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１．平成19年10月中間期の業績（平成19年５月１日～平成19年10月31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10月中間期 309 △5.6 △117 － △126 － △622 －

18年10月中間期 328 2.9 △96 － △105 － △104 －

19年４月期 1,130 12.8 66 △41.1 48 － △41 －

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10月中間期 △68,629 82 － －

18年10月中間期 △12,042 99 － －

19年４月期 △4,645 52 － －

（参考）持分法投資損益 19年10月中間期 －百万円 18年10月中間期 －百万円 19年４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10月中間期 1,192 △90 △7.6 △10,014 67

18年10月中間期 1,579 368 23.4 42,521 69

19年４月期 1,860 532 28.6 58,741 23

（参考）自己資本 19年10月中間期 400百万円 18年10月中間期 368百万円 19年４月期 532百万円

(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10月中間期 △38 △35 32 153

18年10月中間期 △160 11 179 290

19年４月期 △365 34 265 194

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年４月期 － － － － － － － － － －

20年４月期 － － － － － －

20年４月期（予想） － － － － － － － －

３．平成20年４月期の業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30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 1,400 23.8 150 124.1 130 166.9 80 － 8,819 31
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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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

 

(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10月中間期 9,071株 18年10月中間期 8,674株 19年４月期 9,071株

②　期末自己株式数 19年10月中間期 －株 18年10月中間期 －株 19年４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、35ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　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としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる

可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ①当期の概況

　上期は例年どおり当社として売上が少ない時期にあたります。一つ一つのプロジェクトの規模も大きくなってきてい

る為、構築に長期間かかり、売上の計上がさらに下期に集中しております。当中間期は、既に導入してきたシステム等

の保守費用等の増加により、売上は309,886千円で前年同期にくらべ5.6％減少、経常損益についても大型案件の開発費

用が増加し、それに伴う管理費の増加により126,661千円（前年同期は105,427千円の損失）の損失となりました。

 

　ブロードバンドのインフラを充分活用するために、インターネットをシステム基盤としたシステム開発の要望が急拡

大する兆候が出てきました。データ入力をWebブラウザーで行い、バックオフィスと言われるデータ処理システムを、

オープン系のシステムで構築し、完全に旧来のメインフレームを撤去する動きです。昨年構築された某百貨店の新シス

テムは、完全にメインフレームの撤去を行い、新たな時代の先駆け事例となっています。

当社では、自社内でソフトウェアのコンポーネント化（部品化）を継続的に実施してきました。大規模案件で実際に使

用し品質と動作性能が検証されたコンポーネント資産が社内に大量に蓄積された結果、同業他社と比較して高い競争力

を維持できる状況になったと考えております。また、プログラムの自動生成機能をより進化させ、高品質なシステムを

安定的に開発することも可能になりました。多数のコンポーネント群とプログラムの自動生成を一体化した開発フレー

ムワークを「JIG（冶具）フレームワーク」と命名し、実案件で更に信頼性を上げることを目指しています。

　

プロジェクトマネージャ、設計部門など上流工程と言われる人材の強化が課題でしたが、昨年度からシステムを構築

しておりますマインマート等の基幹システム構築案件の中で人材養成が進んでおり、今後はこの人材を核に、さらなる

人材の拡充を計っていく計画です。このことにより、当社は上流設計から保守・運用まで一貫したソリューションの提

供が可能となり、大手企業ユーザーから直接案件を受注できる体制が、整えられたと考えております。このことにより

さらなる高付加価値企業への道が開けると考えております。

　XML をコア技術にしたContents Management System(CMS)の構築に関しましては、文書管理のニーズが大規模企業で急

拡大し、システムの大規模化に答えることが急務になってきました。具体的には、いわゆるJ-SOX法の影響もあり、作業

日報を含めて全ての社員の行動を電子文書化するニーズです。データ入力方式は、PC上のWebブラウザーは当然で、携帯

電話などあらゆる端末から入力可能なことが求められます。画像や位置情報など多様な大量情報を管理するため、シス

テム規模が膨大となり、旧来のシステムでは対応ができないため、大規模システム用に再構築を行っております。

アプリケーション開発は、個別案件では、納期短縮と利益の確保は可能になりました。しかし、利益の確保とエンジニ

アの養成を視野に入れた場合、受注案件を選別せざるを得ないと考えております。

 

　自治体のネットワーク設計、保守業務に関しましては、山梨県内では安定期に入りました。しかし、デジタル通信イ

ンフラの高性能化は目を見張るものがあり、現状の安定は数年で様変わりすると予想しております。大手民間企業へ提

案、導入しているネットワーク利用の新しい考え方やライフサイクルコストの削減を自治体へも提案し、同時に当社と

しても付加価値の取れる新たなネットワークの設計、保守業務の新モデルを模索しております。

　また、インターネットの高速化やワイヤレス通信による画像、音声などのデジタル情報化に伴い、新運用モデル化の

企画推進を行っております。

　自治体業務システムのダウンサイジングコンサルティング業務に関しましては、自治体のシステムは技術革新が顕著

になり、インターネットがシステム設計の前提となったため、価格に見合った性能のシステムを調達することが大変難

しくなりました。特に住民が20万人以上の中核市の多くは、現状においてもメインフレームを中心とした旧来のシステ

ムを、大変なコストをかけ運用しているのが実態です。コンサルティング業務の立場から、最適なシステムを調達した

いと考えても、要件に見合うシステムが存在しないか、又は極めて高価である場合が殆どで、真にユーザのニーズに答

えることが出来ないのが現状です。現状では、コンサルティング業務の中心が、単にユーザ側に立って、調達・運用の

コストを低下させるだけのコンサルティングになっています。この状況を打開すべく新たに業務提携等を含めて、より

ユーザニーズに答えられる新しいコンサルティング業務の有り方を模索中です。

 

 　前期より顧客価値創造事業（ Customer Value Creation ）へのイノベーション（事業変革）を進めてまいりました。

これは従来型のSI 事業とは一線を画し、当社が創業以来培ってきた技術と知識・方法論を駆使し、顧客視点で顧客とリ

スクを共有し顧客の企業戦略をIT により具現化し共に事業を創造していく事業であります。具体的には株式会社マイン

マートの企業再生に深く関与し、企業における管理部の合理化の方式も目処が立ちました。一例ですが、当社の構築し

たシステムを導入するだけではなく、顧客に最適なパッケージシステムを選定、導入し、新たなシステムの運用方式を

行うことでも、大変な効率化が可能であることを実証しました。今後引き続き当社の強みであるITを機軸とした顧客価
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値創造を追求したいと考えています。

　

　また、当社保有の関係会社出資金について、平成20年4月期中間期末に減損処理による関係会社出資金評価損491百万

円の特別損失を計上することとなりました。特別損失計上により、誠に遺憾ながら平成20年4月期中間期末において、当

社は債務超過となります。

　なお、平成17年12月26日に発行しました「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債」につきまして、平成19年12月26

日に償還が完了しております。その償還原資として、平成19年12月20日に日本アジアホールディングズ株式会社を引受

先とした第1回普通社債6億5千万円を発行いたしました。

　当社は、平成19年10月31日から11月28日まで実施された日本アジアホールディングズ株式会社による当社株式の公開

買付に対し、平成19年11月13日に反対の意見を表明致しました。しかしながら、公開買付終了後、両社にて改めて当社

の企業価値の維持・向上及び株主様全体の利益向上に向けた話合いを友好的に進めて参り、日本アジアホールディング

ズ株式会社からは、当社業容の拡大と経営・財務管理体制の強化に向けてこれまで以上のご支援とご協力を頂ける運び

となりました。その結果、大型化する受注に備えて財務・経営上の管理体制を強化すると共に、より一層の資本充実の

必要性について認識を共有し、今回の無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金としての社債を引受けていただき

ました。今後の具体的な方向性等につきましては、確定次第お知らせいたします。

　さらに、平成20年4月30日に償還期限が到来する第1回普通社債の償還資金を調達するため、平成20年1月16日には当社

が保有する関係会社出資金を全て譲渡いたしました。なお、平成20年4月期の財務諸表に当該出資金の譲渡に伴う特別利

益493,957千円を計上いたします。特別利益を計上することにより平成20年4月期第3四半期におきましては債務超過が解

消される見込みであります。

 

 

 ② 損益計算書項目

　当中間期においては、売上高は309,886千円（前年同期比5.6％減）、経常損益については126,661千円（前期は105,427

千円の損失）の損失、中間純損益については622,541千円（前年同期は104,460千円の損失）の損失となりました。

部門別概況は以下の通りであります。

 【ITソリューション事業部】

　　ＩＴソリューション事業部においては、CVC事業（顧客価値創造事業）を本格化し、従来型のコンサルティングファー

ムやシステムインテグレーターとも異なる新たなビジネスソリューションサービスにより市場を創造し事業拡大を図っ

ております。

　大規模ユーザにおいては、現状のメーカーの提案が、「自社の製品」のみで、オープン化のニーズに答えられていな

いとの不満の声が顕在化してきております。上流工程からネットワークインフラまでの、幅広い人材を養成することで、

オープン化時代に適合した組織を構築し新たなビジネスソリューションサービスを目指しております。

　上記の結果、当中間期売上高は197,393千円（前年同期比7.0%減）、当中間期末受注残高は、621,468千円（前年同期

比10.0％減）となっております。

 

 【ソリューションサービス事業部】

　　当期のソリューションサービス事業部は、国や地方自治体が進めている電子自治体政策に係わる事業を中心として行

いますが、新たに自治体、民間企業を問わず、「高度化するネットワークインフラを如何に有効に利用するか」のユー

ザ視点で新しい提案を行い事業の拡大を図っております。

　上記の結果、当中間期売上高は112,492千円（前年同期比2.8%減）、当中間期末受注残高は、122,057千円（前年同期

比22.9％増）となっております。

 

 ③下期の見通し

 【ITソリューション事業部】

　　ＩＴソリューション事業部においては、アプリケーション開発環境に端的に現れる技術開発に関し、引き続き実際の

システム構築の現場に適用させながら、最新の技術動向を踏まえてバージョンアップを継続します。今後もパートナー

企業とそれぞれの強みを持った分野で協業し、当社の開発総体である「ATL Applications Suite」(A2Suite、エースク

エア・スイート)のソリューション体系も発展的に進化させ、EC・Portal・CMS（コンテンツマネジメントシステム）な

ど特定の機能を有したソリューションを統合的に再構築し新たにラインナップし、更に競争力を高めて行きます。顧客

視点でビジネスを創造するCVC事業（顧客価値創造事業）を、企業再生分野だけでなく、優良企業へも適用し更なる競争

力を獲得する手段となることを説得し、新たな顧客を開拓いたします。従来型のコンサルティングファームやシステム

インテグレーターとも異なる成功報酬型の新たなビジネスソリューションサービスにより市場を創造し継続的な収益と

なる事業モデルを創造します。事業付加価値の源泉である優良な人材確保・育成と人員増加に対処するための人材投資・

設備投資やアライアンスパートナーとの関係強化を積極的に行います。また、同時に新規事業開拓や新たなソリューショ
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ンの開発を推進し継続的成長を実現するための事業基盤を構築してゆきます。

 【ソリューションサービス事業部】

　　ソリューションサービス事業部は、国や地方自治体が進めている電子自治体政策に係わる事業を中心として行って来

ました。しかし、予想以上に日本国内における情報インフラの整備が進み、国もe-Japan構想を大きくアプリケーション

重視の視点に機軸を移しています。しかし、大局では国の方針に間違いはないと考えていますが、情報インフラである

ネットワークを有効に利用する具体的な方策を考え実行するステージに入ったとも考えております。今まで現場で蓄積

したノウハウを最大限に生かし、顧客に対し情報化投資に関する全体最適を念頭に入れ、コンサルティングサービス、

設計、構築、運用保守まで情報に関するトータルサービスを提供して行きます。引き続き自社内の人材育成によるサー

ビス品質向上と同時に新規顧客開拓を積極的に行い業容の拡大を目指します。

 

　　現在のところ、通期においては、既に公表した当初の計画を達成できると考えており、通期の見通しに変更はありま

せん。

　この書面に記載されている将来に係る記載は、予期しない経済・企業環境の変化等の要因で変動・変更する可能性が

あり、その結果・内容について当社が保証するものではありません。

 

(2）財政状態に関する分析

　①資産、負債及び純資産の状況

　当中間期末の資産合計は1,683,154千円、負債合計は1,282,863千円、純資産合計は△90,843千円であり、それぞれ前年

同期比6.6%増加、同6.0%増加、同124.6%減少となりました。

　資産合計の増加は、現金及び預金及び投資その他資産の減少、棚卸資産及び固定資産の増加によるものであります。

　負債合計の増加は、新株予約権付社債の減少、買掛金及び借入金の増加によるものであります。

　純資産合計の減少は、関係会社出資金評価損の計上によるものであります。

　②キャッシュ・フローの状況

　当中間期末における現金及び現金同等物の残高は153,491千円となり、前年同期と比較して137,257千円の減少となりま

した。

　当中間期末における各キャッシュ・フローの内訳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）

　当中間期において、営業活動により使用した資金は38,116千円となりました。主に、売上債権、棚卸資産の増加、税引

前当期純損失の計上による資金の減少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）

　当中間期において、投資活動の結果使用した資金は35,102千円となりました。主に、固定資産の取得により資金が減少

したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間期において、財務活動の結果得られた資金は32,194千円となりました。主に、借入金の純増額によるものであり

ます。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

自己資本比率（％） 23.4 △7.6 28.6

時価ベースの自己資本比率（％） 149.4 193.3 95.6

キャッシュ・フロー対有利子負
債比率（％）

△178.5 △1,060.4 △101.9

インタレスト・カバレッジ・レ
シオ（倍）

△78.3 △9.0 △62.9

　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当
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　当社は、株主に対する利益還元政策を経営の重要課題として認識しております。株主価値の向上のため、業績の進

捗はもちろん、再投資のための内部資金確保を勘案して、積極的な利益還元を実施することを基本方針としておりま

す。研究開発型企業として新技術の獲得、効率的な企業運営、成長分野への積極投資を押し進め、業績の回復を図り、

株主各位のご負託にお応えできますよう努力する所存でございます。

 

(4）事業等のリスク

 　①財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の変動

　当社は、設立よりの社歴が浅く期間業績比較を行うための十分な財務数値が得られない上、売上構成の変動等により、

過年度の経営成績だけでは、今後の当社の業績の判断材料としては不十分な面があります。

　また、当社は新規技術への取組に重点を置き、研究開発活動に注力して参りました。そのため黒字化を実現するまでに

赤字決算が継続し、当中間期末において1,052,844千円のマイナスの利益剰余金を計上しております。

　当社では、マイナスの利益剰余金について、下期以降に獲得した利益をもって填補する計画を立てておりますが、今後

の当社の事業計画が各種要因により計画どおりに進展しなかった場合、マイナスの利益剰余金を解消できない可能性があ

ります。

　さらに、当社はソフトウェア開発及びコンサルティング等役務の提供を主たる業務とする会社であるため、銀行借入の

為の担保になりうるような土地・建物等の資産は所有しておりません。よって、今後売上が計画どおり伸びない場合、

キャッシュ・フローの状況が悪化し経営維持に多大な影響を与える可能性があります。

 　②特定の取引先への依存

　最近2会計年度における当社売上高に占める割合が10％以上の主要販売先への売上高及び同割合は、下記のとおりであり、

当中間期は特に協同リース株式会社に対する販売比率が高くなっております。

　協同リース株式会社は、ニプロ株式会社のリース契約先であります。

　ニプロ株式会社より、前期より情報系システムの再構築業務を受注し、当中間期は第二次システムについて納品いたし

ました。構築した情報系システムの保守契約等、下期以降も引き続き継続的な取引が発生する見込みであります。

 （単位：千円）

相手先

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

金額 割合（％） 金額 割合（％） 

協同リース株式会社 164,318 14.5 79,797 25.8

南アルプス市 58,705 5.2 36,874 11.9

株式会社マインマート 336,536 29.8 2,955 1.0

株式会社伊勢丹データーセンター 18,268 1.6 6,668 2.2

 ③特有の経営方針

　当社は、取締役及び従業員に対し、ストック・オプションによるインセンティブを施行する等、士気の高揚と会社への

貢献意欲を高め、会社の企業価値を高めるために進んで仕事ができる環境を提供するよう努めております。

　しかし、企業間の人材獲得競争はより激しくなってきており、当社の重要な取締役及び従業員の当社よりの離脱、また

今後新たな優秀な人材を十分に確保できる保証はなく当社の事業に悪影響を与える可能性があります。

　また、当社のもつソフトウェア開発技術については、技術革新の進歩が早く、それに応じて業界標準及び利用者のニー

ズが急激に変化するため、新技術・新製品が相次いで登場しております。当社の開発体制は、現状では41名（平成19年10

月31日現在）の開発要員に依存しております。少数の開発人員に依存している為、同業他社との競合が激化した際に、開

発までに要する時間等の面で競争力の低下を招く可能性があります。

 ④重要な訴訟事件の発生

　当社は、現時点において第三者より知的財産権に関する侵害訴訟の提起や侵害の主張を受けてはおりません。

しかし、当社製品は、オープンソース・ソフトウェアなどインターネット上で無償配布されている基礎技術等、第三者が

開発した技術等を改良し当社が独自に開発したものであります。これらの技術は、第三者の知的財産を侵害する可能性が

あります。今後、当社開発製品に関連する第三者の知的財産権が認められた場合、またはすでに成立している特許権を当

社が認識しないで使用していた場合、当該第三者より損害賠償及び使用差止等の訴えを起こされる可能性があります。

このような侵害クレームが発生した場合、当社事業に大きな影響を与える可能性があります。
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 ⑤役員に関する重要事項

 (a)当社役員への貸付

　当社は、代表取締役内藤治生に対して当中間期末時点において、8,500千円の過年度よりの貸付残高があります。なお、

受取利息については、当社銀行借入利率と相応の条件を適用しております。

 (b)銀行借入

　当社代表取締役内藤治生、当社取締役営業企画担当佐々木康宏及び当社取締役ITソリューション事業部長兼経営企画部

長兼東京オフィス責任者渡辺伸一は、当社の銀行借入に対して、以下のとおり債務保証を行っております。なお、同保証

に対して、当社は担保の提供及び保証料の支払を行っておりません。

銀行名 長短借入金の別 平成19年10月31日現在 連帯保証人

山梨中央銀行 短期借入金 30,000千円 内藤治生

一年以内返済予定の長期借入金 11,710千円 内藤治生

佐々木康宏

渡辺伸一

長期借入金 13,880千円 内藤治生

渡辺伸一

三井住友銀行 短期借入金 300,000千円 内藤治生

 

三菱東京UFJ銀行 一年以内返済予定の長期借入金 16,656千円 内藤治生

長期借入金 31,956千円 内藤治生

 ⑥社債の償還可能性

　当社は、当中間期末現在において平成17年12月に発行した転換社債型新株予約権付社債の残高が700,000千円ありま

す。

　この社債は、一株252,500円の下限条項付転換社債のため、現在の株価で推移する場合償還の可能性が高くなると予想さ

れますが、万が一転換されない場合は当社のキャッシュ・フローの状況が悪化し経営維持に多大な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
 (1）事業の内容

　当社は、オブジェクト指向のプログラミング技術を基礎に、Linuxなどのオープンソース・ソフトウェアを利用し、ソ

フトウェアの開発、販売及びこれにともなうコンサルティングを主な事業内容としております。従業員68名（平成19年10

月末現在）の小規模な研究開発型企業であり、販売管理ソフトウェア及びそのカスタマイズを中心として事業を開始し、

その基礎となるネットワーク及びデータベースに関連するスキル・技術の蓄積を図ってまいりました。現在では、イン

ターネットをシステム基盤とした企業向けシステム構築やコンテンツ管理ソフトウェアの開発、ネットワークのコンサル

ティング・設計等を行い、その実務的な案件への応用を行っております。

　また、当社は平成17年12月より顧客価値創造事業（ Customer Value Creation : CVC 、以下CVC事業）へのイノベー

ション（事業変革）を進めてまいりました。これは従来型のSI 事業とは一線を画し、当社が創業以来培ってきた技術と

知識・方法論を駆使し、顧客視点で顧客とリスクを共有し顧客の企業戦略をIT により具現化し共に事業を創造していく

事業であります。単なる業者と顧客という関係以上に顧客企業にコミットし責任あるシステム検証を行い、経営における

パラダイムシフトを大胆に引き起こしつつ、新たなビジネス手法に適合するシステム再構築を通じ、発展・再生を支援い

たします。これまで追求してきた一貫した責任体制と品質管理によるシステム再構築を行うため、当社保有のソフトウェ

ア資産、IT活用ノウハウ等を資産と見なしこれを拠出することにより自らもリスクを負担し業績改善目標を共有すること

で、企業発展・再生の新たな展開を次々と実現できればと考えています。

　このスキームは、成果報酬型のビジネスモデルであり、実際のシステム開発による収益確保、将来的な再生企業の上場

等により、リターンの享受を意図するものです。これまで培ってきたIT 技術、システム構築力をキャッシュフローに変

えていく取り組みでもあります。今後も引き続き積極的に他の再生案件や事業変革・ビジネスインキュベーション分野に

も同様の取り組みを実施する予定であり、企業のビジネススキームとシステム構築を密接に結びつけたソリューションビ

ジネスに積極的・専管的に取り組んで行きます。

　当社の主な事業は、以下の通りであります。

①　ソフトウェアの開発、販売、システム操作教育・運用サポート

②　ネットワークを含むシステム全般の設計・コーディネート・運用等のコンサルティング業務

③　コンピュータ関連機器の販売

④　当社開発のソフトウェアを組込んだ専用機器及び他社ハードウェア用ソフトウェアの開発・販売

 (1）ソリューションサービス事業部

 　ソリューションサービス事業部は、国や地方自治体が進めている電子自治体政策に係わる事業を中心としております。

地方自治体及び民間企業等に対して、企画提案型の営業をコンセプトとしたシステムダウンサイジング計画策定、公文書

管理などのコンサルティング業務、ネットワークシステム等のコンサル設計業務、Web システムソリューションの提供、

サポート業務等、ワンストップサービスを目指した営業活動を中心としております。さらに、当社で開発したコンテンツ

管理システムにおいては山梨県内での導入実績に基づき京都府庁ポータルサイトコンテンツ管理システム構築、山梨県観

光総合サイトの構築をはじめ全国の自治体に拡販すべく営業活動も行っております。

 (2）ＩＴソリューション事業部

 　ＩＴソリューション事業部においては、これまで事業の中心に据えてきた「ATL Applications Suite」(A2Suite、エー

スクエア・スイート)について、SOA（サービス志向アーキテクチャ）など最新の技術動向を踏まえて再定義し、ソリュー

ション体系も発展的に進化させ再構築し更なる事業拡大の技術基盤へとリニューアルします。またA2Suiteを中心に技術

基盤をベースとして顧客視点でビジネスを創造するCVC事業（顧客価値創造事業）を本格化し、従来型のコンサルティン

グファームやシステムインテグレーターとも異なる新たなビジネスソリューションサービスにより市場を創造し事業拡大

を図っております。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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  (2）関係会社の状況

　当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「個人の価値観と創造性を尊重し、革新的技術を開発することにより、世界に通用するソフトウェアを生

み出し、ネットワーク社会を豊かにすること」を経営の基本的なビジョンとして掲げております。具体的には、オー

プンソース・ソフトウェア の活用など、オープンなアーキテクチャーの採用により、システム構築及び運用に係るコ

スト低減及び期間短縮を目指しております。当社は、「『技術』は、ユーザ自身でのシステム構築や価格自体の引下

げなど、ユーザにとって実現が困難であったことを可能にする道具である」と認識しており、このような技術をベー

スとして、ユーザに満足いただける製品・サービスを提供してまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、企業価値の増大に繋がる経営指標として、総資産利益率（ＲＯＡ）を「5.0%」にすることを目標に掲げ、

資産効率の向上と維持に努めてまいりますが、当中間期末におきましては、ＲＯＡ「△52.2%」であり、「5.0%」の目

標値を早急に達成すべく、引き続き収益体制の確保と資産効率の改善に努めてまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 当社は、経営理念の実現のため、以下の事項を常に基本スタンスとして、事業を推進してまいります。

①人を大事にする組織

　最先端技術を常に追求できるよう、個々人の価値観と創造性を活かすための環境づくり、すなわちメンバーの多様

性・創造性を尊重する柔軟な組織づくりを行っております。

②顧客満足の追及

　技術はあくまで道具であるとの認識にたち、中長期的な視野からお客様の満足を最大化するためのソフトウェア及

びサービスを提供してまいります。

③先端技術の追求

　常に情報・通信の将来を見極めた開発戦略の追求を行っております。

④実証を重ねる開発プロセス

　開発した技術の実地検証を充分に行い、テストマーケティングも並行しながら、信頼性の高いシステムを安定稼動

まで責任をもって提供します。同時に、お客様の満足を最大化するよう、中長期的なスタンスからユーザであるお客

様の事業の将来性をも考慮したシステム構築及びその提案を行っております。

⑤ソフト業界の革新

　開発コストの低減や開発期間の短縮など、最先端の技術に基づく、世界に通用するシステム開発を常に目指してお

ります。

　コンピュータのネットワーク化の将来性に着目し、インターネットをベースとする電子商取引を支える技術及びア

プリケーション・フレームワークを提供する最も有力な企業になることを目標に、オブジェクト指向技術とともに、

オープンソース・ソフトウェアに着目し、その技術力の強化、人材の育成、ノウハウの蓄積に経営資源を集中してま

いりました。オブジェクト指向の考え方を導入することにより、プログラムの再利用性を高め、生産性の向上・品質

向上が可能となります。また新たに追加するプログラムコードの量を減らすことができ、製品開発のスピードアップ

とコスト削減が可能となります。さらにオープンソース・ソフトウェアを活用し、世界中の技術リソースを有効利用

することにより製品開発のスピードアップと安定性の高い製品の開発が可能となります。

　今後は、お客様からの信用度を高めるため、実績となる案件の蓄積を行うと同時に、受託案件の開発の過程で当社

製品の一層の品質向上を行い、社内の人材育成や提携先等外部ネットワークの一層の強化を図ってまいります。

(4）会社の対処すべき課題

 我が国の企業の情報化に対するニーズは、インターネットの急速な普及を背景として、電子商取引のプラットフォー

ムの構築や更なるコスト低減のための情報化投資を中心に、更に高まるものと予想されます。しかしながら、当業界

においては、新技術の獲得競争、ディファクトスタンダード（業界標準）の獲得に向け、新興企業の参入、市場競争

の激化及び市場価格の低下による厳しい事業環境が、依然として続くものと考えられます。

 当社といたしましては、新規技術の獲得と新製品開発を継続し、安定した売上を確保するための重点方策として、下

記の事項に注力し、業績向上に努めてまいる所存であります。

 ① ユーザの立場にたったIT戦略に係るコンサルティングを行い、当社のソフトウェア開発技術をベースとしたシス

テム構築を直接受託するなど、導入実績の蓄積による個々の案件での顧客満足の獲得を通じて、お客様からの信用・

ブランド及び顧客基盤を確立すること。

 ② 上記の顧客基盤の確立にあわせて、パッケージ製品やシステム構築の売切型のビジネスから、保守サポートを含

む継続的なサービス提供型ビジネスへの事業転換を図り、安定的な収益構造の構築を実現すること

 ③ 最新技術と既存の安定した標準技術とを協調利用したB2B(ビジネス・トゥー・ビジネス、企業間の電子商取引)、

B2C(ビジネス・トゥー・コンシューマー、企業と消費者との間の電子商取引)、B2E(ビジネス・トゥー・エンプロイー、

企業内情報ポータルサイト等企業と従業員との情報共有)などのe-Business を実現するためのアプリケーション・フ

レームワーク及びコンポーネント（システムを構成する部品となるソフトウェア）の開発、製品の品質向上、生産性・
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開発効率の向上。

 ④ 上記の案件獲得及び案件の蓄積のため、人材育成、外部採用や提携先との関係強化を通じて高度な人材を確保し

ていくこと。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

（a）内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備状況

 当社の会社の機関の内容、内部統制およびリスク管理体制の概要は下図の通りです。

  内部統制およびリスク管理体制の概要図

 株 主 総 会 

選任・解任 選任・解任 選任・解任 

会計監査人 

 公認会計士 

会計監査 

監査役 

 3名 

業務監査 

取締役会 

取締役5名 

代表取締役 

 

各 業 務 部 門 

 

管理部 

内部監査 

報告 

業務担当取締役 

 

　代表取締役は、事業活動の有効性・効率性および適法性並びに財務報告の信頼性を確保するために、内部統制の構

築・維持をおこなっております。内部統制及びリスク管理体制につきましては、管理部が監査を行っております。管

理部は、従業員4人体制もって当社の内部監査を実施しております。代表取締役は、その結果について定期的な報告を

受け、評価をおこなったうえで当該部署に改善を指示し、その改善状況を管理部に確認させております。

（b）内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況

　企業の社会的責任を果たすうえで、当社はコンプライアンスを重視しており、内部統制の一環として倫理法令等の

遵守体制の整備、違反の発生防止等を図るとともに、コンプライアンスに関する社内研修を適宜実施し社内啓蒙を進

めてまいりました。

（C）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（基本的な考え方）

　当社は、知的集団を会社の目標として標榜すると同時に、公開企業としての社会的貢献と株主価値増大の観点から、

経営の透明性、客観性及び幅広い経営に対する意見形成を実現するため、実務上の経験のみならず、幅広い経験をもっ

た人材を経営陣として構成しております。今後も技術や社会の進展の方向性を見極めるべく、積極的に社外取締役を

選任していく予定であります。

　また、情報開示を経営上の重要課題と考えており、今後ともインターネット等を活用し、情報の公平かつ適時な開

示を行うとともに開示内容の充実に努めていく方針であります。

（b）内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況

（実施状況）
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 1.会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

　当社は、監査役制度を採用し、監査役3名を任用しております。また、現在5名の取締役が互いに意見の具申等行っ

ております。会社の業務執行等については、毎月1回開催される取締役会にて監査役出席の下、経営の妥当性・効率

性・公正性等について適宜検討し、必要に応じて臨時の取締役会も開催し対応しております。また、変化する経営環

境に対する経営意思決定の迅速化及び社内意思統一の徹底を図るため、月次経営企画会議やランチミーティング等開

催し、スピーディーな対応ができる体制となっております。

弁護士・監査法人につきましては、顧問弁護士は弁護士事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じてアドバイス

を受けております。会計監査につきましては、新日本監査法人と監査契約を結び、財務書類の監査証明を受けており

ます。当中間期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりで

す。なお、業務を執行した公認会計士で継続監査年数が7年を超える者はおりません。公認会計士法（昭和23年法律第

103号）第2条第1項に規定する業務に基づき20,000千円を年間予定報酬としております。

・業務を執行した公認会計士の氏名

　　指定社員　業務執行社員：氏原修一、佐藤晶

・会計監査業務に係る補助者の構成

　　公認会計士3名、その他2名

2.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　該当事項はありません

3.内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況

　企業の社会的責任を果たすうえで、当社はコンプライアンスを重視しており、内部統制の一環として倫理法令等の

遵守体制の整備、違反の発生防止等を図るとともに、コンプライアンスに関する社内研修を適宜実施し社内啓蒙を進

めてまいりました。

4.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の最近1年間における実施状況

　当社は、コーボレートガバナンスの観点から会社情報を積極的に開示することが重要であると認識しており、四半

期開示の充実化、継続的なIR活動を積極的に行い、迅速かつ公平な情報開示に努めて参りました。また、外部より寄

せられたご意見等も直ちに検討し経営にフィードバックしております。

(6）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10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年4月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  295,351   160,494    200,320   

２　受取手形  －   1,323    40,425   

３　売掛金  229,341   206,109    607,801   

４　商品  5,315   40,400    21,825   

５　仕掛品  125,428   467,057    223,507   

６　貯蔵品  712   764    731   

７　立替金  1,162   －    －   

８　役員に対する
短期貸付金 

 40,000   －    －   

９　前渡金  －   832    8,937   

１０　前払費用  11,919   12,759    10,565   

１１　仮払金  32,009   1,128    1,077   

１２　仮払消費税等 ※１ 12,263   27,349    －   

１３　未収消費税等  －   －    457   

１４　その他  3,079   3,220    3,315   

貸倒引当金  △4,940   △2,686    △8,393   

流動資産合計   751,644 47.6  918,753 77.1 167,109  1,110,570 59.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

（１）建物  16,096   16,096    16,096   

　　減価償却累計
額

 △3,502 12,594  △5,265 10,831   △4,454 11,641  

（２）車両及び運
搬具

 1,150   1,150    1,150   

　　減価償却累計
額

 △1,092 57  △1,092 57   △1,092 57  

（３）器具備品  104,347   132,166    115,528   

　　減価償却累計
額

 △63,822 40,524  △80,791 51,375   △72,456 43,072  

計   53,177 3.4  62,264 5.2 9,087  54,771 2.9
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前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年4月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

２　無形固定資産            

（１）商標権  194   123    158   

（２）ソフトウェ
ア

 9,036   9,250    7,744   

（３）ソフトウェ
ア仮勘定

 －   22,701    －   

（４）その他  435   435    435   

計   9,666 0.6  32,511 2.7 22,844  8,339 0.5

３　投資その他の資
産

           

（１）投資有価証
券

 676,095   79,773    90,529   

（２）出資金  50   50    50   

（３）関係会社
　出資金

 －   6,042    501,813   

（４）役員に対す
る長期貸付
金

 －   8,500    10,000   

（５）長期差入保
証金

 82,743   82,661    82,825   

（６）長期前払費
用

 －   1,288    1,515   

（７）長期債権  8,000   －    4,000   

貸倒引当金  △4,000   －    △4,000   

計   762,888 48.3  178,316 15.0 △584,572  686,733 36.9

固定資産合計   825,732 52.3  273,092 22.9 △552,640  749,844 40.3

Ⅲ　繰延資産            

　１　新株発行費  421   －    －   

  ２　株式交付費  －   174    233   

　３　社債発行費  1,390   －    －   

繰延資産合計   1,811 0.1  174 0.0 △1,636  233 0.0

資産合計   1,579,188 100.0  1,192,020 100.0 △387,167  1,860,648 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年4月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

　１　買掛金  39,258   72,538    159,179   

　２　短期借入金 ※２ 230,000   330,000    330,000   

　３　1年以内返済予
定の長期借入
金

 30,688   28,366    23,088   

　４　1年以内償還予
定の社債

 －   700,000    700,000   

　５　未払金  6,475   12,997    16,435   

　６　未払費用  34,947   41,062    37,159   

　７　未払法人税等  1,742   3,193    12,231   

　８　前受金  1,121   2,184    294   

  ９　預り金  62   36    600   

１０　賞与引当金  23,295   27,234    24,609   

１１　仮受消費税等 ※１ 16,526   15,494    －   

流動負債合計   384,118 24.3  1,233,106 103.4 848,988  1,303,598 70.1

Ⅱ　固定負債            

    １　社債  800,000   －    －   

　２　長期借入金  25,590   45,836    18,920   

  ３　繰延税金負債  647   158    934   

　４　長期未払金  －   3,762    4,353   

固定負債合計   826,237 52.3  49,757 4.2 △776,479  24,208 1.3

負債合計   1,210,355 76.6  1,282,863 107.6 72,508  1,327,807 71.4

　(純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

　　１　資本金   526,856 33.4  576,948 48.4 50,092  576,948 31.0

　　２　資本剰余金            

 　　（１）資本準備金  334,726   384,818    384,818   

 　資本剰余金合計   334,726 21.2  384,818 32.3 50,092  384,818 20.7

　　３　利益剰余金            

 　　（１）その他利益
剰余金

           

 　　   繰越利益剰余
金

 △493,702   △1,052,844    △430,302   

 　利益剰余金合計   △493,702 31.3  △1,052,844 △88.3 △559,141  △430,302 △23.1

 　株主資本合計   367,880 23.3  △91,076 △7.6 △458,956  531,464 28.6

 Ⅱ　評価・換算差額等            

１　その他有価証
券評価差額金

  952 0.1  233 0.0 △719  1,376 0.1

評価・換算差額等
合計

  952 0.1  233 0.0 △719  1,376 0.1

純資産合計   368,833 23.4  △90,843 △7.6 △459,676  532,841 28.6

負債純資産合計   1,579,188 100.0  1,192,020 100.0 △387,167  1,860,648 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年 5月 1日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年 5月 1日
至　平成19年10月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年 5月 1日
至　平成19年 4月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   328,095 100.0  309,886 100.0 △18,208  1,130,939 100.0

Ⅱ　売上原価   221,990 67.7  185,812 60.0 △36,177  645,326 57.1

売上総利益   106,105 32.3  124,073 40.0 17,968  485,612 42.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  202,500 61.7  241,894 78.1 39,394  418,676 37.0

営業利益又は営
業損失（△）

  △96,394 △29.4  △117,820 △38.0 △21,425  66,936 5.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  967 0.3  391 0.1 △575  3,755 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  9,999 3.0  9,232 29.8 △766  21,976 1.9

経常利益又は
経常損失
（△）

  △105,427 △32.1  △126,661 △40.9 △21,234  48,715 4.3

Ⅵ　特別利益 ※３  1,259 0.4  9,706 3.1 8,447  174 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  － －  503,989 162.6 503,989  80,171 7.1

税引前中間
（当期）純損
失（△）

  △104,168 △31.7  △620,944 △200.4 △516,776  △31,282 △2.8

法人税、住民
税及び事業税

 292   342    9,779   

過年度法人税
等

※５ － 292 0.1 1,254 1,596 0.5 1,304 － 9,779 0.9

中間（当期）
純損失（△）

  △104,460 △31.8  △622,541 △200.9 △518,080  △41,061 △3.6
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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5月1日　至平成18年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

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4月30日　残高
（千円）

526,856 334,726 334,726 △389,241 △389,241 472,341

中間会計期間中の変動額  

中間純利益 － － － △104,460 △104,460 △104,460

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － △104,460 △104,460 △104,460

平成18年10月31日　残高
（千円）

526,856 334,726 334,726 △493,702 △493,702 367,880

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年4月30日　残高
（千円）

－ － 472,341

中間会計期間中の変動額

中間純利益 － － △104,460

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

952 952 952

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

952 952 △103,508

平成18年10月31日　残高
（千円）

952 952 368,833

当中間会計期間（自平成19年5月1日　至平成19年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
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4月30日　残高
（千円）

576,948 384,818 384,818 △430,302 △430,302 531,464

中間会計期間中の変動額  

中間純利益 － － － △622,541 △622,541 △622,541

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － △622,541 △622,541 △622,541

平成19年10月31日　残高
（千円）

576,948 384,818 384,818 △1,052,844 △1,052,844 △91,076
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評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年4月30日　残高
（千円）

1,376 1,376 532,841

中間会計期間中の変動額

中間純利益 － － △622,541

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△1,143 △1,143 △1,143

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△1,143 △1,143 △623,684

平成19年10月31日　残高
（千円）

233 233 △90,843
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年5月1日　至平成19年４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
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４月30日　残高
（千円）

526,856 334,726 334,726 △389,241 △389,241 472,341

事業年度中の変動額

新株の発行 50,092 50,092 50,092 － － 100,185

当期純利益 － － － △41,061 △41,061 △41,061

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

50,092 50,092 50,092 △41,061 △41,061 59,123

平成19年４月30日　残高
（千円）

576,948 384,818 384,818 △430,302 △430,302 531,464

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年４月30日　残高
（千円）

－ － 472,341

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 100,185

当期純利益 － － △41,061

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

1,376 1,376 1,376

事業年度中の変動額合計
（千円）

1,376 1,376 60,500

平成19年４月30日　残高
（千円）

1,376 1,376 532,841
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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 5月 1日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年 5月 1日
至　平成19年10月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年 5月 1日
至　平成19年 4月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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）
純利益又は税引前中
間（当期）純損失
（△）

 △104,168 △620,944  △31,282

減価償却費  10,337 10,730  21,251

新株発行費償却  421 －  －

株式交付費償却  － 58  958

社債発行費償却  1,390 －  2,780

貸倒引当金増減額
（減少△）

 △1,085 △9,706  2,368

賞与引当金増減額
（減少△）

 2,712 2,624  4,026

有形固定資産売却益  △174 －  △174

投資有価証券評価損  － 10,035  80,171

投資事業組合に係る
損失

 5,968 4,637  10,460

関係会社出資金評価
損

 － 491,134  －

受取利息及び受取配
当金

 △702 △385  △3,088

支払利息  2,047 4,238  5,803

売上債権の増減額
（増加△）

 49,883 444,794  △365,001

たな卸資産の増減額
（増加△）

 △51,313 △262,158  △165,919

仕入債務の増減額
（減少△）

 △28,893 △86,641  91,028

その他の流動資産の
増減額（増加△）

 △13,594 6,850  △12,145

その他の流動負債の
増減額（減少△）

 △32,622 △16,576  △25,518

小計  △159,792 △21,310 138,481 △359,989

利息及び配当金の受
取額

 1,292 194  1,778

利息の支払額  △1,268 △4,716  △6,227

法人税等の支払額  △580 △12,284  △580

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △160,348 △38,116 122,231 △365,018
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前中間会計期間

（自　平成18年 5月 1日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年 5月 1日
至　平成19年10月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年 5月 1日
至　平成19年 4月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
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

 △1,200 △1,200  △2,400

有形固定資産の取得
による支出

 △5,709 △14,947  △11,355

有形固定資産の売却
による収入

 2,426 －  2,426

無形固定資産の取得
による支出

 △4,139 △19,419  △4,139

役員に対する貸付金
の貸付による支出

 △8,000 －  △28,000

役員に対する貸付金
の回収による収入

 28,000 1,500  78,000

投資有価証券の取得
による支出

 － △1,199  △199

保証金の払戻しによ
る収入

 － 164  －

保証金の差入による
支出

 － －  △82

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 11,376 △35,102 △46,479 34,249

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

     

短期借入金による収
入

 230,000 130,000  330,000

短期借入金の返済に
よる支出

 △30,000 △130,000  △30,000

長期借入金による収
入

 － 50,000  －

長期借入金の返済に
よる支出

 △20,308 △17,806  △34,578

新株の発行による支
出 

 － －  △164

財務活動によるキャッ
シュ・フロー  179,692 32,194 △147,498 265,257

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額（減少△）

 30,720 △41,025 △71,745 △65,511

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 260,028 194,517 △65,511 260,028

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 290,749 153,491 △137,257 194,517
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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５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

────── 　当社は、当中間会計期間において、

622,541千円の当期純損失を計上した結

果、90,843千円の債務超過になってお

ります。また、中間貸借対照表日現在、

平成19年12月に償還期限が到来する予

定の転換社債の残高は700,000千円であ

りますが、これに対する中間貸借対照

表日現在の手元資金残高は当該転換社

債に関する償還資金としては十分でな

い状況であります。

　このような状況により、継続企業の

前提に重要な疑義が存在しておりま

す。

　債務超過につきましては、「重要な

後発事象　５．関係会社出資金の譲渡」

に記載のとおり、平成20年1月16日に保

有する関係会社出資金の譲渡に伴い、

493,957千円の特別利益を計上したため、

解消されております。

　転換社債の償還資金が十分に確保さ

れていない状況は前期末時点から継続

しているものであり、当社は、当該状

況を解消すべく、平成19年11月までに

第三者割当による増資を実施すること

を計画しておりました。しかし、平成

19年10月30日に当社株式に対する株式

公開買付に関する意向を表明した書面

を受領し、平成19年10月31日から平成

19年11月28日までを買付期間とする株

式公開買付が実施されたため、当初の

第三者割当による増資計画を一旦中断

せざるを得ないこととなりました。

　そのため、「重要な後発事象　３．

社債の発行」に記載のとおり、平成19

年12月19日に第1回普通社債650,000千

円を発行し、これによって調達した資

金により当該転換社債の償還を行いま

した。さらに、平成20年4月30日に償還

期限を迎える第1回普通社債については、

前述の関係会社出資金の譲渡によって

確保された資金や金融機関からの借入

によって償還を行う計画です。

　従って、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

な疑義の影響を中間財務諸表には反映

しておりません。　

 

　当社は、当期に41,061千円の当期純

損失を計上しております。これに加え

て、一年内償還予定の社債が700,000千

円あり貸借対照表日現在で継続企業の

前提に重要な疑義が存在しております。

この社債は、一株252,500円の下限条項

付き転換社債のため、現在の株価で推

移する場合、償還の可能性が高くなる

と予想しています。

　当社は、当該状況を解消すべく、平

成19年11月までに第三者割当による増

資を行って700,000千円調達し社債を償

還する予定でおります。

　当期純損失を計上した主たる理由は、

株式会社ネコ・パブリッシングに対す

る100,000千円の投資有価証券が減損処

理の対象になったことによります。収

益計上をより保守的に行うこととした

ため当初発表した業績予想より下方に

なりましたが、営業利益は66,936千円

で受注残高は743,729千円で業績は順調

に推移しております。特に技術的には、

Webアプリケーションとバックオフィ

ス・システムをシームレスに構築する

大規模システムの開発環境の構築に目

処が立ち、伊勢丹様初め、多くのお客

様より信頼を受け急激に業容を拡大す

る必要に迫られています。また、構築

してきたシステムが、お客様の基幹シ

ステムとして定着しだしており、旧来

以上にお客様との関係が密になってお

ります。このような状況も踏まえ、関

係企業様のご協力もいただき、より早

い段階で、現状を改善する目処を立て

る所存でおります。

　従って、財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような疑

義の影響を財務諸表には反映しており

ません。
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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 5月 1日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年 5月 1日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年 5月 1日
至　平成19年 4月30日）

１．資産の評価基準及び

評価方法

（1）有価証券

 その他の有価証券 

　時価のあるもの

　──────

（1）有価証券

 その他有価証券

　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し売却原価は

移動平均法により算定）

（1）有価証券

 その他有価証券

　時価のあるもの

　決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し売却原価は移動

平均法により算定）

　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

 関係会社出資金

　投資事業組合等への出

資金に係る会計処理は、

組合等の事業年度の財務

諸表及び事業年度の中間

会計期間に係る中間財務

諸表に基づいて組合等の

純資産、収益、費用を当

社の出資持分割合に応じ

て計上しております。

関係会社出資金

　同　左

  （会計方針の変更）

　当事業年度より、「投

資事業組合に対する支配

力基準及び影響力基準の

適用に関する実務上の取

扱い」（企業会計基準委

員会 平成18年9月8日 実

務対応報告第20号）を適

用しております。

　これにより、当事業年

度より当社の関連会社に

該当することとなった投

資事業組合に対する出資

持分501,813千円を投資そ

の他の資産の「投資有価

証券」に含めて計上する

方法から、投資その他の

資産の「関係会社出資

金」として計上する方法

へと変更しております。

 （2）たな卸資産

 商品、製品、材料

先入先出法による原価法

（2）たな卸資産

 商品、製品、材料

同　左

（2）たな卸資産

 商品、製品、材料

同　左

 仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同　左

仕掛品

同　左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年 5月 1日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年 5月 1日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年 5月 1日
至　平成19年 4月30日）

２．固定資産の減価償却

の方法

   

 （1）有形固定資産

 　定率法

　なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

　建物　　　　　 8～18年

　車両及び運搬具 2～3年

　器具備品　　　 4～15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

 ①商標権

定額法

（2）無形固定資産

 ①商標権

同　左

（2）無形固定資産

 ①商標権

同　左

 ②ソフトウェア（自社利

用）

利用可能期間（5年間）

に基づく均等償却

②ソフトウェア（自社利

用）

同　左

②ソフトウェア（自社利

用）

同　左

３．繰延資産の処理方法 （1）新株発行費

　旧商法の規定に基づき3年

間で均等償却を行なっており

ます。

株式交付費

　3年間にわたり定額法によ

り償却しております。

（1）株式交付費

　 同　左

 （2）社債発行費

旧商法の規定に基づき2年

間で均等償却を行なっており

ます。

（2）社債発行費

2年間で均等償却を行なっ

ております。

 ４．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金　

　売掛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。

（1）貸倒引当金　

同　左

（1）貸倒引当金　

同　左

 （2）賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備え

て、賞与支給見込額の当中間

会計期間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

従業員の賞与の支払に備え

て、賞与支給見込額の当期負

担額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年 5月 1日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年 5月 1日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年 5月 1日
至　平成19年 4月30日）

５．リース取引の処理方

法

  リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

 

同　左

 

同　左

 

６．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、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 同　左

７．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

（1）消費税等の会計処理 

　消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

（1）消費税等の会計処理 

 同　左 

（1）消費税等の会計処理

 同　左

（2）投資事業組合等への出

資金の会計処理

投資事業組合等への出資金

に係る会計処理は、組合等の

事業年度の財務諸表及び事業

年度の中間会計期間に係る中

間財務諸表に基づいて、組合

等の純資産・収益・費用を当

社の出資持分割合に応じて計

上しております。

（2）　────── （2）　──────

(株)エーティーエルシステムズ（4663）　平成 20 年４月期中間決算短信（非連結）

－ 25 －



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 5月 1日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年 5月 1日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年 5月 1日
至　平成19年 4月30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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は368,833千円であります。

　なお、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、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は532,841千円であります。

　なお、当事業年度における貸借照表

の純資産の部については、財務諸表等

規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

  （繰延資産の会処処理に関する当面の

取扱い）

　当事業年度より、「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。

　前事業年度まで、繰延資産の部にお

いて表示しておりました「新株発行費」

は当事業年度から「株式交付費」とし

て表示しております。

　また、前事業年度まで営業外費用に

おいて表示しておりました「新株発行

費償却」は当事業年度から「株式交付

費償却」として表示しております。

  （ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当事業年度より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会

計基準第８号　平成17年12月27日）及

び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第11号　平成18年５月31日）

を適用しております。

　この適用による損益に与える影響は

ありません。
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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10月31日現在）

当中間会計期間末
（平成19年10月31日現在）

前事業年度末
（平成19年4月30日現在）

※1　消費税等の取扱い ※1　　　　　同　左 ※1　　　　──────

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺せず、それぞれ、流動資産に「仮

払消費税等」、流動負債に「仮受消費

税等」として表示しております。

  

※2　　　　────── ※2　当座貸越契約について ※2　　　　──────

　当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀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中間会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

 

当座貸越限度額 400,000千円
借入実行残高 300,000千円

差引額 100,000千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年 5月 1日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年 5月 1日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年 5月 1日
至　平成19年 4月30日）

※1営業外収益のうち主要なもの

          受取利息     700千円

          受取配当金 1

          雑収入 264

※2営業外費用のうち主要なもの

　　　　　支払利息  2,047千円

　　　　　支払保証料 172

  投資事業組

合に係る損

失

5,968

　　　　　新株発行費

　　　　　償却

421

  社債発行費

償却

1,390

※1営業外収益のうち主要なもの

          受取利息    383千円

          受取配当金 1

          雑収入 　 6

※2営業外費用のうち主要なもの

　　　　　支払利息   4,238千円

　　　　　支払保証料 299

  投資事業組

合に係る損

失

4,637

　　　　　株式交付費

　　　　　償却

58

   

※1営業外収益のうち主要なもの

          受取利息   2,587千円

          受取配当金 501

          雑収入  　667

※2営業外費用のうち主要なもの

　　　　　支払利息   5,803千円

　　　　　支払保証料 420

  投資事業組

合に係る損

失

10,460

　　　　　株式交付費

　　　　　償却

958

社債発行費

償却

2,780

雑損失 1,551

※3特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益 174千円

貸倒引当金戻入

益

1,085

※3特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入

益

9,706千円

※3特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益    174千円 

※4　　　 ────── ※4特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評

価損

10,035千円 

関係会社出資金

評価損

491,134千円 

※4特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評

価損

80,171千円 

※5　　　 ────── ※5過年度法人税等

過年度法人税等

の修正申告によ

る追徴税額

 1,254千円

※5　　　 ──────
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前中間会計期間
（自　平成18年 5月 1日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年 5月 1日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年 5月 1日
至　平成19年 4月30日）

　6減価償却実施額

有形固定資産 9,122千円

無形固定資産 1,215

　6減価償却実施額

有形固定資産  9,144千円

無形固定資産 1,585

6減価償却実施額  

有形固定資産 18,709千円

無形固定資産 2,542
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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５月１日　至　平成18年10月31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

 
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）

 発行済株式     

 　　普通株式　 8,674 － － 8,674

合計 8,674 － － 8,674

 自己株式     

 　　普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31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

 
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）

 発行済株式     

 　　普通株式　 9,071 － － 9,071

合計 9,071 － － 9,071

 自己株式     

 　　普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４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

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）

発行済株式

普通株式 8,674 397 － 9,071

合計 8,674 397 － 9,071

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）普通株式の発行済株式総数の増加397株は、転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の行使による増加396

株、ストック・オプションの行使による増加1株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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。

（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 5月 1日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年 5月 1日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年 5月 1日
至　平成19年 4月30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載されている科目

の金額との関係

１現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に記載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貸

借対照表に記載されている科目の金額

との関係

（平成18年10月31日現在）（千円） （平成19年10月31日現在）（千円） （平成19年4月30日現在）（千円）

現金及び預金勘定 295,351

 預入期間が3ヶ月を超

える定期預金
△4,602

現金及び預金勘定 160,494

預入期間が3ヶ月を超

える定期預金
△7,002

現金及び預金勘定 200,320

預入期間が3ヶ月を超

える定期預金
△5,802

 現金及び現金同等物 290,749 現金及び現金同等物 153,491 現金及び現金同等物 194,517

 ２重要な非資金取引の内容

転換社債型新株予約権付社債の転換

（千円）

 転換社債型新株予約権

付社債の転換による資

本金の増加額

転換社債型新株予約権

付社債の転換による資

本剰余金の増加額

49,995

 

 

49,995

 

その他 10

転換による転換社債型

新株予約権付社債の減

少額

100,000
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１．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（借主側）

１．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（借主側）

１．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（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

器具備品 20,316 5,656 14,660

ソフトウェ
ア

 
3,559 118 3,440

合計 23,876 5,774 18,101

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

器具備品 27,801 10,619 17,182

ソフトウェ
ア

 
11,534 2,425 9,108

合計 39,336 13,045 26,290

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

器具備品 31,221 10,132 21,088

ソフトウェ
ア

 
11,534 1,272 10,262

合計 42,756 11,405 31,351

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額等

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額等

(2）未経過リース料期末残高相当額

等

未経過リース料中間期末残高相

当額

未経過リース料中間期末残高相

当額

未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,743千円

１年超 11,566千円

合計 18,310千円

１年内 10,053千円

１年超 16,955千円

合計    27,009千円

１年内 9,812千円

１年超 22,043千円

合計 31,855千円

(3）支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失

千円

支払リース料 3,099

減価償却費相
当額

2,872

支払利息相当
額

339

千円

支払リース料 5,556

減価償却費相
当額

5,060

支払利息相当
額

709

千円

支払リース料 9,268

減価償却費相
当額

8,502

支払利息相当
額

1,173

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

 (5）利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への分配方法につい

ては、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左 

(5）利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失は

ありません。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間（平成18年10月31日現在）

1.時価のある有価証券

該当事項はありません。

2.時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

非上場株式　169,790千円

みなし有価証券

投資事業組合出資金　506,305千円

当中間会計期間（平成19年10月31日現在）

1.その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 1,399 1,200 △198

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,399 1,200 △198

2.時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

非上場株式　78,572千円

関係会社出資金

投資事業組合出資金　6,042千円

前事業年度（平成19年 4月30日現在）

1.その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 199 194 5

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

合計 199 194 5

2.時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

非上場株式　90,335千円

関係会社出資金

投資事業組合出資金　501,813千円

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末 （平成18年10月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

当中間会計期間末 （平成19年10月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

前事業年度末 （平成19年 4月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、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5月1日　至平成18年10月31日）

 　　　 該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成19年5月1日　至平成19年10月31日）

        該当事項はありません。

前事業年度（自平成18年5月1日　至平成19年4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
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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

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
取締役　  6名

 従業員　 20名

取締役　　5名

 従業員　 23名

取締役　　5名

 従業員　 23名

取締役　　7名

 監査役　　2名

 従業員　 31名

ストック・オプション数 普通株式　　 154株 普通株式　　188株 普通株式　　254株 普通株式　　246株

付与日 平成13年8月10日 平成14年8月23日 平成15年8月11日 平成16年8月24日

権利確定条件

付与日（平成13年8月

10日）以降、権利確

定日（平成15年7月31

日）まで継続して勤

務していること。

新株予約権の行使時

においても当社取締

役又は従業員である

ことを要する。

同左 同左

対象勤務期間
自 平成13年8月10日

至 平成15年7月31日

 対象勤務期間の定め

はありません。
同左 同左

権利行使期間

 権利確定後5年以内。

（自 平成15年8月1

日 至 平成20年7月31

日）

 権利確定後5年以内。

（自 平成16年8月1日 

至 平成21年7月31

日）

 権利確定後5年以内。

（自 平成17年8月1日 

至 平成22年7月31

日）

 権利確定後5年以内。

（自 平成18年8月1日 

至 平成23年7月31

日）

(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

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　

（株）
    

前事業年度末 － － － 241

付与 － － － －

失効 － － － 2

権利確定 － － － 239

未確定残 － － － －

権利確定後　　　　　　

（株）
    

前事業年度末 102 152 218 －

権利確定 － － － 239

権利行使 － － 1 －

失効 4 6 7 10

未行使残 98 146 210 229
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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

平成15年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　

（円）
298,993 205,483 195,668 256,885

行使時平均株価　　　　　

（円）
－ － 289,000 －

公正な評価単価（付与日）

（円）
－ － － －

（持分法損益等）

前中間会計期間 （自平成18年5月1日　至平成18年10月31日）

該当事項はありません。

当中間会計期間 （自平成19年5月1日　至平成19年10月31日）

該当事項はありません。

前事業年度 （自平成18年5月1日　至平成19年4月30日）

該当事項はありません。

(株)エーティーエルシステムズ（4663）　平成 20 年４月期中間決算短信（非連結）

－ 34 －



（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年 5月 1日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年 5月 1日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年 5月 1日
至　平成19年 4月30日）

１株当たり純資産額 42,521円69銭

１株当たり中間純損

失

12,042円99銭

１株当たり純資産額 △10,014円67銭

１株当たり中間純損

失

68,629円82銭

１株当たり純資産額 58,741円23銭

１株当たり当期純損

失

4,645円52銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益金額については、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

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

（注）1株当たり中間（当期）純利益金額又は1株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

(株)エーティーエルシステムズ（4663）　平成 20 年４月期中間決算短信（非連結）

－ 35 －



 
前中間会計期間

(自　平成18年 5月 1日
至　平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年 5月 1日
至　平成19年10月31日)

前事業年度
(自　平成18年 5月 1日
至　平成19年 4月30日)

1株当たり中間（当期）純利益又は中間

（当期）純損失金額

   

中間（当期）純利益又は中間（当期）純

損失（千円）

△104,460 △622,541 △41,061

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）純利益又は

中間（当期）純損失（千円）

△104,460 △622,541 △41,061

期中平均株式数（株） 8,674 9,071 8,839

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）

純利益金額

   

普通株式増加数（株） － － －

（うち新株予約権付社債）  （－） － －

（うち新株予約権）  （－） － －

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

　平成13年7月20日定時

株主総会決議　新株引

受権（新株引受権の数

102個）

　平成14年7月20日定時

株主総会決議　新株予

約権（新株予約権の数

152個）

　平成15年7月19日定時

株主総会決議　新株予

約権（新株予約権の数

218個）

　平成16年7月17日定時

株主総会決議　新株予

約権（新株予約権の数

239個）

　平成17年12月9日取締

役会決議　新株予約権

付社債　800,000千円　

　

　平成13年7月20日定時

株主総会決議　新株引

受権（新株引受権の数

　88個）

　平成14年7月20日定時

株主総会決議　新株予

約権（新株予約権の数

　134個）

　平成15年7月19日定時

株主総会決議　新株予

約権（新株予約権の数

　192個）

　平成16年7月17日定時

株主総会決議　新株予

約権（新株予約権の数

　204個）

　平成17年12月9日取締

役会決議　新株予約権

付社債　700,000千円　

　

　平成13年7月20日定時

株主総会決議　新株引

受権（新株引受権の数

98個）

　平成14年7月20日定時

株主総会決議　新株予

約権（新株予約権の数

146個）

　平成15年7月19日定時

株主総会決議　新株予

約権（新株予約権の数

210個）

　平成16年7月17日定時

株主総会決議　新株予

約権（新株予約権の数

229個）

　平成17年12月9日取締

役会決議　新株予約権

付社債　700,000千円
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（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成18年 5月 1日　至　平成18年10月31日）

社債の転換

　当社は、平成18年11月30日に新株予約権付社債（平成17年12月9日開催の取締役会決議の第三者割当ての方法による第

1回無担保転換社債型新株予約権付社債）に係る、新株予約権の一部について行使を受けました。

当該新株予約権の権利行使の概要は、下記のとおりであります。

（1）増加した株式の種類及び数　普通株式396株

（2）増加した資本金　49,995千円

（3）増加した資本準備金　49,995千円

当中間会計期間（自　平成19年 5月 1日　至　平成19年10月31日）

1.主要株主の異動

　日本アジアホールディングズ株式会社による株式公開買付けの結果、同社は平成19年12月4日付で弊社の主要株主に該

当することとなりました。

同社の概要等は、下記のとおりであります。

（1）主要株主に該当することとなる株主の概要

　①名称　　　    日本アジアホールディングズ株式会社

　②本店所在地　　東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

　③代表者　　　  代表取締役 呉 文 繍

　④資本金の額　　2,641,178,000 円 

　⑤主な事業内容　イ.国内外の企業への投資、その後の経営参画及び経営管理を通じた中長期の投資収益の獲得

 　　　　　　　　　 ロ.次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理するこ

と

 　　　　　　　　　　　金融サービス業

 　　　　　　　　　　　介護事業

 　　　　　　　　　　　建設業及び不動産開発事業

 　　　　　　　　　　　証券取引法に規定する証券業

 　　　　　　　　 　ハ.有価証券の投資及び運用

 　　　　　　　　　 ニ.不動産の所有、売買及び管理

 　　　　　　　　 　ホ.前各項に付帯する一切の業務

（2）異動前後における当該主要株主の所有議決権数（所有株式数）及びその議決権の総数（発行済株式総数）に対す

る割合

所有議決権数 
（所有株式数）

総株主の議決権の 
数に対する割合

大株主順位 
 

異動前  105株  1.15％  8位

異動後  1,654株  18.23％  1位

（3）異動年月日　平成19年12月4日　

 

2.社債の転換

　当社は、平成19年12月4日に新株予約権付社債（平成17年12月9日開催の取締役会決議の第三者割当ての方法による第

1回無担保転換社債型新株予約権付社債）に係る、新株予約権の一部について行使を受けました。

当該新株予約権の権利行使の概要は、下記のとおりであります。

（1）増加した株式の種類及び数　普通株式198株

（2）増加した資本金　24,997千円

（3）増加した資本準備金　24,997千円

3.社債の発行

　当社は、平成19年12月17日開催の取締役会決議に基づき、普通社債を下記のとおり発行しております。

（1）資金調達の目的

　本社債の発行は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還の為に行ったものであります。

（2）第1回普通社債（私募債）の概要
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 ①社債の名称　株式会社エーティーエルシステムズ第1回普通社債

 ②引受先　　　日本アジアホールディングズ株式会社

 ③社債の総額　650,000千円

 ④利率　　　　年3.5％

 ⑤発行価額　　額面額につき100％

 ⑥償還価額　　額面額につき100％

 ⑦発行日　　　平成19年12月19日

 ⑧償還日　　　平成20年4月30日

 ⑨担保の内容　無担保

 ⑩資金の使途　第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金

 

4.社債の償還

　当社は、新株予約権付社債（平成17年12月9日開催の取締役会決議の第三者割当ての方法による第1回無担保転換社債型

新株予約権付社債）の未償還分について、下記のとおり償還をいたしました。

（1）償還する本新株予約権付社債について

　①銘柄　　　    株式会社エーティーエルシステムズ第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予

約権付社債」という。）

　②転換状況　

 計転換価額　　150,000千円（転換率18.8％）　

 株式総数　　  594株　

　③償還対象総額  650,000千円　

　④償還日　      平成19年12月26日　

　⑤償還金額　    額面100円につき金100円　

　なお、本新株予約権付社債は、「3.社債の発行」に記載している普通社債の発行により調達した資金によって償

還しております。

 

5.関係会社出資金の譲渡

　当社は、平成20年1月15日開催の取締役会決議に基づき、下記の通り、関係会社であるJA日本リバイバル戦略ファンド

1号投資事業有限責任組合について保有する出資持分の全てを譲渡しました。

  （1）譲渡の理由

 　平成20年4月30日に償還期限が到来する第1回普通社債の償還資金を調達するため、また、債務超過を解消する

ためであります。

（2）譲渡先　　　JAインベストメンツ株式会社

（3）譲渡日　　　平成20年1月16日

（4）当該関係会社の事業内容　投資事業

（5）譲渡額　　　500,000千円

   なお、平成20年4月期の財務諸表に当該出資金の譲渡に伴う特別利益493,957千円を計上いたします。

6.子会社の設立

 　当社は、平成19年12月17日開催の取締役会決議に基づき、新たに当社100％出資による子会社を設立し、新規事業を下

記のとおり開始しております。

（1）子会社の目的

　当社は優秀なエンジニアの保有するエンジニアリング技術をコアバリューとしたソフトウェア開発行為（＝モノづく

り）を主たる事業としております。

　一方で事業規模の拡大に向けエンジニアリング技術やこれに特化した人材に頼るモノづくりだけではなく、より幅広

い能力を持った多様な人材の活用や様々な企業・コミュニティとの協業し事業機会を創出することが重要であると考え

ております。

　今般上記のような背景から、以下の事業をコンセプトした子会社を設立いたしました。 

・ サービス事業の創出

ATLのシステム開発力（既存保有システム）やエンジニアリング技術やITをコアとして

事業アイデアやビジネスモデル企画で差別化した付加価値サービス事業を創出する

・ 成果報酬型事業の創出

システムなどのモノ作りの対価ではなく、システムなどのモノを使って得られる効果によって顧客価値創造や企業価

値向上などを実現し、これにより対価を得る事業を創出する

・ コラボレーションビジネス事業の創出
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ATLの技術者中心だけではなく、社内外の多様な人材や専門企業、既存顧客との協調によるコラボレーションしにより

新たなビジネスモデルを企画し事業として創出する

（2）子会社の内容

 ①商号　グロースプロジェクトパートナーズ株式会社

 ②資本金　10,000千円

 ③設立年月日　平成20年1月18日

 ④発行株式総数　1,000株

 ⑤当社との関係　

 　　イ.資本関係　100％出資により設立いたしました。

 　　ロ.人的関係　当社の役員が取締役を兼務しております。

 　　ハ.取引関係　現状においては特にございません。

 

前事業年度（自　平成18年 5月 1日　至　平成19年 4月30日）

該当事項はありません。
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５．売上高の状況
 （単位：千円）

品目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

ＩＴソリューション事業部 212,341 64.7 197,393 63.7 906,868 80.2

ソリューションサービス事業

部
115,753 35.3 112,492 36.3 224,071 19.8

合計 328,095 100.0 309,886 100.0 1,130,939 100.0

(注)　1．金額には消費税等は含まれておりません。

　　　2．数量は品目が多種多様なため記載を省略しております。

６．受注高及び受注残高
 （単位：千円）

区分

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

金額 金額 金額

受

注

高

ＩＴソリューション事

業部
836,595 81.2 121,435 39.3 1,539,686 86.1

ソリューションサービ

ス事業部
194,211 18.8 187,774 60.7 247,689 13.9

合計 1,030,807 100.0 309,209 100.0 1,787,558 100.0

受

注

残

高

ＩＴソリューション事

業部
690,488 87.4 621,468 83.6 699,235 94.0

ソリューションサービ

ス事業部
99,334 12.6 122,057 16.4 44,493 6.0

合計 789,822 100.0 743,526 100.0 743,729 100.0

(注)　1．金額には消費税等は含まれておりません。

　　　2．数量は品目が多種多様なため記載を省略しております。

(株)エーティーエルシステムズ（4663）　平成 20 年４月期中間決算短信（非連結）
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