 △92,603 186,034 

減価償却費  5,390 20,696 

ソフトウェア償却費  38,204 175,595 

長期前払費用償却費  2 1,399 

株式交付費  3,890 22 

固定資産除却損  521 ― 

投資有価証券評価損  ― 9,491 

受取利息  △409 △962 

支払利息  152 784 

売上債権の減少額（△増加額）  89,564 116,023 

たな卸資産の減少額（△増加額）  2,660 △5,487 

その他資産の減少額（△増加額）  2,886 4,135 

仕入債務の増加額（△減少額）  △17,383 18,217 

前受金の増加額(△減少額)  △28,103 34,527 

その他負債の増加額（△減少額）  △17,266 2,167 

小計  △12,492 562,644 

利息の受取額  404 785 

利息の支払額  △156 △771 

法人税等の支払額  △84,047 △667 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △96,291 561,990 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入れによる支出  ― △174,652 

有形固定資産の取得による支出  △7,067 △19,434 

無形固定資産の取得による支出  △116,404 △227,511 

有価証券の取得による支出  ― △12,000 

従業員貸付金による支出  ― △2,000 

従業員貸付金回収による収入  150 500 

その他  △1,726 △137 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △125,048 △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  △1,998 △47,296 

株式発行による収入  497,109 2,377 

財務活動によるキャッシュ・フロー  495,111 △4,918 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △952 3,181 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  272,819 125,018 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  500,356 329,621 

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の第１四半期（期

末）残高 
 773,175 500,356 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年９月30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） 

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. 

 

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。

同左 

３．連結子会社の第１四半期決

算日(決算日)等に関する

事項 

連 結 子 会 社 で あ る REALCOM 

TECHNOLOGY,INC.の第１四半期決

算日は３月31日であるため、四半

期連結財務諸表の作成に当たって

は、９月30日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用してお

ります。 

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。 

（イ）有価証券 

同左 

 

 

 

（ロ)たな卸資産 

同左 
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項目 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年９月30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） 

（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、主な耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっており

ます。 

また、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 

（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 

 

 

 (追加情報) 

平成19年度法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり、均等

償却し、減価償却に含めて計上し

ております。 

なお、この変更による影響は軽

微であります。 

 

 

 （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。 

（ロ）無形固定資産 

同左 
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項目 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年９月30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） 

（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、当第１四半期連結会計期

間においては、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。 

（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。 

同左 

 

（5）その他四半期連結財務諸

表(連結財務諸表)作成の

ための重要な事項 

（イ）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

（イ）消費税等の会計処理 

同左 

 

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。 

同左 
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(5) 注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 
当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年９月30日現在） 

前連結会計年度末 

（平成19年６月30日現在） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、44,731

千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、45,560

千円であります。 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行３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第１四半期連結会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額の総額    180,000千円 

借入実行残高           －千円 

差引額         180,000千円 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行３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連結会計年度末の 

借入未実行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額の総額    180,000千円 

借入実行残高           －千円 

差引額         180,000千円 

※３.消費税の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

上、流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※３.        ―――――――― 

 

 

 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

1. 発行済株式の種類及び総数 

発行済株式 
前連結会計年度末株式

総数 

当第１四半期連結会計

期間増加株式数 

当第１四半期連結会計

期間減少株式数 

当第１四半期連結会計

期間末株式数 

 （株） （株） （株） （株）

発行済株式   

普通株式 13,442 2,578 － 16,020

自己株式   

普通株式 － － － －

計 13,442 2,578 － 16,020

（注）発行済株式数の増加の主な内訳は。次のとおりであります。 

   新株予約権の行使による増加                    190株 

   新株引受権の行使による増加                   888株 

   平成19年９月18日付で公募により新株発行したことによる増加   1,500株 

 
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 
前事業年度末

当第１四半期連

結会計期間増加

当第１四半期連

結会計期間減少

当第１四半期連

結会計期間末 

当第１四半

期連結会計

期間末残高

（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 － －

（注）平成 13 年 12 月新株引受権の当第１四半期連結会計期間の減少は、新株引受権の行使によるものであります。 

 

3. 配当に関する事項 
該当事項はありません 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
当第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年９月30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） 

※１.現金及び現金同等物の第１四半期連結会計

期間末残高と第１四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 976,261千円 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 

△203,086千円 

現金及び現金同等物 773,175千円 
 

（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
 

※２.重要な非資金取引の内容 

新株予約権の権利行使 

による資本準備金増加額 

999千円 

新株予約権減少額 999千円 
 

―――――――― 
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(6) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９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。 

 

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】 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

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

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

 

前連結会計年度（自 平成 18 年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】 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年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。 
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６．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（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   941,143 665,365  

２．売掛金   125,303 214,868  

３．たな卸資産   7,459 10,119  

４．繰延税金資産   53,900 9,934  

５．その他   10,642 13,967  

流動資産合計   1,138,449 70.2 914,255 69.0 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１  37,377 2.3 35,913 2.7 

２．無形固定資産    

（1）ソフトウェア  230,354 229,032  

（2）ソフトウェア仮勘定  104,465 28,007  

（3）その他  102 334,922 20.6 102 257,142 19.5 

３．投資その他の資産   111,865 6.9 116,986 8.8 

固定資産合計   484,165 29.8 410,042 31.0 

資産合計   1,622,614 100.0 1,324,297 100.0 
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当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（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  48,222 72,610  

２．１年内返済予定の 

長期借入金 
 7,992 7,992  

３．前受金  72,947 101,051  

４．その他 ※３ 44,673 136,906  

流動負債合計   173,835 10.7 318,560 24.1 

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金  28,012 30,010  

固定負債合計   28,012 1.7 30,010 2.2 

負債合計   201,847 12.4 348,570 26.3 

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   761,412 46.9 510,912 38.6 

２．資本剰余金     

(1)資本準備金  414,411 162,912  

資本剰余金合計   414,411 25.6 162,912 12.3 

３．利益剰余金    

(1)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  244,943 300,903  

利益剰余金合計   244,943 15.1 300,903 22.7 

株主資本合計   1,420,767 87.6 974,728 73.6 

Ⅱ 新株予約権   ― ― 999 0.1 

純資産合計   1,420,767 87.6 975,727 73.7 

負債・純資産合計   1,622,614 100.0 1,324,297 100.0 
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(2) 四半期損益計算書 

  

当第１四半期会計期間 

 （自 平成19年７月１日 

   至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（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   192,504 100.0 1,337,463 100.0 

Ⅱ 売上原価   153,389 79.7 681,301 50.9 

売上総利益   39,114 20.3 656,161 49.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．販売促進費  6,641 17,761  

２．広告宣伝費  11,374 －  

３．役員報酬  16,186 64,036  

４．給与  36,333 142,684  

５．支払手数料  16,390 54,649  

６．研究開発費  190 72,021  

７．減価償却費  2,051 7,656  

８．その他  30,965 120,133 62.4 95,321 454,132 34.0 

営業利益又は営業損失

(△) 
  △81,019 △42.1 202,029 15.1 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  406 424  

２．その他  1,100 1,507 0.8 1,885 2,309 0.2 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  152 784  

２．株式上場費用  7,648 －  

３．株式交付費  3,890 －  

４．その他  1,454 13,146 △6.8 1,246 2,030 0.2 

経常利益又は経常損失

(△) 
  △92,658 △48.1 202,308 15.1 

Ⅵ 特別損失    

１．投資有価証券評価損   ― ― 9,491 9,491 0.7 

税引前第１四半期純損

失(△)又は当期純利益 
  △92,658 △48.1 192,817 14.4 

法人税、住民税及び事

業税 
 572 85,000  

法人税等調整額  △37,270 △36,698 △19.1 △7,402 77,597 5.8 

第１四半期純損失(△)

又は当期純利益 
  △55,960 △29.0 115,219 8.6 
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９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

第１四半期会計期間中の変動額    

新株の発行 250,500 251,499 251,499 501,999  501,999

当第１四半期純損失  △55,960 △55,960 △55,960  △55,960

株主資本以外の項目の当第１四
半期会計期間中の変動額（純額） 

  △999 △999

当第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円） 

250,500 251,499 251,499 △55,960 △55,960 446,038 △999 445,039

平成19年９月30日残高（千円） 761,412 414,411 414,411 244,943 244,943 1,420,767 ― 1,420,767

         

 

 

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） 

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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

 

（イ）有価証券 

子会社株式 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

その他有価証券 

時価のないもの 

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。 

（イ）有価証券 

同左 

 

 

 

 

 

 

（ロ)たな卸資産 

同左 

 

２．重要な減価償却の方法 

 

（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、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっておりま

す。 

また、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 

（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 

 

 

 

 

 （追加情報） 

平成19年度法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり、均等

償却し、減価償却に含めて計上し

ております。 

なお、この変更による影響は軽

微であります。 
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項目 

当第１四半期会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

 （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。 

（ロ）無形固定資産 

同左 

３.重要な引当金の計上基準 （イ）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

なお、当四半期会計年度におい

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。 

（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。 

同左 

 

５.その他四半期財務諸表(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。 

（イ）消費税等の会計処理 

同左 
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(4) 注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 
当第１四半期会計期間末 

（平成19年９月30日現在） 

前会計年度末 

（平成19年６月30日現在） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、44,643

千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、45,521

千円であります。 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行３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第１四半期会計期間

末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額の総額    180,000千円 

借入実行残高           －千円 

差引額         180,000千円 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行３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    180,000千円 

借入実行残高           －千円 

差引額         180,000千円 

※３.消費税の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

上、流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※３.        ―――――――― 

 

 

 

（四半期損益計算書関係） 
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

１．減価償却実施額 

  有形固定資産    4,560千円 

  無形固定資産    39,030千円 

１．減価償却実施額 

  有形固定資産    17,274千円 

  無形固定資産   178,998千円 

 
 


