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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 133 △11.6 △13 － △13 － △15 －

18年９月中間期 150 41.3 △31 － △32 － △34 －

19年３月期 242 － △94 － △94 － △100 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △381 66 － －

18年９月中間期 △825 93 － －

19年３月期 △2,420 29 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）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９月中間期 566 519 91.8 12,531 10

18年９月中間期 661 605 91.5 14,600 74

19年３月期 604 536 88.8 12,942 27

（参考）自己資本 19年９月中間期 519百万円 18年９月中間期 605百万円 19年３月期 536百万円

(3）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９月中間期 △47 △3 △3 208

18年９月中間期 14 3 △1 327

19年３月期 △32 △9 △4 263

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３月期 － － －

20年３月期 － － －

20年３月期（予想） － － －

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

（％表示は対前期増減率）

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

通期 378 － 15 － 13 － 4 － 110 16
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４．その他

(1）中間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（中間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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、20ページ「中間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。

(2）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９月中間期 41,489株 18年９月中間期 41,489株 19年３月期 41,489株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

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

（％表示は対前期増減率）

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

通期 319 31.5 12 － 9 － 2 － 56 72

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

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

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　①　当中間会計期間の概況

　当期におけるわが国経済は、引き続き緩やかな景気回復基調が続いております。企業収益は改善しており、設備投

資はこのところ動きが弱いものの、依然増加傾向にあります。また、労働者の雇用情勢は厳しさが残るものの着実に

改善しており、今後は企業の好調さが持続し、国内民間需要に支えられた形でこの傾向が続くと思われます。一方、

原油価格が高騰しており、内外の経済に与える影響が懸念されます。

　このような経済状況のもと、当社におきましては、「パッケージソフトウェア事業の既存顧客の囲い込み」「受託

開発事業の受注強化」「不動産媒介事業の事業基盤強化」をテーマに、提案型の営業スタイルを意識した３事業体制

での積極的な受注活動に努めてまいりました。

　この結果、売上高は133,182千円（前年同期比11.6％減）と今ひとつ伸びを欠いたものの、前事業年度に実施した経

費削減策の効果により販売管理費も圧縮しており、営業損失13,940千円（前年同期は31,867千円の損失）、経常損失

13,049千円（前年同期は32,045千円の損失）、中間純損失15,835千円（前年同期は34,248千円の損失）となり、前年

同期より大幅に損失額を抑えることができました。

　事業の種類別業績は、以下の通りとなりました。

（ａ）パッケージソフトウェア事業

　当中間会計期間に市場の活性化のため、新製品として、ドキュメント処理システム「フォーム名人ＲｅＢｏ」「写

楽々ＲｅＢｏ」、工事台帳管理システム「コロンバス」を立て続けに市場投入し、既存顧客をターゲットにした販促

活動を実施いたしました。販社への製品普及活動は一定の成果をあげたものの、システム販売体制の再構築が想定外

に進まなかったため、既存顧客に対する組織的な販促活動が進まず、売上高が伸び悩み、結果前年同期と同じく大幅

な損失を計上いたしました。当事業の業績は、売上高86,476千円（前年同期比9.8％増）、営業損失15,257千円（前年

同期は23,282千円の損失）となりました。

（ｂ）受託開発事業

　当中間会計期間において、売上高が伸び悩むパッケージソフトウェア事業の現状を勘案し、開発部門の生産性を上

げるため、長崎県庁の入札案件への積極的な参加や販社と連携した提案型営業による積極的な受注活動を行い、同事

業の強化に注力いたしました。その結果、前年同期を上回る受注高を確保したものの、そのほとんどが当中間会計期

間以降の納品・検収となるため、売上高が前年同期を下回り、結果利益を計上するには至りませんでした。当事業の

業績は、売上高41,136千円（前年同期比9.8％減）、営業損失55千円（前年同期は10,681千円の利益）となりました。

（ｃ）不動産媒介事業

　当中間会計期間において、同事業の事業基盤を強化するため、分譲用マンション用地の売却ルートを確保するなど

の仕組みづくり注力いたしました。これにより従来の商業用地・建物の媒介に加えて、媒介案件の選択肢が増えまし

たが、提示金額で折り合わないケースが多く、媒介案件が前年同様１案件のみしか成立できず、売上高は前年同期を

大幅に下回りましたが、粗利率が高く、販売費及び一般管理費が少ないため、結果利益を計上しております。当事業

の業績は、売上高5,570千円（前年同期比44.3％減）、営業利益1,372千円（前年同期比81.2％減）となりました。

　②　通期の業績見通し

　今後の当社を取り巻く環境としては、景気回復基調を背景に、やや落ち着いた感はあるもののシステムの導入によ

る業務の合理化や新しいオペレーティングシステムへの対応など、企業のソフトウェアへの設備投資の需要は十分に

あると考えます。一方、年々競合他社が増えており、競争激化やそれに伴う受注価格の下落など、より厳しい状況も

予想されます。また、顧客側が自社仕様のシステムを求める傾向が強くなっており、従来のパッケージソフトウェア

の販売手法だけでは、厳しくなっているのも事実であり、各メーカー間の格差が広がっていくと想定されます。

　当社といたしましては、会社の基本方針とする技術力・提案力の向上を推し進め、提案型の営業スタイルを確立で

きるよう、受託開発やカスタマイズの受注活動を強化してまいります。また、中間期において低迷したパッケージソ

フトウェアの売上高に関しても、従来の販売活動だけでなく、オートデモやリモートデモなどの販社が売りやすい環

境作りやツールの提供などを行い、代販活動を活性化し、回復を図ってまいります。

　当中間会計期間の業績は、想定外の要素はあったものの、平成19年５月16日に公表した数値から大きく狂うことな

く推移しております。しかしながら、当社の経営状態や環境は平成19年10月11日付で連結対象子会社ができるなど、

年度当初より大きく変化しているため、見直しを行い、結果として連結業績見通しにつきましては、売上高378百万円、

営業利益15百万円、経常利益13百万円、当期純利益４百万円、個別業績見通しにつきましては、売上高319百万円、営

業利益12百万円、経常利益９百万円、当期純利益２百万円を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

　①　資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

　当中間会計期間末における流動資産の残高は、275,775千円であり、その主な内訳は、現金及び預金208,618千円、

売掛金31,288千円、たな卸資産30,614千円であります。

（固定資産）

　当中間会計期間末における固定資産の残高は、290,527千円であり、その主な内訳は、投資有価証券177,171千円、

建物59,651千円、土地30,953千円であります。

（流動負債）

　当中間会計期間末における流動負債の残高は、39,899千円であり、その主な内訳は、１年以内返済予定長期借入金

6,500千円、賞与引当金6,336千円、買掛金5,485千円であります。

（固定負債）

　当中間会計期間末における固定負債の残高は、6,500千円であり、その内訳は、長期借入金6,500千円であります。

（純資産）

　当中間会計期間末における純資産の残高は、当期純損失15,835千円等により、519,903千円となりました。

　②　キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、208,618千円（前年同期比36.3％

減）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47,685千円（前年同期は14,872千円の取得）となりました。これは主に税引前中間

純損失が13,624千円計上されたこと及び前受金23,740千円、売上債権11,376千円が各々減少し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3,882千円（前年同期は3,573千円の取得）となりました。これは主に無形固定資産

の取得による支出によるものです。

（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3,000千円（前年同期は1,333千円の使用）となりました。これは長期借入金の返済

による支出によるものです。

③　キャッシュ・フロー指標のトレンド

 平成18年９月中間期 平成19年９月中間期 

株主資本比率（％） 91.5 91.8

時価ベースの自己資本比率（％） 194.3 205.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 127.7 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 93.5 －

（注）１．各指標は、以下の算式により算出しております。

株主資本比率：株主資本／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／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式総数により計算しております。

３．平成19年９月中間期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レジオ

については、ともに営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元とともに、企業体質の強化及び将来の事業展開のための内部留保にも配慮した利益

配分を基本方針に考えておりますが、ここ数年赤字経営が続いており、多額の繰越損失剰余金があり、株主への利益

還元ができない状況となっております。よって、当面は利益に関しては、繰越損失剰余金の補填に充当する所存です。
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(4）事業等のリスク

親会社等との関係に関する事項

①　株式会社コマーシャル・アールイーとの資本関係等について

　本中間決算短信提出日現在において、同社は当社発行済株式数の19.92％を所有しており、当社は同社グループの

グループ企業として、人材面、営業面、財務面など広範囲に亘る支援を受けながら、自律的な業績回復を達成して

いく予定にしておりますが、同社グループの今後の経営方針次第で、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があり

ます。

②　株式会社コマーシャル・アールイーとの人的関係について

　本中間決算短信提出日現在における当社の役員５名のうち、同社の役員または従業員を兼ねる者は２名であり、

その者の氏名及び当社及び同社における役職は次のとおりであります。

当社における役職 氏名 株式会社コマーシャル・アールイーにおける役職

取締役（非常勤） 甲斐田　啓二 代表取締役社長

取締役（非常勤） 岡本　真幸 管理本部総務人事部

　（注）　取締役（非常勤）は、当社の経営に関する助言を得るために当社が招聘したものであります。

組織に関する事項

小規模組織での管理体制について

　当社は、本中間決算短信提出日現在取締役５名、従業員36名と組織が小さく、内部管理体制もこのような規模に応

じたものとなっております。

　当社では、今後業容の拡大または会社法への対応による従業員の増加が考えられます。その際、内部管理体制の整

備も同時に図っていく考えではありますが、従業員数の増加に対して内部管理体制の構築が順調に進まなかった場合

は、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

パッケージソフトウェア事業に関する事項

①　特定の取引先への高い依存度について

　パッケージソフトウェア事業における製品の販売については、株式会社リコーを中心とした特定大手販社数社の

代理店販売が軸となっております。ここ近年株式会社リコーを経由した売上高は大幅に下がっており、パッケージ

ソフトウェア事業の売上高減の大きな要因となっております。当社では、売上高の安定化を図るため、ここ近年新

しい販売網を構築するための試みを行っておりますが、株式会社リコーに対する売上高は、依然当社の全売上高の

30％以上を占めております。このため今後も、同社の経営方針次第で、当社の売上高に大きく影響を及ぼす可能性

があります。当該リスクを回避するために、取り組みを引き続き行っていく所存ですが、当該リスクを完全に回避

できる保証はありません。

②　新製品の投入時期について

　当社では、今後パッケージソフトウェアの売上回復のため、新製品の開発強化に取り組む方針です。その際、新

製品の投入時期は社内で慎重に検討して決めておりますが、投入時期を誤った場合には、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

③　販売価格の変動について

　現在、製品の販売価格については、競合他社の製品を基準に決定しておりますが、年々他社との価格競争等によ

り、下降傾向にあります。今後もこの傾向が続く場合、当社の売上高に大きく影響を及ぼす可能性があります。

④　ドキュメント処理システムの競合について

　スキャナで読み込んだ文書イメージに文字や数値を打ち込むドキュメント処理システムの競合製品は多くはあり

ません。しかし、ドキュメント処理システムの対象マーケットは今後も拡大していくことが予想されるため、競合

他社の参入が十分に考えられます。今後類似の製品が発売された場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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⑤　積算見積システムの競合について

　積算見積システムは多くのソフトウェア開発会社が参入しており、非常に競争が激化している分野です。当社と

いたしましては業界内でのシェアを高めるための施策として、自社サポートセンターによる顧客サービスの向上、

バージョンアップ等のソフトウェア開発の強化に取り組んでいく予定ですが、ソフトウェア開発業界は技術革新の

スピードが速く、それに応じて業界標準及び利用者のニーズが急速に変化するため、新製品も相次いで登場してい

ます。これらの新たな業界標準となる技術への対応が遅れた場合、当社の提供する製品、及び今後提供を予定して

いる設備等が陳腐化、不適応化し、競合他社に対する競争力の低下を招く可能性があり、当社の業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

受託開発事業に関する事項

①　工数等の見積について

　受託開発事業においては、案件ごとの受注金額が受注段階で固定されるため、開発に必要な人数や時間（工数）、

その他付随費用などの見積書作成時に、ＳＥが計算を誤った場合、予定した利益が出ず、当社の業績に影響を及ぼ

す場合があります。

②　工程管理について

　受注したシステム開発の作業工程管理が十分でなかった場合、開発担当者のスキル不足等が原因で見積った工数

を大幅に超過し、予定した利益が出ず、当社の業績に影響を及ぼす場合があります。

③　検収時期の遅延等による業績への影響について

　当社では、受注開発事業に関する売上高を発注元の検収があった時点で計上しております。従って、規模が大き

い受託開発案件等において、納品の遅れや仕様の変更により、検収時期が遅れた場合には、当社の業績に影響を及

ぼす場合があります。

ネットワークソリューション事業に関する事項

　当社は、現在同事業を休止している状況ですが、過去にネットワーク監視カメラシステムを取り付けた顧客から

のクレーム対応が数件発生しております。当社は、これに対し、責任と誠意をもって対処していく所存ですが、ク

レーム処理がうまく進まなかった場合、訴訟・返金等が発生し、当社の信用や業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

不動産媒介事業に関する事項

　現在、当社では資金面等のリスクを考慮して、同事業を行っておりますが、今後収益確保のため、収益の高い不

動産案件があった場合、媒介以外の取引を行う可能性があります。その際の取引時点でのリスク対策には細心の注

意を払いますが、当社の業績及び資金面において影響を及ぼす可能性があります。

人材に関する事項

①　人材の確保について

　当社では、今後もパッケージソフトウェア開発の製品強化やシステムの受託開発を行っていくため、より優秀な

開発人員の確保を必要といたします。その際、さらなる人件費の増加が見込まれます。また、逆に確保できない場

合は、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

②　開発要員のスキルについて

　当社では、業務用のパッケージソフトウェアを開発しております。開発にあたってはオペレーションシステムや

プログラミング言語、ＩＴの知識等が必要となるため、開発要員には定期的に研修等参加させスキルアップを図っ

ておりますが、今後の技術革新等に対応できない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

投資有価証券に関する事項

　現在、ＡＯＳテクノロジーズ株式会社の非上場株式を1,800株保有しており、市場での売買取引が行えない状況です。

既に投資有価証券評価損729,000千円を計上しておりますが、帳簿価格が171,000千円残っており、今後、同株式の評

価額が当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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品質に関する事項

　当社が提供する製品及び当該製品に係わる技術サポートや受託開発等において、当社に責務のある原因で不具合（誤

作動・バグ・納期遅延等）が生じた場合、損害賠償責任の発生やエンドユーザーの当社に対する信頼喪失により、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

その他

①　パッケージソフトウェアにかかる知的財産権について

　当社のパッケージソフトウェアのほとんどが、情報処理推進機構の特定プログラム制度に採択されており、「プ

ログラムの著作物に係わる登録の特例に関する法律」に基づき登録されております。登録製品については、知的財

産権により保護されておりますが、未登録製品については、知的財産権により保護されておりません。製品の技術

が不正に利用されたり、第三者が独自に類似製品を作成することがありえます。当社は、不正競争防止法、その他

の関連法規及び契約の組み合わせにより、これらの製品に関する知的財産権の保護に努める所存ですが、十分に保

護できない可能性があります。

②　システムダウンについて

　当社ではコンピュータ・システムのバックアップにより災害対策を講じておりますが、地震や水害等の大規模広

域災害、火災等の地域災害、コンピュータ・ウイルス、電力供給の停止、通信障害、通信事業者に起因するサービ

スの中断や停止等現段階では予測不可能な事由により、当社の財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　ストック・オプションについて

　当社は、ストック・オプション制度を採用しており、役員及び従業員の業績向上に対する意識や士気を高めるこ

とを目的として、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権方式による新株予約権、旧商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づく新株予約権を付与しております。提出日現在における新株予約権による潜在株式総数は

1,431株であり、発行済株式総数41,489株に対する割合は3.44％であります。

　当社は、今後も上記目的や優秀な人材確保のために、同様にストック・オプション制度を継続して実施していく

可能性があります。このため、将来においてこれらのストック・オプションが行使された場合、当該株式価値の希

薄化が生じる可能性があります。

　また、今後新たなストック・オプションの付与に伴う費用計上化により、当社の業績に影響を与える可能性があ

ります。
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２．企業集団の状況
　当社は、創業以来業務用パッケージソフトウェアの企画・販売・保守までの一連の業務やシステムの受託開発など

を行い、ソフトウェア開発・販売会社として社会に貢献してまいりました。また、近年では不動産媒介事業に着手す

るなど、積極的な事業展開を進めております。　

　　　事業内容と当社の当該事業における位置づけは以下のとおりであります。　

(1）パッケージソフトウェア事業

　建設業、中でも建築・土木工事業や電気・管設備工事業に特化した積算・見積システムをはじめ、あらゆる業種で

活用されているドキュメント処理システム（定型様式へのテキストデータや画像データの印字当て打ち・文書管界業

理）のパッケージソフトウェアの企画・開発・販売を全国で展開しております。

　また、顧客へのサービスを充実させるため、パッケージソフトウェアの操作指導（スクール）やサポートセンター

による既存ユーザーへの電話や遠隔操作での操作指導やバージョンアップ案内等の保守にも積極的に力を入れており

ます。

(2）受託開発事業

　当初、長崎県の「電子県庁システム」に携わる形でスタートした同事業でしたが、徐々にその需要は増えており、

官公庁や一般企業など様々な顧客からの継続的な開発案件や新規システムの開発、さらには自社パッケージソフトの

カスタマイズ等にも積極的に着手しております。

(3）不動産媒介事業

　関東・九州圏の土地・建物などの不動産物件を中心に、豊富な人脈を生かし、ファンドや企業など資金力のある買

主に対し、積極的に媒介しております。

 

 ㈱ビジネス・ワン 

ユーザー 

ユーザー 
㈱ｺﾏｰｼｬﾙ・ 
ｱｰﾙｲｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 
長崎県庁他 

パッケージ 
ソフトウェア事業 

販売提携先 
㈱リコー 
㈱大塚商会他 

販売 

販売 

受託開発事業 

システムの 
受託開発 

不動産媒介事業 

売主 買主 

売買 

媒介 媒介 
手数料 

媒介 
手数料 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「技術力の向上」、「提案力の向上」、「業務効率と正確さの向上」の３つの向上を会社経営の基本方針

とし、市場の声を取り入れた製品作り、お客様の視点に立った最適なシステム提案を心がけ、社内業務における無駄

と非効率を省き、スピーディな対応ができる組織体制作りと工夫を行ってまいります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社といたしましては、売上高成長率110％，売上高経常利益率５％を恒常的に達成することを中長期的な主たる経

営指標としておりますが、今期はまず黒字転換を目標に経営してまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、売上高が伸び悩むパッケージソフトウェアの現状を勘案し、受託開発事業に注力していくことを中長期的

な会社の経営戦略においております。受託開発事業による当面の売上高の確保と同時に、顧客ニーズに沿った様々な

システムを構築していく中で技術力・対応力を身に付けることにより、今後のパッケージソフトウェア開発やカスタ

マイズを絡めた販売活動など、パッケージソフトウェア事業にも生かされていき、相乗効果が望めるものと考えてお

ります。

　また、一方で不動産関連事業の強化をもう一つの経営戦略においており、その一環として10月に分譲用マンション

管理会社であるホワイトアメニティ株式会社をＭ＆Ａにより子会社化いたしました。今後同社との連携により、業務

をすすめてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社の当面の対処すべき課題は、ここ数年の継続的な赤字体質からの早期脱却と位置づけております。

　今期は、提案型営業スタイルでの積極受注により、売上高の増加を目指してまいりましたが、まだ充分な結果が出

ておりません。今後も継続して積極受注を行うと同時に経費節減を行い、また管理体制の強化により無駄をなくし、

企業体質の改善と合理化を進め、上記の課題の解消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。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（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３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  327,438   208,618   263,186   

２．受取手形  ※３ 1,109   3,348   156   

３．売掛金  31,247   31,288   23,105   

４．たな卸資産  3,671   30,614   24,864   

５．前払費用  2,182   1,752   1,268   

６．未収入金  2   －   2,340   

７．その他  2,674   202   169   

８．貸倒引当金  △50   △50   △50   

流動資産合計   368,275 55.6  275,775 48.7  315,041 52.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 62,312   59,651   61,352   

(2）車両運搬具  3,975   －   －   

(3) 工具器具備品  6,960   5,652   6,908   

(4) 土地 ※２ 30,953   30,953   30,953   

有形固定資産合計  104,201   96,257   99,214   

２．無形固定資産           

(1) ソフトウェア  8,697   11,065   8,864   

(2) ソフトウェア仮勘
定

 345   679   173   

(3) 電話加入権  84   84   84   

無形固定資産合計  9,126   11,829   9,121   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  175,678   177,171   178,395   

(2) 長期前払費用  193   144   163   

(3) 敷金  3,832   4,515   2,409   

(4) 保証金  610   610   610   

投資その他の資産合
計

 180,314   182,441   181,577   

固定資産合計   293,642 44.4  290,527 51.3  289,914 47.9

資産合計   661,917 100.0  566,302 100.0  604,955 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（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３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  2,468   5,485   1,501   

２．１年以内返済予定長
期借入金

※２ 6,000   6,500   6,500   

３．未払金  8,569   5,071   5,466   

４．未払費用  4,675   3,953   4,059   

５．未払法人税等  3,880   4,018   5,870   

６．未払消費税等 ※５ 1,985   992   486   

７．預り金  2,073   1,895   1,835   

８．賞与引当金  7,472   6,336   6,336   

９．受注損失引当金  －   3,850   900   

10．その他  5,943   1,796   25,536   

　　流動負債合計   43,067 6.5  39,899 7.1  58,493 9.7

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 13,000   6,500   9,500   

２．繰延税金負債  79   －   －   

固定負債合計   13,079 2.0  6,500 1.1  9,500 1.5

負債合計   56,147 8.5  46,399 8.2  67,993 11.2

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  789,634 119.3 789,634 139.4 789,634 130.5

２．資本剰余金  

資本準備金  634,734 634,734 634,734

資本剰余金合計  634,734 95.9 634,734 112.1 634,734 104.9

３．利益剰余金  

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  △818,716 △900,692 △884,857

利益剰余金合計  △818,716 △123.7 △900,692 △159.0 △884,857 △146.2

株主資本合計  605,652 91.5 523,677 92.5 539,512 89.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価
差額金

 118 0.0 △3,774 △0.7 △2,550 △0.4

評価・換算差額等合計  118 0.0 △3,774 △0.7 △2,550 △0.4

純資産合計  605,770 91.5 519,903 91.8 536,962 88.8

負債純資産合計  661,917 100.0 566,302 100.0 604,955 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４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４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   150,714 100.0  133,182 100.0  242,705 100.0

Ⅱ　売上原価   57,573 38.2  56,609 42.5  88,162 36.3

売上総利益   93,141 61.8  76,573 57.5  154,543 63.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  125,009 82.9  90,513 68.0  249,419 102.8

営業損失   31,867 △21.1  13,940 △10.5  94,876 △39.1

Ⅳ　営業外収益   424 0.3  1,000 0.8  1,208 0.5

Ⅴ　営業外費用   602 0.4  110 △0.1  796 0.3

経常損失   32,045 △21.2  13,049 △9.8  94,463 △38.9

Ⅵ　特別利益 ※１  55 0.0  － －  55 0.0

Ⅶ　特別損失 ※２  48 0.0  574 0.4  1,559 0.6

税引前中間（当
期）純損失

  32,037 △21.2  13,624 △10.2  95,967 △39.5

法人税、住民税及
び事業税

 2,211   2,211   4,422   

法人税等調整額  － 2,211 1.5 － 2,211 1.7 － 4,422 1.8

中間（当期）純損
失

  34,248 △22.7  15,835 △11.9  100,389 △41.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本
評価・換算
差額等 

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金資本

準備金
資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高（千円） 789,020 634,120 634,120 △784,468 △784,468 638,673 255 638,928

当中間会計期間中の変動額

新株の発行 613 613 613 － － 1,227 － 1,227

中間純損失 － － － △34,248 △34,248 △34,248 － △34,248

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）
－ － － － － － △137 △137

当中間会計期間中の変動額合計（千円） 613 613 613 △34,248 △34,248 △33,021 △137 △33,158

平成18年９月30日残高（千円） 789,634 634,734 634,734 △818,716 △818,716 605,652 118 605,770

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本
評価・換算
差額等 

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金資本

準備金
資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日残高（千円） 789,634 634,734 634,734 △884,857 △884,857 539,512 △2,550 536,962

当中間会計期間中の変動額

中間純損失 － － － △15,835 △15,835 △15,835 － △15,835

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）
－ － － － － － △1,224 △1,224

当中間会計期間中の変動額合計（千円） － － － △15,835 △15,835 △15,835 △1,224 △17,059

平成19年９月30日残高（千円） 789,634 634,734 634,734 △900,692 △900,692 523,677 △3,774 519,903

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本
評価・換算
差額等 

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金資本

準備金
資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高（千円） 789,020 634,120 634,120 △784,468 △784,468 638,673 255 638,928

当事業年度中の変動額

新株の発行 613 613 613 － － 1,227 － 1,227

当期純損失 － － － △100,389 △100,389 △100,389 － △100,389

株主資本以外の項目の事業年度中の変

動額（純額）
－ － － － － － △2,805 △2,805

当事業年度中の変動額合計（千円） 613 613 613 △100,389 △100,389 △99,161 △2,805 △101,966

平成19年３月31日残高（千円） 789,634 634,734 634,734 △884,857 △884,857 539,512 △2,550 536,962
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前中間（当期）
純損失

 △32,037 △13,624 △95,967

減価償却費  6,049 5,669 13,170

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 1,030 － △106

受注損失引当金の増
加額

 － 2,950 900

受取利息及び配当金  △207 △1,000 △264

支払利息  158 110 292

新株発行費  60 － －

固定資産除却損  48 574 235

固定資産売却損  － － 323

固定資産売却益  △55 － △55

投資有価証券売却益  － － △154

投資有価証券評価損  － － 1,000

売上債権の減少額
（△増加額）

 △4,628 △11,376 4,467

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 9,873 △5,749 △11,320

仕入債務の増加額
（△減少額）

 △1,793 3,983 △2,760

未払金の増加額
（△減少額）

 2,438 △394 1,809

未払費用の増加額
（△減少額）

 725 △106 110

未払消費税等の増加
額（△減少額）

 △2,222 506 △3,721

前受金の増加額
（△減少額）

 3,763 △23,740 23,356

その他  33,783 △2,220 37,947

小計  16,985 △44,418 △30,734
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

利息及び配当金受取
額

 207 1,000 264

利息支払額  △158 △110 △292

法人税等の支払額  △2,229 △4,217 △2,259

法人税等の還付額  68 60 68

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 14,872 △47,685 △32,953

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

投資有価証券の取得
による支出

 － － △9,945

投資有価証券の償還
による収入

 10,000 － 10,000

投資有価証券の売却
による収入

 － － 3,634

有形固定資産の取得
による支出

 △3,312 △506 △9,258

有形固定資産の売却
による収入

 100 2,111 1,110

無形固定資産の取得
による支出

 △3,214 △5,487 △5,392

短期貸付金による支
出

 － △60,000 －

短期貸付金の回収に
よる収入

 － 60,000 －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 3,573 △3,882 △9,851

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

 △2,500 △3,000 △5,500

株式の発行による収
入 

 1,166 － 1,166

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,333 △3,000 △4,333

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額

 17,113 △54,568 △47,138

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 310,325 263,186 310,325

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 ※ 327,438 208,618 263,186
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　当社は、前事業年度において、継続企業の

前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の

記載をいたしましたが、当中間会計期間にお

いても営業損失31,867千円（前中間会計期間

は47,441千円の損失）、経常損失32,045千円

（前中間会計期間は36,882千円の損失）、中

間純損失34,248千円（前中間会計期間は

51,318千円の損失）と継続的に重要な営業損

失、経常損失及び中間純損失を計上しており

ます。

　当該状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を打破すべく、現在収益

構造の改革を実施中であり、その進捗状況に

ついては、以下の通りとなっております。

　受託開発事業では、前事業年度中より開発

内容に関して発注元と協議を続けておりまし

た新規顧客からの受託案件の売上計上により、

売上高が前年同期に比べ大幅に伸びておりま

す。下期は積極的に受注活動を進め、開発部

門の生産性をさらに高めていく所存です。

　パッケージソフトウェア事業では、ドキュ

メント系ソフトに絞り込んでの販売活動を実

施するとともに、ＤＭや大規模な展示会への

参加等による積極的な見込み案件発掘を行い、

見込み案件は増えたものの成約数が伸びず、

売上高が前年同期を下回っております。

　しかしながら、粗利率が高い同事業は、当

社の業績向上には欠かせません。福西電機株

式会社との販売代理店契約の締結など今後の

売上増へ向けての下地作りも進んでおります

ので、下期はネットワークソリューション事

業における販売スタッフを全員パッケージソ

フトウェア事業の販売体制の補強にあて、さ

らに管理体制を徹底させ、販社・販売代理店

との協力体制や展示会の見込み案件の追及に

より、売上高の大幅増を図ってまいります。

　当社は、前事業年度において、継続企業の

前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の

記載をいたしましたが、当中間会計期間にお

いても営業損失13,940千円（前中間会計期間

は31,867千円の損失）、経常損失13,049千円

（前中間会計期間は32,045千円の損失）、中

間純損失15,835千円（前中間会計期間は

34,248千円の損失）と継続的に重要な営業損

失、経常損失及び中間純損失を計上しており

ます。

　当該状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。

  このような状況を解消すべく以下の経営計

画を実行してまいります。

　受託開発事業においては、長崎県庁の入札

案件への積極的な参加や販社と連携した提案

型営業による積極的な受注活動を行い、売上

高は前年同期を下回ったものの、受注高につ

いては、前年同期を上回っております。当中

間会計期間以降も引き続き積極的に受注活動

に努めてまいります。

　パッケージソフトウェア事業においては、

当中間会計期間において、ドキュメント処理

システム「フォーム名人ＲｅＢｏ」「写楽々

ＲｅＢｏ」、工事台帳管理システム「コロン

バス」を新製品として立て続けに市場投入い

たしました。　

　今後は、オートデモやリモートデモなどの

販社が売りやすい環境作りやツールの提供な

どを行い、一刻も早くシステム販売体制を再

構築し、売上高の回復を図ってまいります。

　不動産媒介事業においては、同事業の事業

基盤を強化するため、分譲用マンション用地

の売却ルートを確保するなどの、仕組みづく

りに注力いたしました。当中間会計期間は媒

介案件の成立は１件のみとなっておりますが、

引き続きファンドや企業など、資金力のある

買主に対して積極的に媒介を行ってまいりま

す。

　また、重要な後発事象に記載のとおり、平

成19年10月11日に分譲マンション管理会社ホ

ワイトアメニティ㈱を子会社化いたしました。

今後は従来の不動産媒介事業にとどまらず、

事業の幅を広げていく所存です。

　当社は、当期において営業損失94,876千円

（前期は59,974千円の損失）、経常損失

94,463千円（前期は30,008千円の損失）、当

期純損失100,389千円（前期は775,202千円の

損失）と継続的に重要な営業損失、経常損失

及び当期純損失を計上しております。

　当該状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。

　このような状況を解消すべく以下の経営計

画を実行してまいります。

１．受託開発事業の受注強化

　当期における同事業は、徐々にその需要が

増えており、近年では従来の主要取引先であ

る長崎県庁や株式会社コマーシャル・アール

イーに加え、他の顧客先からの新規開発案件

やパッケージソフトのカズタマイズの受注案

件も出てまいりました。 

　しかしながら、同事業は四半期毎の売上高

の波が大きく、収益的に不安定な状況であり

ます。今後は安定した売上高を計上できるよ

う既存取引先からの継続受注を獲得できる体

制作りに着手してまいります。

２．パッケージソフトウェア事業の既存顧客

への組織的な販促活動の実施

　同事業の売上高は、当社の販売力不足に加

え、競合他社の増加などにより、年々減少し

ておりますが、ここ近年の販売活動を精査し

たところ、現在数万存在する既存顧客に対し

てほとんど組織的な販促活動を実施していな

い状況でありました。今後は、この一部にター

ゲットを絞り、市場投入する新製品へのバー

ジョンアップ推進を中心とした組織的な販促

活動を展開し、既存顧客の囲い込みによる売

上高の底上げを図ってまいります。 

３．ネットワークソリューション事業の継続

休止

　同事業は、当社の収益構造の改革のため、

ネットワークカメラを中心としたＡＯＳテク

ノロジーズ社製品の販売事業として、平成17

年４月より立ち上げ、以後積極的な受注展開

を実施してまいりました。

　しかし、１件毎の商談に費やす時間が長い

ため、営業効率が悪く、また粗利率の低さか

ら現在の受注金額の規模では採算があわない

ため、中間期以降販売スタッフを粗利率の高

いパッケージソフトウェア事業の販売活動の

補強にあてておりましたが、今後も継続して、

過去に販売した顧客へのメンテナンスを除き、

同事業は休止いたします。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　ネットワークソリューション事業では、同

事業の確立のため、産業廃棄物処理業者と不

動産開発業者をターゲットに、積極的に受注

活動を展開してまいりました。売上高は前年

同期に比べ大幅に伸びたものの、当初同事業

に期待していた売上高には程遠い状況となっ

ております。そのため、下期においては、同

事業の販売スタッフは、パッケージソフトウェ

ア事業の販売活動の補強にあてる所存です。

　また、６月より新規事業として、不動産媒

介事業を開始いたしましたが、当初の見込み

案件については、売買価格交渉が決裂した等

の理由により媒介できず、急遽代替案件の受

注に切り替えましたが、１案件のみの媒介成

立しかできませんでした。ただ同事業につい

ては粗利率が高く、かつ販売費及び一般管理

費が少なく、また現状では新規見込み案件も

多いため、下期も継続して見込み案件の追及

を行っていく所存です。

　当中間会計期間においては、売上高が前年

同期比41.3％増加するなど年々改善の兆しは

見えますが、まだ不十分な状況です。引き続

き収益構造の改革を推し進めて、一刻も早く

当該事象を解消できるよう努めてまいります。

　また、当社は、前事業年度に引き続き株式

会社コマーシャル・アールイーの連結グルー

プ会社として、同社から人材面、営業面、財

務面など広範囲に亘る支援を受けながら、自

律的な業績回復を達成する所存です。

　中間財務諸表は、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

を中間財務諸表には反映されておりません。

　当中間会計期間においては、売上高が前年

同期比11.6％減少するなど売上高は今ひとつ

伸びを欠いたものの、前事業年度に実施した

経費削減策の効果により販売管理費も圧縮し、

損失の額が前年同期より減少しており、収支

バランスは着実に改善しております。引き続

き売上高の増加を中心とした収益構造の改革

を推し進めて、一刻も早く当該事象を解消で

きるよう努めてまいります。

　また、当社は、前事業年度に引き続き株式

会社コマーシャル・アールイーの連結グルー

プ会社として、同社から人材面、営業面、財

務面など広範囲に亘る支援を受けながら、自

律的な業績回復を達成する所存です。

　中間財務諸表は、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

を中間財務諸表には反映されておりません。

４．不動産媒介事業の強化

　当期より新規事業として、同事業を開始い

たしました。当社における同事業は事業基盤

がまだまだ弱いため、成約案件数は少なかっ

たものの、必要経費が少なく、粗利が確保し

やすいため、今後は外部有識者からの意見を

取り入れながら、同事業の事業基盤の強化に

注力する所存です。

５．組織体制の簡略化と経費節減策の実施

　当期において、売上高の大幅な増加による

早期の黒字化達成を目標におき、販売スタッ

フの増員や新たな販売拠点の開設など既存事

業の大掛かりなインフラ整備を行い、積極的

な受注活動を展開してまいりましたが、売上

高が伸びなかったため、収益状況を大幅に悪

化させる要因となりました。

　このような現状を精査したところ、来期以

降の短期間で大幅な売上高の増加を見込むの

は難しいため、１月以降の新執行体制におい

て、人件費や拠点維持費等の経費の一部削減

やそれに伴う組織体制の簡略化など、来期以

降の収益改善に向けた経費節減策を実施して

おります。来期以降も新組織体制での運営状

況を監視し、収益改善できない場合はさらな

る経費節減策を実施してまいります。

　また、当社は、株式会社コマーシャル・アー

ルイーの連結グループ会社として、引き続き

人材面、営業面、財務面など広範囲に亘る支

援を受けながら、自律的な業績回復を達成す

る所存であります。

　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

務諸表には反映されておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により

算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同　　左

その他有価証券

　　時価のあるもの

　決算末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は、全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算

定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同　　左

　　時価のないもの

同　　左

  

(2) たな卸資産

原材料

　最終仕入原価法による原価法

によっております。

(2) たな卸資産

原材料

同　　左

(2) たな卸資産

原材料

同　　左

 仕掛品

　個別法による原価法によって

おります。

仕掛品

同　　左

仕掛品

同　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備は

除く）については定額法によって

おります。

　なお、主な耐用年数については、

以下のとおりであります。

　建物　７～47年

(1) 有形固定資産

同　　左

(1) 有形固定資産

 同　　左

 (2) 無形固定資産

定額法によっております。

　なお、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、市場販売目的

のソフトウェアについては、見込

み販売可能期間（３年）に基づい

ております。

(2) 無形固定資産

同　　左

(2) 無形固定資産

同　　左

３．引当金の計上基準 (1) 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、回収不能見込み額

を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同　　左

(1) 貸倒引当金

同　　左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．引当金の計上基準 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、将来の支払見込額のうち当中

間会計期間の負担額を計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

同　　左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、将来の支払見込額のうち当事

業年度の負担額を計上しておりま

す。

  ――――――
 

(3) 受注損失引当金

　システム受託開発の損失発生に

備えるため、中間期末における受

注プロジェクトの開発原価の発生

見込額が受注金額を超過する可能

性が高いプロジェクトのうち、当

該超過額を合理的に見積もること

が可能なものについて、損失見込

額を計上しております。

 

(3) 受注損失引当金

　システム受託開発の損失発生に

備えるため、期末における受注プ

ロジェクトの開発原価の発生見込

額が受注金額を超過する可能性が

高いプロジェクトのうち、当該超

過額を合理的に見積もることが可

能なものについて、損失見込額を

計上しております。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同　　左 同　　左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期投資から

なっております。

同　　左 同　　左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

　消費税等の会計処理

同　　左

　消費税等の会計処理

同　　左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

605,770千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

 ―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当期より「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　

平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

536,962千円であります。

　なお、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」（企業会計基準実務対応報告第

19号　平成18年８月11日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はありませ

ん。

（不動産媒介事業に係る収益及びこれに対応

する費用の計上方法の変更）

　前期まで、不動産媒介による手数料収入は、

「営業外収益」に、これに対応する原価は「営

業外費用」に計上しておりましたが、当中間

会計期間より、不動産媒介による手数料収入

を「売上高」に、これに対応する原価を「売

上原価」に計上する方法に変更いたしました。

　この変更は、定款の目的のひとつである不

動産媒介業務による収益の重要性が増加傾向

にあるため、当中間会計期間において社内に

ＲＥ事業部を設置したことに伴い、会社の営

業活動に基づく損益区分をより明確に表示す

るために変更したものであります。

　この変更により、従来と同一の基準によっ

た場合に比べ、売上高は10,000千円、売上原

価は954千円それぞれ増加し、売上総利益は

9,045千円多く、営業損失は9,045千円少なく

表示されております。なお、経常損失及び税

引前中間純損失への影響はありません。

 ―――――― （不動産媒介事業に係る収益及びこれに対応

する費用の計上方法の変更）

　前期まで、不動産媒介による手数料収入は、

「営業外収益」に、これに対応する原価は「営

業外費用」に計上しておりましたが、当期よ

り、不動産媒介による手数料収入を「売上高」

に、これに対応する原価を「売上原価」に計

上する方法に変更いたしました。

　この変更は、定款の目的のひとつである不

動産媒介業務による収益の重要性が増加傾向

にあるため、当期において社内にＲＥ事業部

を設置したことに伴い、会社の営業活動に基

づく損益区分をより明確に表示するために変

更したものであります。

　この変更により、従来と同一の基準によっ

た場合に比べ、売上高は26,078千円、売上原

価は11,939千円それぞれ増加し、売上総利益

は14,138千円多く、営業損失は14,138千円少

なく表示されております。なお、経常損失及

び税引前当期純損失への影響はありません。

 ―――――― （減価償却方法の変更）

　当中間会計期間より、平成19年度の法人税

法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産については、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しております。こ

れに伴う損益への影響は軽微であります。

 ――――――
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ―――――― 　前期まで「未収還付法人税等」または「未

収入金」として表示しておりました源泉税等

（当期53千円）は、当期より「その他」に含

めて表示しております。

　前期まで「未収還付法人税等」として表示

しておりました源泉税等（当期60千円）は、

当期より「未収入金」に含めて表示しており

ます。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

29,232千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

29,109千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

30,684千円であります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

建物 61,778千円

土地 30,953千円

計 92,731千円

建物       59,651千円

土地       30,953千円

計       90,604千円

建物       61,003千円

土地       30,953千円

計       91,956千円

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務

１年以内返済予定長期借

入金
6,000千円

長期借入金 13,000千円

計 19,000千円

１年以内返済予定長期借

入金
     6,500千円

長期借入金       6,500千円

計       13,000千円

１年以内返済予定長期借

入金
     6,500千円

長期借入金       9,500千円

計       16,000千円

―――――― ※３．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しており

ます。なお、当中間期末日が金融機関

の休日であったため、次の期末日満期

手形が期末残高に含まれております。

受取手形   478千円

※３．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しており

ます。なお、当期末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満期手形

が期末残高に含まれております。

受取手形   156千円

４．当社得意先のリース債務2,778千円に対

して債務保証を行っております。

４．当社得意先のリース債務3,414千円に対

して債務保証を行っております。

４．当社得意先のリース債務3,876千円に対

して債務保証を行っております。

※５．消費税等の取扱い

仮払消費税等および仮受消費税等は、

相殺の上、未払消費税等として表示し

ております。

※５．消費税等の取扱い

同　　左

――――――

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．特別利益の主要項目 ―――――― ※１．特別利益の主要項目

固定資産売却益 55千円 固定資産売却益   55千円

※２．特別損失の主要項目 ※２．特別損失の主要項目 ※２．特別損失の主要項目

固定資産除却損 48千円 固定資産除却損   574千円 投資有価証券評価損        1,000千円

固定資産売却損       323千円

固定資産除却損 235千円

　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額

有形固定資産 3,913千円

無形固定資産 2,135千円

有形固定資産      2,940千円

無形固定資産      2,728千円

有形固定資産      8,851千円

無形固定資産      4,318千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　　前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　　１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 41,459 30 － 41,489

合計 41,459 30 － 41,489

 　　（注）普通株式の発行済株式総数の増加30株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。

　　　２．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

　　　　　該当事項はありません。

　　当中間会計期間（自　平成19年４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に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 41,489 － － 41,489

合計 41,489 － － 41,489

　　　２．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

　　　　　該当事項はありません。

　　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　　１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式（注） 41,459 30 － 41,489

合計 41,459 30 － 41,489

 　　（注）普通株式の発行済株式総数の増加30株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。

　　　２．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

　　　　　該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

※現金及び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９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 327,438千円

現金及び現金同等物 327,438千円

現金及び預金勘定    208,618千円

現金及び現金同等物    208,618千円

現金及び預金勘定    263,186千円

現金及び現金同等物    263,186千円

（リース取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

その他 3,480 3,678 198

２．時価評価されていない主な有価証券

 
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 172,000

当中間会計期間末（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 9,945 6,171 △3,774

２．時価評価されていない主な有価証券

 
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 171,000
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前事業年度末（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 9,945 7,395 △2,550

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前事業年度末

（平成19年３月31日）

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 171,000

（デリバティブ取引関係）

　前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

　前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　当中間会計期間は付与していないため、該当事項はありません。

　当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　当中間会計期間は付与していないため、該当事項はありません。

　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　当事業年度は付与していないため、該当事項はありません。
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（持分法損益等）

　前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　該当事項はありません。

　当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　該当事項はありません。

　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 14,600.74円

１株当たり中間純損失 825.93円

１株当たり純資産額 12,531.10円

１株当たり中間純損失    381.66円

１株当たり純資産額 12,942.27円

１株当たり当期純損失  2,420.29円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失が計上されているため、記載し

ておりません。

同　　左 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、１株当たり当期

純損失が計上されているため、記載し

ておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） 34,248 15,835 100,389

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円）
34,248 15,835 100,389

期中平均株式数（株） 41,467 41,489 41,478

希薄化効果を有しないため潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権３種類（新

株予約権の数1,770株）。

新株予約権３種類（新

株予約権の1,431株）。

新株予約権３種類（新

株予約権の数1,431株）。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ―――――― （子会社株式の取得）

　当社は、平成19年10月10日開催の取締役会

において、ホワイトアメニティ株式会社の発

行済株式を100％取得し、子会社化することを

決議し、平成19年10月11日付で取得いたしま

した。

１．子会社化の目的

　当社は、昨年度より収益構造の改革を目的

として、不動産媒介事業を正式に開始いたし

ましたが、不動産関連事業を強化し、安定的

収益を確保することを目的として、同社を子

会社化し、マンション管理事業に進出するこ

とといたしました。また、当社のＩＴ技術と

同社のもつノウハウ・事業基盤を融合し、同

事業における魅力的なサービスの提供を図り、

収益向上に繋げていくことも視野に入れて今

後の事業展開を行ってまいります。

２．異動する子会社の概要

（1）商号　ホワイトアメニティ株式会社

（2）本店所在地　福岡県福岡市中央区

（3）代表者　代表取締役社長　橋本　智

（4）設立年月日　平成10年４月23日

（5）主な事業の内容　

　　 分譲マンション管理受託業務

（6）資本の額　2,000万円

（7）従業員数　28名

３．取得株式数、取得価額及び取得前後の取

　　得株式の状況

（1）異動前の所有株式数

　 　0株（所有割合0％）

（2）取得株式数　400株（所有割合100％）

（3）異動後の所有株式数

　　 400株（所有割合100％）

（4）取得価額　70,000千円

 ――――――
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５．その他
　該当事項はありません。
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