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１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 1,161 △84.3 △640 － △283 － 185 －

18年12月期 7,378 △62.0 △1,099 － △1,374 － △4,616 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年12月期 110 45 － － 1.7 △1.9 △55.2

18年12月期 △2,856 69 － － △55.3 △7.7 △14.9

（参考）持分法投資損益 19年12月期 120百万円 18年12月期 △291百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年12月期 16,256 11,296 66.7 6,054 05

18年12月期 13,067 10,415 79.7 6,201 28

（参考）自己資本 19年12月期 10,838百万円 18年12月期 10,415百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期 △959 182 △93 6,994

18年12月期 100 △3,701 △2,333 7,694

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 0 00 0 00 0 00 － － －

19年12月期 0 00 0 00 0 00 － － －

20年12月期（予想） 未定 未定 未定 － － －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31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 3,000 332.9 △120 － △5 － △11 － △6 54

通期 6,482 458.3 △119 － 117 － 105 △43.2 62 40
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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

新規 ―社  除外 ―社  

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

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月期 1,801,685株 18年12月期 1,801,685株

②　期末自己株式数 19年12月期 11,370株 18年12月期 122,129株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期 260 5.3 △293 － △56 － 240 －

18年12月期 247 △97.9 △760 － △832 － △4,758 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年12月期 142 86 － －

18年12月期 △2,944 89 － －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年12月期 11,571 10,884 94.1 6,079 42

18年12月期 12,090 10,344 85.6 6,159 23

（参考）自己資本 19年12月期 10,884百万円 18年12月期 10,344百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31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 71 △54.5 △163 － △46 － △47 － △27 93

通期 143 △45.0 △327 － △73 － △74 － △43 98

※　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４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

 当連結会計年度における我が国経済は、ここ数年来内需が伸び悩んでいるものの、輸出の増加とそれに伴う生産の

拡大を起点とした緩やかな景気拡大基調を続けております。一方、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融

市場の動揺、資源価格の高騰、円高による輸出採算の悪化など、日本経済を取り巻く環境には景気にマイナスの影響

を与える可能性がある要素が多く、今後もその景気拡大シナリオが維持されていくのか先行きに対する不安感が高まっ

ているといえます。

　そのような環境の中、当社トライアイズグループは、平成19年１月に持株会社体制に移行、４月に商号変更を実施

し、新生トライアイズグループとして景気変動の影響を受けにくい複合企業体、ＩＴコングロマリットとなるという

目標に取り組んでおります。その方策として、当連結会計年度には二つの大きなテーマを打ち立て、その実現を目指

してまいりました。一つは会社創設以来の事業であるＩＴソリューション事業の充実、もう一つは安定収益の基盤と

なる事業ポートフォリオの獲得であります。

　ＩＴソリューション事業につきましては、高精細画像ソフトのＺＯＯＭＡシリーズと情報漏洩防止ソフトのオムニ

トラストシリーズを擁する株式会社トライアイズソリューションにおいて、特に販売方法の見直しから、高収益性商

品への注力と代理店との連係強化を中心にして営業にあたっておりますが、当連結会計年度では売上拡大には結びつ

いておらず、再度の組織改定とコスト節減、営業部門再編など、来期に向けた総合的な業績向上策を施行しておりま

す。また、株式会社アルゴグラフィックスとの合弁会社である株式会社ＨＰＣソリューションズとの連係によってク

ラスタリング部門に注力している株式会社ベストシステムズにおいても、顧客からの受注減が響き売上がか大きく減

少し営業損失を計上するに至りました。来期以降に向けて、同社においても組織再編とコストのスリム化を実現し、

業績の回復を主眼とした経営施策を採ることにしております。

　新しい事業ポートフォリオの獲得につきましては、当連結会計年度において２つの事業のグループ参入の目処をつ

けました。１件目は、11月に開示した建設コンサルタント事業を営む株式会社アイ・エヌ・エーの株式取得、もう１

件は、次期連結会計年度を期限とした中国のOak Pacific Interactiveからのモバイル・サービス・プロバイダー事業

の譲受契約です。

　建設コンサルタント会社である株式会社アイ・エヌ・エーは、その技術と実績から水関連事業に優位性を発揮し、

数多の会社が名を連ねる建設コンサルタント業界において水関連分野では確固たる地位を築いております。また、同

社が提供するサービスにおいて、株式会社トライアイズソリューションのＺＯＯＭＡを利用することで付加価値を高

めることができ、さらにＺＯＯＭＡシリーズの製品群にとって、同社の顧客が国土交通省及び全国の地方自治体であ

ることから、その顧客シナジーの発揮が見込め、前述のＩＴソリューション事業の充実というテーマにも繋がること

を期待して当社グループへの参入を進めました。

　次に中国におけるモバイル・サービス・プロバイダー事業につきましては、その将来性から当社グループの収益性・

成長性を高めることを、また今後の中国ビジネスのゲートウェイとして国際化・効率化を進めることにより更なる企

業基盤の強化を目的として事業譲受を決定しました。

  来期以降も、更に高いレベルを目指して、事業ポートフォリオの獲得によるグループ事業多角化及び拡大につきま

しては、当社グループの重要課題として取り組んでいく所存です。

　なお、上記のグループ会社につきましては、当連結会計年度において、株式会社アイ・エヌ・エーの貸借対照表を

連結財務諸表に取り込んでおります。

　当連結会計年度における当社グループの業績は、引き続き厳しい営業環境下において受注額の減少を避けることが

できず、グループ全体の売上高が1,161百万円（前年同期比△84.3％減）にとどまりました。販売費及び一般管理費は、

前連結会計年度に実施したコスト節減から更にスリム化を実行し、998百万円（前年同期比△68.3％減）と前連結会計

年度の３分の１以下まで削減しました。その結果、営業損失は640百万円（前連結会計年度は1,099百万円）となりま

した。営業外損益につきましては、引き続き堅調な金融収益と当中間連結会計期間に計上した持分法投資利益等で393

百万円（前連結会計年度は248百万円）の営業外収益となり、一方営業外費用は37百万円（前連結会計年度は523百万

円）と順調に推移しましたが売上高減少を補うまでには至らず、その結果、283百万円（前連結会計年度は1,374百万

円）の経常損失となりました。特別損益については、前連結会計年度に計上していた平成電電株式会社破産管財人と

の訴訟に関わる引当金を、９月の和解により債権・債務が特定されたことから利益として戻し入れることとなり、554

百万円（前連結会計年度は1,082百万円）の特別利益を計上することとなりました。

  以上の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は189百万円（前連結会計年度は△4,611百万円の損失）、

当期純利益は185百万円（前連結会計年度は△4,616百万円の損失）となりました。
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〔通期の見通し〕

　株式会社トライアイズソリューションにつきましては、ＺＯＯＭＡ事業において、第一に既存顧客の維持・拡大に

努め、次に、新しくグループに参入した株式会社アイ・エヌ・エーとの協業も視野に入れながら、特に自治体市場で

の販売拡大を目指します。情報漏洩防止ソフトであるオムニトラストにおいては、ユーザーだけではなくアライアン

ス先を含め引き続き大手事業者からの引き合いがあり、それら大型案件を確実に受注できるように、人員増加による

販売力強化を実施しております。

　次期連結会計年度より損益計算書についても連結対象となる株式会社アイ・エヌ・エーに関しましては、従来から

得意としている水関連分野での優位性を活かし、安定的な収益を上げながら、一方で水関連でも環境、設備の維持管

理など新しい収益機会の創出に向け努力しております。

　以上の結果、現時点での次期連結会計年度末の業績見通しは、次のとおりであります。 

通期業績見通し 売上高 6,482百万円

 経常利益 117百万円

 当期純利益 105百万円

　※　業績見通しについては現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の経済・事業

環境の変動等のリスクや不確定要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は16,256百万円で前期末に比べ3,189百万円増加し、負債は4,960百万円で前期

末と比べ2,307百万円増加し、純資産は11,296百万円で前期末と比べ881百万円の増加となりました。

 　 ②　キャッシュ・フローの状況

 　　 　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、866百万円の支出（前年同期は、5,935

百万円の支出）に加えてジャパンワイヤレス㈱を新規連結したことに伴い166百万円が増加したものの、 前連結会

計年度末に比べ699百万円減少し6,994百万円（前年同期比10.0％減）となりました。

 各キャッシュ・フローの状況と要因は以下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959百万円（前年同期は100百万円の収入）となりました。これは、主に税金等調

整前当期純利益189百万円に加え、破産更生債権等の減少（6,156百万円）、未払金の減少（824百万円）、貸倒引当

金の減少（5,689百万円）があったためであります。

 　　 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　　　 投資活動によって得られた資金は182百万円（前年同期は3,701百万円の支出）となりました。これは、主に関係

会社株式の売却による収入（1,962百万円）、関係会社株式の取得による支出（1,330百万円）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）

 　　　 財務活動の結果使用した資金は93百万円（前年同期は2,333百万円の支出）となりました。これは、主に自己株式

の処分による収入（299百万円）、社債の償還による支出（200百万円）、長期借入金の返済による支出（237百万

円）によるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社グループは、グループの経営理念に掲げております通り、全てのステークホルダーと良好な関係を築いていく

ことを大切なことの一つとして考えております。その中で、株主の皆様に対する利益還元は、経営の重要課題の一つ

として認識しており、より一層の業容拡大と経営基盤の安定のために必要な内部留保の充実についても勘案し、バラ

ンスのとれた経営を基本方針としてまいります。

　内部留保資金につきましては、当社グループを取り巻く経営環境の強化や、各事業における技術開発のための開発

資金等としての有効投資などにより、業容の拡大と商品販売促進に励み、ひいては、株主価値の最大化が実現できる

ように努めてまいります。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの事業その他のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下の

ようなものがあります。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生

した場合の対応に最大限の努力を尽くす所存です。

　また下記事項には、将来に関するものが含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末日現在において判断し

たものであり、事業等のリスクはこれらに限定されるものではありません。

①  ＩＴソリューション事業のリスクについて

  当社グループのＩＴソリューション事業で対応しております、ソフトウェア、ハードウェア環境の変化により、

当社のＩＴソリューション事業に影響を与える可能性があります。ＺＯＯＭＡ、オムニトラストシリーズにつきま

しては、マイクロソフト社のクライアントＯＳの大幅な仕様変更等により、当社のソフトウェアの対応状況が不十

分になる可能性があります。クラスタリング事業につきましては、ハードウェアメーカーの販売動向に左右される

可能性があります。また、セキュリティソフトウェアに関しましては、顧客対象となる企業の内部統制制度確保や、

情報漏洩対策に関係する設備投資の動向にも影響を受ける可能性があります。 

②  建設コンサルタント事業のリスクについて

  当社グループの株式会社アイ・エヌ・エーが営む建設コンサルタント事業においては、特に、ダム、河川、海岸

など水関連の公共事業が主たるビジネスであるため、政府・国土交通省・地方自治体などの機関が公共事業の大幅

な削減や停止を決定した場合、当社グループの業績に大きな影響を受ける可能性があります。

③  Ｍ＆Ａによる事業ポートフォリオの拡大に関するリスクについて

  現在当社グループは、事業ポートフォリオの獲得による業容拡大を目的に、適切な企業との資本提携、Ｍ＆Ａ等

を検討し、進めている最中ですが、Ｍ＆Ａ市場の状況により、当社グループの望む事業が適切な価格で買収できず、

計画通り進まないリスクがあります。また、当社の風評リスクにより、Ｍ＆Ａによる事業拡大が、影響を受ける可

能性があります。

④　人材の獲得および確保について

  当社グループにおいては、組織再編と今後の事業拡大に伴い、質の高い人材の確保、増強等を計画しております

が、人材の流出や人材育成、および人材の確保増強等が十分にできなかった場合には、長期的視点から、当社グルー

プの事業展開、業績及び成長見通しに影響を及ぼす可能性があります。

⑤　金利変動によるリスクについて

  当社グループは、借入金がほとんどなく、また借入の必要な子会社についてもグループ内の資金融通を積極的に

進め、外部機関からの資金調達を極力少なくすることで、マーケットにおける金利変動に起因する支払利息の増加

リスクは回避可能と考えております。しかしながら、低金利の長期化は、手持ち資金の運用による利息収入が概し

て低水準にとどまること、また更なる低金利化が進んだ場合、利息収入は減少し、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。

⑥　中国事業展開について

  当社グループは、経済発展が著しい中国におけるモバイル・サービス・プロバイダー事業の譲受を契約するに至

りました。しかしながら、同国にて政治的要因（法規制の動向等）、経済的要因（高成長の持続性、電力・通信エ

リア等インフラ整備の状況等）及び社会環境における予期し得ない事態が発生した場合、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

⑦　技術革新・新製品の開発について

  当社グループでは、各事業会社に現有する技術によって製品やサービスを提供し業績貢献に結び付けております

が、競争や変化の激しい業界内で、将来の需要を予測し、常時それに見合った技術を構築することは極めて難しく、

当社グループが常に業界及び市場において新技術による新しい製品・サービスをタイムリーに提供し続けられると

は限りません。予測を上回るスピードでの環境変化により、技術革新が遅れたり既存技術の陳腐化が進んだりした

場合、将来的に当社グループの業績及び成長性に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

⑧　その他のリスクについて

  上記以外でも、当社グループの業績は、急激な社会インフラや市場競争状態の激化、現在進めているグループ規

模拡大にともなう当社グループの財務的・経営的状況の変動、国内外の主要市場における各種規制、株式市場や債

券市場の大幅な変動などにより多様な影響を受ける可能性があります。
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２．企業集団の状況
  当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社（株式会社トライアイズ）、子会社９社（株式会社トライアイズ

ソリューション、株式会社アイ・エヌ・エー、株式会社ベストシステムズ、ＤＴコミュニケーションズ株式会社、ジャ

パンワイヤレス株式会社等）及び関連会社１社（株式会社ＨＰＣソリューションズ）で構成されております。

　当社は平成19年１月１日に、純粋持株会社体制に移行し、当社で展開していたＺＯＯＭＡ事業を、子会社である株

式会社トライアイズソリューションに承継いたしました。

　なお、平成19年11月15日付で、株式会社アイ・エヌ・エーの発行済議決権付普通株式2,510,000株（発行済株式の

76.06％）を取得し、子会社化したことに伴い、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。なお、平成19年12

月末日をみなし取得日としているため、当連結会計年度においては貸借対照表のみを連結の対象としております。

　また、関連会社であるアジア航測株式会社は、当連結会計年度において当該全株式を売却しております。 

  当社グループの事業内容及び当社と主要関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

　ＩＴソリューション事業

　主要な製品は画像データ表示ビューワなどのＺＯＯＭＡ事業製品、セキュリティシステム、クラスタ関連製品、

グリッド関連製品、情報機器等であります。子会社である株式会社トライアイズソリューション並びに株式会社ベ

ストシステムズがソフトウェアの開発・販売を行っております。

　建設コンサルタント事業

　主要な事業は、社会資本整備（インフラ整備）のなかで、企画・調査・分析・試験・計画・設計・施工管理・維

持管理等の業務において事業者（国・地方公共団体・公団など）の事業執行を支援することであります。子会社で

ある株式会社アイ・エヌ・エーは、社会資本整備の中でも特にダム・河川・海岸などの水関連分野において実績を

積み上げており、蓄積された技術、知識、人材等のストックを最大限に活用し、社会資本整備の推進に貢献してお

ります。 

　当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。

 

ＩＴソリューション 
※１ 株式会社トライアイズソリューション 

※１ 株式会社ベストシステムズ 

技術供与 製品・サービス 

※２ 株式会社 HPC ソリューションズ 

ＩＴソリューション 株
式
会
社
ト
ラ
イ
ア
イ
ズ 

顧 
 

客 

※１ 連結子会社 

※２ 持分法適用関連会社 

その他非連結子会社 ２社  非持分法適用関連会社 １社 

（注） 

※１ DT コミュニケーションズ株式会社 

    ジャパンワイヤレス株式会社 

ＩＴソリューション 

建設コンサルタント 
※１ 株式会社アイ・エヌ・エー 
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関係会社の状況 

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の所有
割合又は被所
有割合(％)

関係内容

（連結子会社）

㈱トライアイズソリューション

 （注）２、３、４、６
東京都渋谷区 30 ＩＴソリューション 100.00

役員の兼任あり。

資金援助あり。

㈱アイ・エヌ・エー 東京都文京区 222 建設コンサルタント 　 76.14 役員の兼任あり。

㈱ベストシステムズ

 （注）５、６
茨城県つくば市 151 ＩＴソリューション 100.00 役員の兼任あり。

ＤＴコミュニケーションズ㈱ 東京都渋谷区 10 ―（注）７ 100.00 役員の兼任あり。

ジャパンワイヤレス㈱ 東京都渋谷区 270 ―（注）７  59.26 役員の兼任あり。

（持分法適用関連会社）

 ㈱ＨＰＣソリューションズ 東京都中央区 50 ＩＴソリューション  30.00 ―

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．オムニトラストジャパン株式会社は、平成19年４月１日より株式会社トライアイズソリューションに商号変

更しております。

３．債務超過会社で債務超過の額は、平成19年12月末時点で457百万円となっております。

４．株式会社トライアイズソリューションについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結

売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　　　 (1)売上高　　　　　269百万円　

　　(2)経常損失　　　　240百万円

　　(3)当期純損失 　 　 61百万円

　　(4)純資産額　　　△457百万円

　　(5)総資産額　　　　 71百万円

５．株式会社ベストシステムズについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占

める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　　　 (1)売上高　　　　　891百万円　

　　(2)経常損失　　　　 35百万円

　　(3)当期純損失 　 　 61百万円

　　(4)純資産額　　　   31百万円

　　(5)総資産額　　　　286百万円

６．特定子会社に該当しております。

７．現在は事業活動を休止しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは、次に揚げることを経営理念として、顧客、社会から信頼され、かつ競争に打ち勝つ強さを持った

企業グループとなるべく技術力の強化、新規商品の開発に取組んでおります。今後も強固な企業基盤の充実を図り、

グループ全体の企業価値を高めていくことが使命であると考えております。  

 ①　顧客本位の技術革新と創造力を重視する企業グループとなる。

 ②　社会・環境に対し責任ある行動を取りながら、経済的な成功を収める企業グループとなる。

 ③  従業員に安全で快適な労働環境・成長と学習の機会を提供できる企業グループとなる。

 ④　全てのステークホルダー、株主・顧客・従業員・取引先・地域社会等と良好な関係を築く責任を全うする企業グ

ループとなる。

   これに加えて、社名の「トライアイズ」＝３つの「I」で表される以下の姿勢を全役職員の行動指針とし、企業の

新しい価値を創り上げていく所存です。

まず、一つ目の「Ｉ」は、「Insight」。

時代のニーズを的確に読みとる鋭い洞察力をもって、事業展開のビジョンを企画してまいります。

二つ目の「Ｉ」は、「Integrity」。

誠実でクリーンな品格のある企業姿勢を全従業員とグループ会社の全員で築き上げてまいります。

そして、三つ目の「Ｉ」は、「Initiative」。

事業活動に、常に前向きに積極的に取り組んでまいります。

(2）目標とする経営指標

  当社は、株主をはじめとする当社を取り巻くステークホルダーの皆様にとって、株主価値の向上が有意義であると

考えておりますので、業績の回復及び企業体質の強化が急務であると認識しております。そのため、ボトムライン指

向の経営に努め、重要な経営指標としては、従業員１人当たり当期利益の拡大と営業キャッシュフローの月次黒字化

を目標にしております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループの中核事業は、主力製品であるＺＯＯＭＡシリーズ、情報漏洩防止セキュリティ製品、クラスタリン

グを有するＩＴソリューション事業であります。それぞれの市場でその優位性を認められたプロダクトを提供してお

り、今後もその競争力を活かし事業基盤を強固にしていくことにより、継続的成長を達成することを経営戦略の根幹

としております。これらの事業の取引先は、官公庁、通信会社、美術館、金融機関、商社、メーカーなど多種多様な

業界にわたっており、さらなる需要拡大に向け営業力を強化するとともに、各顧客のニーズに対応したソフトウェア

製品を提供してまいります。

  また、もう一つの中核事業として、建設コンサルタント事業を営む株式会社アイ・エヌ・エーをグループ参加に加

えました。同社は建設コンサルタント業界にあって、ダム・河川・海岸などの水関連事業で競争力を発揮し、実績に

裏付けられた技術により今後も同分野において主導的立場を維持し、当社グループの収益に貢献していくことが期待

できます。

  以上の通り、当社グループは、ＩＴソリューション事業を中心としながら、さらに新しい中核事業として建設コン

サルタント事業を加え、より安定的な業績基盤を確保しながら、今後もグループの更なる収益力強化が期待できる事

業に積極的に参入し、景気変動に左右されないＩＴコングロマリット、すなわちＩＴソリューション事業を主体とし

た多角的複合企業体の実現に向けて努力してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

  当社グループは創業時からの中核事業であるＩＴソリューション事業を軸とした事業展開を図っております。すな

わち、ＩＴソリューション事業を主体とした多角的複合企業体であるＩＴコングロマリットの実現を目指し、新規事

業ポートフォリオの獲得を主要案件として努力を続けております。当連結会計年度において、建設コンサルタント事

業をグループ内に取り込むことを決定しましたが、この事業を安定的な収益基盤として保持しながら、今後更なる事

業の多角化により、いかなる状況にも対応できる景気変動の影響を受けにくい強固な企業体質、収益基盤の構築を最

重要課題として取り組んでまいります。

㈱トライアイズ（4840）　平成 19 年 12 月期決算短信

－ 8 －



  また、そのための体制整備として、平成19年１月に純粋持株会社体制に移行し、当社グループ全体に係る案件と各

個別事業に係る案件とに分類整理のもと、それぞれ重要な意思決定の迅速化が図れることとなりました。なお、持株

会社の取締役はグループ全体の経営方針及び重要事項の決定とグループ全体の業務執行についての監督機能を負い、

一方、執行役員は、個別事業及び業務遂行の責任を全うする事としております。こうした責務の明確化がグループ全

体の経営管理体制の強化につながると考えております。以下それぞれの課題に対処していく所存です。  

①　ＩＴソリューション事業の充実 

　創業以来当社グループの中核事業であるＩＴソリューション事業につきましては、新規顧客の獲得、営業エリア

の拡大に努め売上の増加並びに営業基盤の拡大に取り組んでまいります。ＺＯＯＭＡ事業については、当連結会計

年度においても売上拡大に結びつかず、ほぼ例年並みの実績となりました。今後は、主に国土交通省及び全国の地

方自治体を顧客とする株式会社アイ・エヌ・エーとの連係によって、自治体向けの営業を一段と強化し、より収益

性の高い商品を中心にして売上の拡大に努めます。

　また、セキュリティ商品につきましては、内部統制の構築、ＣＳＲに対する意識向上など市場において有利な販

売環境になりつつあり売上が伸びる傾向にありますが、これまで以上の営業努力により更なる売上拡大に向け、よ

り一層の顧客開拓、新規パートナーとのアライアンスを含め顧客獲得策を打ち立ててまいります。

　さらに、平成18年７月より株式会社アルゴグラフィックスとの共同出資で株式会社ＨＰＣソリューションズを設

立、事業開始した株式会社ベストシステムズにつきましては、これまで通り先駆者として強みのあるクラスタ関連

製品等の販売拡大に努めておりますが、併せて経費節減策を実行し、収益性の向上を目指します。

  以上の通り、各グループ会社において売上拡大を目指しながら、一方で企業グループのコスト構造の見直し、グ

ループ会社の再編などの方策にも積極的に取り組み収益力の増大を目指してまいります。 

②　新規事業への参入

　当社グループはソフトウェア、ＩＴ業界に属しておりますが、依然として成長余地の大きい業種であると認識し

ております。これまで、当社グループは高精細画像処理、セキュリティ、クラスタリング、グリッドコンピューティ

ングなどのソフトウェアの開発・販売に注力してまいりましたが、こうした既存のビジネスとシナジー効果が期待

できる事業には、積極的に投資を行い、企業価値の拡大を目指してまいります。当社グループとしましては、新規

事業についての研究・開発を独自に行っておりますが、新規事業開発のスピード及び効率性を高めるという点から、

安定性、成長性のある企業のＭ＆Ａを通じての事業ポートフォリオの獲得も、企業価値の増大を実現するうえで、

重要な課題であると認識しております。

③　管理体制の充実

　当社グループは、組織再編、既存事業の強化、新規事業への参入など、積極的な事業展開を実施していく所存で

す。一方で、内部管理体制の充実も重要な課題として認識しております。これまで以上にリスク管理体制を強化し、

グループの発展と経営管理のバランスの取れたグループ運営体制を整備することに努めます。

　また、コーポレートガバナンスへの取り組みの一環として、内部統制システムの構築を緊急案件とし、経営の透

明性・健全性・遵法性の確保をはじめ、各ステークホルダーへのアカウンタビリティーの重視・徹底、迅速且つ適

切な情報開示、経営責任・管理者責任の明確化を重視した組織体制を確立することに対して、より一層の努力をもっ

て取り組んでまいります。

④　人材の育成及び確保

　当社グループは、今後、積極的な事業展開を図っていく中で、営業、技術など直接的に商品を取り扱う部門にお

いても、またそれを後方から支援する管理部門においても、当社グループの事業を推進していく上で必要な専門知

識と豊富な経験を持った優秀な人材の確保、人材の継続的な開発・育成と適材適所への配置が、今後の当社グルー

プ発展の礎となると認識しております。

  既に、実力本位、実績主義の人事処遇制度を導入しており、優秀な人材を確保する手段は講じておりますが、こ

れ以外にも人材レベルを維持するためにも、また将来予想される事業拡大に対応するためにも、継続的に人員増強

に取り組んでまいります。

⑤　利益体質の定着

　当社グループは、上記①から④の課題を克服し、効果的な経営施策を継続することによって、グループ全体の収

益性を高め、安定的な黒字化を実現することを目指します。利益体質の定着を達成できない限りは、企業グループ

としての存在意義の説得性がないものと再認識し、今後の経営にあたる所存です。 
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31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   428,089   2,157,233  

２. 受取手形及び売掛金   167,653   278,266  

３．有価証券   7,266,470   4,937,430  

４．たな卸資産   73,067   2,157,023  

５.繰延税金資産      90,597  

６．その他   670,935   1,132,229  

　貸倒引当金   △271,428   △362,542  

流動資産合計   8,334,787 63.8  10,390,238 63.9

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

　(1) 建物及び構築物  18,051   871,178   

 　　 減価償却累計額 ※２ △14,119 3,932  △591,886 279,291  

　(2) 機械装置及び運搬具  1,524   ―   

　 　 減価償却累計額  △1,231 293  ― ―  

  (3) 土地   ―   831,561  

　(4) その他  102,264   290,076   

 　　 減価償却累計額 ※２ △83,466 18,797  △265,387 24,688  

　有形固定資産合計   23,023 0.2  1,135,542 7.0

２．無形固定資産        

  (1) のれん   ―   1,079,111  

  (2) その他   ―   20,920  

 　 無形固定資産合計   48,065 0.4  1,100,032 6.8

３．投資その他の資産        

　(1) 投資有価証券 ※１  4,148,079   2,617,478  

　(2) 破産更生債権等   6,615,759   557,113  

　(3) その他   94,552   513,271  

  (4) 繰延税金資産   ―   517,255  

　　貸倒引当金   △6,212,809   △573,947  

投資その他の資産合計   4,645,581 35.5  3,631,171 22.3

固定資産合計   4,716,670 36.1  5,866,746 36.1

Ⅲ　繰延資産        

１．社債発行費   16,258   ―  

繰延資産合計   16,258 0.1  ― ―

資産合計   13,067,716 100.0  16,256,984 100.0
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前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31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．支払手形及び買掛金   375,884   272,032  

２．短期借入金   30,000   1,106,352  

３．一年以内返済予定の長期
借入金

  232,176   ―  

４．一年以内償還予定の社債   200,000   248,000  

５．未払金   1,028,248   ―  

６．未払法人税等   5,353   27,832  

７．賞与引当金   29,450   68,388  

８．製品保証引当金   5,664   ―  

９．損害賠償損失引当金   30,940   30,940  

10. 受注損失引当金   ―   86,520  

11. 前受金   ―   1,675,691  

12．その他   161,040   429,278  

流動負債合計   2,098,757 16.1  3,945,035 24.3

Ⅱ　固定負債        

  １．社債   500,000   324,000  

  ２．長期借入金   50,952   63,600  

３．繰延税金負債   210   ―  

４. 役員退職慰労引当金   ―   49,900  

５．退職給付引当金   2,400   576,771  

６. その他   ―   960  

固定負債合計   553,562 4.2  1,015,231 6.2

負債合計   2,652,319 20.3  4,960,266 30.5

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   5,000,000 38.2  5,000,000 30.8

２．資本剰余金   11,211,019 85.8  5,745,010 35.3

３．利益剰余金   △4,688,376 △35.9  194,920 1.2

４．自己株式   △1,102,637 △8.4  △101,349 △0.6

株主資本合計   10,420,005 79.7  10,838,581 66.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  △4,609 △0.0  67 0.0

評価・換算差額等合計   △4,609 △0.0  67 0.0

Ⅲ　少数株主持分   ― ―  458,069 2.8

純資産合計   10,415,396 79.7  11,296,718 69.5

負債純資産合計   13,067,716 100.0  16,256,984 100.0
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31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 ※1  7,378,788 100.0  1,161,153 100.0

Ⅱ　売上原価 ※1  5,323,180 72.1  802,595 69.1

　売上総利益   2,055,607 27.9  358,557 30.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3  3,155,575 42.8  998,960 86.0

　営業損失   1,099,968 △14.9  640,402 △55.1

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  59,522   242,748   

２．受取配当金  99   14   

３．投資有価証券売却益  2,317   7,860   

４. 持分法による投資利益  ―   120,838   

５．業務受託料  157,655   ―   

６．その他  28,942 248,536 3.4 22,362 393,824 33.9

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  46,036   14,413   

２．新株発行費  142,881   ―   

３．社債発行費償却  ―   16,258   

４．持分法による投資損失  291,353   ―   

５．その他  43,064 523,336 7.1 6,483 37,156 3.2

　経常損失   1,374,768 △18.6  283,734 △24.4

Ⅵ　特別利益        

１．関係会社株式売却益  154   ―   

２．前期損益修正益  66,472   128,305   

３．事業譲渡益  952,380   41,707   

４. 貸倒引当金戻入益  ―   384,116   

５．その他  63,254 1,082,262 14.6 215 554,345 47.7

Ⅶ　特別損失        

１. 固定資産除却損 ※４ 8,103   ―   

２．減損損失 ※５ 33,220   6,223   

３．ソフトウェア償却  216,814   ―   

４．のれんの償却額  1,699,340   ―   

５. 関係会社株式売却損  ―   55,541   

６．事業整理損失 ※1 470,733   ―   

７．損害賠償損失引当金繰入額  30,940   ―   

８．貸倒引当金繰入額  1,850,676   ―   

９. 投資有価証券評価損  ―   14,956   

10．その他  8,721 4,318,550 58.5 4,064 80,786 7.0

税金等調整前当期純利益又は
純損失（△）

  △4,611,056 △62.5  189,824 16.3

法人税、住民税及び事業税  5,222   4,240   

法人税等調整額  ― 5,222 0.1 ― 4,240 0.3

少数株主損失   ― ―  274 0.0

当期純利益又は純損失（△)   △4,616,278 △62.6  185,859 16.0
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高（千円） 8,519,250 23,808,327 △26,244,947 △11,613 6,071,017

連結会計年度中の変動額

新株の発行 5,028,284 5,028,006   10,056,291

資本金の額の減少に伴う資本剰余金
の額の増加

△8,547,535 8,547,535   ―

欠損填補に伴う資本剰余金の利益剰
余金への振替

 △26,172,849 26,172,849  ―

当期純利益   △4,616,278  △4,616,278

自己株式の取得    △1,091,023 △1,091,023

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計（千円） △3,519,250 △12,597,307 21,556,570 △1,091,023 4,348,988

平成18年12月31日　残高（千円） 5,000,000 11,211,019 △4,688,376 △1,102,637 10,420,005

評価・換算差額等

少数株主持分 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17年12月31日　残高（千円） 223,451 223,451 19,844 6,314,312

連結会計年度中の変動額

新株の発行    10,056,291

資本金の額の減少に伴う資本剰余金
の額の増加

   ―

欠損填補に伴う資本剰余金の利益剰
余金への振替

   ―

当期純利益    △4,616,278

自己株式の取得    △1,091,023

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△228,060 △228,060 △19,844 △247,904

連結会計年度中の変動額合計（千円） △228,060 △228,060 △19,844 4,101,083

平成18年12月31日　残高（千円） △4,609 △4,609 ― 10,415,396
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当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日　残高（千円） 5,000,000 11,211,019 △4,688,376 △1,102,637 10,420,005

連結会計年度中の変動額

欠損填補に伴う資本剰余金の利益剰
余金への振替

 △4,758,819 4,758,819  ―

当期純利益   185,859  185,859

自己株式の取得    △5,899 △5,899

自己株式の処分  △707,189  1,007,187 299,997

新規連結による減少   △61,381  △61,381

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計（千円） ― △5,466,009 4,883,297 1,001,287 418,575

平成19年12月31日　残高（千円） 5,000,000 5,745,010 194,920 △101,349 10,838,581

評価・換算差額等

少数株主持分 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12月31日　残高（千円） △4,609 △4,609 ― 10,415,396

連結会計年度中の変動額

欠損填補に伴う資本剰余金の利益剰
余金への振替

   ―

当期純利益    185,859

自己株式の取得    △5,899

自己株式の処分    299,997

新規連結による減少    △61,381

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

4,676 4,676 458,069 462,746

連結会計年度中の変動額合計（千円） 4,676 4,676 458,069 881,322

平成19年12月31日　残高（千円） 67 67 458,069 11,296,718
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31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    

税金等調整前当期純利益又は純損失
（△）

 △4,611,056 189,824

減価償却費  369,921 20,793

減損損失  33,220 6,223

のれんの償却額  1,979,495 ―

貸倒損失  1,962 ―

固定資産売却益  ― △215

貸倒引当金の増加額又は減少額（△）  1,854,742 △5,689,862

退職給付引当金の増加額  2,400 2,487

賞与引当金の増加額又は減少額（△）  23,250 △14,023

製品保証引当金の減少額  △4,951 △5,664

損害賠償損失引当金の増加額  30,940 ―

受取利息及び受取配当金  △59,621 △242,763

投資有価証券売却益  △2,317 △10,384

投資有価証券売却損  ― 2,524

投資有価証券評価損  ― 14,956

持分法による投資損益  291,353 △120,838

前期損益修正益  ― △125,990

支払利息  46,036 14,413

社債発行費償却  20,047 16,258

新株発行費  142,881 ―

為替差損益  3,969 △3,476

関係会社株式売却益  △154 ―

関係会社株式売却損  ― 55,541

事業譲渡益  △952,380 △41,707

固定資産除却損  8,103 ―

事業整理損失  357,698 ―

売上債権の減少額又は増加額（△）  5,275,453 32,596

破産更生債権等の減少額又は増加額
（△）

 △1,612,054 6,156,645

たな卸資産の減少額又は増加額（△）  △21,403 65,915

未収入金の増加額又は減少額（△）  △465,884 225,686

仕入債務の減少額  △1,744,659 △305,890

未払金の減少額  △946,530 △824,820

その他  106,865 △576,189

小　計  127,329 △1,157,958

利息及び配当金の受取額  26,058 236,904

利息の支払額  △45,920 △13,758

法人税等の支払額  △7,176 △24,687

営業活動によるキャッシュ・フロー  100,289 △959,499
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前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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  △2,177,971 △600,480

投資有価証券の売却による収入  80,507 188,122

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の
取得による支出

 ― △1,330,752

関係会社株式の取得による支出  △715,158 △10,000

関係会社株式の売却による収入  155 1,962,334

有形固定資産の取得による支出  △41,894 △9,081

無形固定資産の取得による支出  △81,514 ―

のれんの取得による支出  △1,699,340 ―

貸付による支出  △20,000 △31,400

貸付金の回収による収入  280 6,648

事業の譲渡による収入  952,380 ―

その他  918 7,400

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,701,635 182,791

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  △670,000 20,000

長期借入れによる収入  ― 30,000

長期借入金の返済による支出  △582,716 △237,676

社債の償還による支出  △200,000 △200,000

新株予約権付社債の発行による収入  3,996,211 ―

新株予約権付社債の償還による支出  △4,100,000 ―

株式の発行による収入  313,565 ―

自己株式の処分による収入  ― 299,997

自己株式の取得による支出  △1,091,023 △5,899

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,333,963 △93,578

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △3,969 3,476

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額又は減少額
（△）

 △5,935,309 △866,810

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  13,633,838 7,694,559

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加
額

※２ ― 166,915

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 7,694,559 6,994,664

㈱トライアイズ（4840）　平成 19 年 12 月期決算短信

－ 16 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　当社グループは、当連結会計年度において、4,616,278

千円の当期純損失を計上しました。また、従前の重要なる

取引先である平成電電株式会社が破産手続入りしておりま

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。

　当社グループは当該状況を解消すべく、以下の諸策を施

し、取り組んでおります。

　１．当社は持株会社として、グループ全体の経費削減に

努め、併せてグループ会社の育成に注力し、子会社各

社は、それぞれの事業に専念する体制とすることに

よって、収益力のある企業グループになるよう努めま

す。

　２．当社グループの財務状況は、流動性が高いため、金

融収益を向上させるよう、その手許にある充分な資金

を安全性の高い有価証券等への効率的な運用を図りま

す。

　３．ＩＴソリューション事業においては、特にＺＯＯＭ

Ａ事業において、新規代理店の獲得と既存代理店の活

性化等による販売方法の見直しと収益性の高い商品に

引上げられるよう原価率の改善を目的に商品構成の見

直しを行い、売上拡大に努力してまいります。平成18

年12月に国際航業株式会社と販売代理業務委託契約を

締結し、同社が自治体市場において既に高い実績を

誇っていることから、ＺＯＯＭＡラインナップの中の

官公庁向け商品である「台帳アーカイブソリューショ

ン」の官公庁導入の促進化戦略を前進させ、売上に大

きく寄与すると計画しております。

　４．当社グループ企業の一つであるアジア航測株式会社

に対する投資については、経営資源の集中のため、同

社の株式の譲渡を含め処分方法を検討しております。

　５．方策の一つとして、Ｍ＆Ａを通じた事業ポートフォ

リオの獲得を図っており、安定性、成長性のある企業

をグループに取り入れることによって、収益性の向上

を目指します。

　６．平成電電株式会社との関連事業における債権債務関

係については所要の会計処理を済ませ、その清算に一

応の目処がついております。

　以上の方策により、当社グループは利益体質への転換を

図っており、来期の当社グループの業績は改善できるもの

と見込まれます。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。

  当社グループは、前連結会計年度において、1,099,968

千円の営業損失を計上し、また、当連結会計年度において

も640,402千円の営業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。

　当社グループは当該状況を解消すべく、以下の諸策を施

し、取り組んでおります。

　１．当社グループは、平成19年度より持株会社体制を敷

き、グループ全体の経費削減に努め、健全な合理化策

を採用すること、併せてグループ会社の育成に注力し、

子会社各社は、それぞれの事業に専念する体制とする

ことによって、収益力のある企業グループになるよう

努めております。

２．　中核であるＩＴソリューション事業においては、こ

れまでの営業方法の分析結果を踏まえ営業戦略の見直

しを行うことに加え、より収益性の高い商品に引き上

げられるよう原価率の改善を目的に商品構成の見直し

を行うことで、より一層の売上拡大に努力してまいり

ます。

　ＺＯＯＭＡシリーズに関しては、11月に発表した建

設コンサルタント、株式会社アイ・エヌ・エーとの顧

客シナジー効果を早期に発揮できるように、顧客ニー

ズに関する情報交換を進めた上で、協業を含めた営業

体制の構築に注力します。また、企業の社会的責任が

これまで以上に求められる中、いわゆるＪ-ＳＯＸ法

の施行も迫ってきていることもあり、当社グループの

取り扱う情報漏洩防止ソフト「オムニトラスト」の営

業展開にも追い風として捉え、今後の売上向上に努め

ます。

３．　従来取り組んでいたＭ＆Ａによる事業ポートフォリ

オの獲得というテーマにおいては、平成20年度より建

設コンサルタント、株式会社アイ・エヌ・エーが連結

対象子会社として売上及び損益に貢献します。同社事

業が、ＩＴソリューション事業に加え、もう一つの中

核事業として安定的な収益力を発揮し、これまで通り

継続的な黒字経営を達成できるように、グループとし

て協力していく所存です。

４．　上記３．に加え、さらに、Ｍ＆Ａを通じた事業ポー

トフォリオの獲得を図っており、安全性、成長性のあ

る企業を連結対象子会社としてグループに取り入れる

ことによって、収益性の向上を含めグループ全体の業

績の底上げを目指します。

　以上の方策により、当社グループの業績は改善できるも

のと見込まれます。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。

㈱トライアイズ（4840）　平成 19 年 12 月期決算短信

－ 17 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　３社

　主要な連結子会社の名称　

 　 オムニトラストジャパン㈱

　㈱ベストシステムズ

　ＤＴコミュニケーションズ㈱　

 　　ＤＴコミュニケーションズ㈱について

は当連結会計年度において商号変更を

行っております（旧商号：平成電電コ

ミュニケーションズ㈱）。

(1) 連結子会社の数　７社

　主要な連結子会社の名称　

 　 ㈱トライアイズソリューション

　㈱アイ・エヌ・エー

　㈱ベストシステムズ

　ＤＴコミュニケーションズ㈱

　ジャパンワイヤレス㈱　

 　　ジャパンワイヤレス㈱については重要

性が増したため、当連結会計年度より連

結の範囲に含めております。

 　　㈱トライアイズソリューションについ

ては当連結会計年度において商号変更を

行っております（旧商号：オムニトラス

トジャパン㈱）。

　 　㈱アイ・エヌ・エーについては、株式

を取得したことにより、当連結会計年度

より連結の範囲に含めております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等

　主要な非連結子会社

 　 ＤＴエレクトロニクス㈱

　ジャパンワイヤレス㈱

　（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見

合う額)等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等

　主要な非連結子会社

 　 ＤＴエレクトロニクス㈱

　ティーアイエスピーシー㈱

　（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した関連会社数　２社

　主要な会社名 

 　 アジア航測㈱

　㈱ＨＰＣソリューションズ

　　 ㈱ＨＰＣソリューションズについては、

当連結会計年度において新たに設立した

ため、持分法の適用範囲に含めておりま

す。

(1) 持分法を適用した関連会社数　１社

　主要な会社名 

　㈱ＨＰＣソリューションズ

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の名

称  

 　 ＤＴエレクトロニクス㈱

　ジャパンワイヤレス㈱

　㈱キューウエーブ

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の名

称  

 　 ＤＴエレクトロニクス㈱

　ティーアイエスピーシー㈱
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

　（持分法を適用しない理由）

　持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社は、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外してお

ります。 

　（持分法を適用しない理由） 

同左

 (3) 前連結会計年度において関連会社であ

りました㈱ＩＲＩコミュニケーションズ

は、当連結会計年度において当該全株式

を売却したことにより、持分法の適用範

囲から除外しております。

(4) 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社の

事業年度に係る財務諸表を使用しており

ます。 

 (3) 前連結会計年度において関連会社であ

りましたアジア航測㈱は、当連結会計年

度において当該全株式を売却したことに

より、持分法の適用範囲から除外してお

ります。

(4) 　　　　　　 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、㈱ベストシステムズ

の決算日は10月31日であります。

　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。 

　連結子会社のうち、㈱ベストシステムズ

の決算日は10月31日、ジャパンワイヤレス

㈱の決算日は１月31日であります。

　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

 ①　有価証券

 　(イ) 満期保有目的の債券

　　　　償却原価法（定額法）を採用して

おります。

 ①　有価証券

 　(イ) 満期保有目的の債券

同左

　(ロ) 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）を採用しております。

　(ロ) その他有価証券

 　　　時価のあるもの

同左

 　　　時価のないもの

 　　　移動平均法に基づく原価法を採用

しております。

 　　　時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産 

 　　個別法による原価法を採用しており

ます。

 ②　たな卸資産 

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

(2）重要な減価償却資産の

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。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　建物及び構築物　　　５～18年

　機械装置及び運搬具　２～６年

　工具器具備品　　　　４～20年

 ①　有形固定資産

 　　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　建物及び構築物　　　５～50年

　その他　　　　　　　２～８年

 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、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づいており、市場販売

目的のソフトウェアについては、見込

有効期間（３年）における見込販売数

量に基づく償却額と販売可能な残存有

効期間に基づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい金額を償却する方法に

よっております。

　また、のれんについては、発生時に

一括償却しております。

 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、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づいております。

(3）重要な引当金の計上基

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

いては個別に回収の可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

 ①　貸倒引当金

同左

  ②　賞与引当金

  　 従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額のうち、当連結会計年度負

担額を計上しております。

 ②　賞与引当金

同左

  ③　製品保証引当金

　　 製品の無償補修にかかる支出に備え

るため、過去の実績に基づき計上して

おります。

 ③　         ―――――

  ④　退職給付引当金

 　　 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

の見込額（簡便法）に基づき、当連結

会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。

（追加情報）

平成18年７月１日より確定給付型の

退職給付制度として退職一時金制度及

び厚生年金基金制度（総合設立型）を

施行しております。

 ④　退職給付引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

  ⑤　         ―――――  ⑤　役員退職慰労引当金

　　　連結子会社の㈱アイ・エヌ・エーに

おいては、慰労金の支給に備えるため、

将来の支給見込額を計上しております。

  ⑥　損害賠償損失引当金

　　　海外投資事業の清算に係る現地出資

者からの損害賠償訴訟等における今後

の判決又は和解による賠償金の支払い

に備え、その経過等の状況に基づき負

担見積額を計上しております。

　負担見積額については、弁護士より

提出を受けた和解案に基づき算出して

おります。

 ⑥　損害賠償損失引当金

同左

  ⑦　         ―――――  ⑦　受注損失引当金

　　　連結子会社の㈱アイ・エヌ・エーに

おいては、受注案件のうち、期末時点

で将来に損失が発生する可能性が高い

と見込まれ、かつ当該損失額を合理的

に見積ることが可能なものについては、

受注損失に備えるため、将来の損失見

積額を計上計上しております。 

(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）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。

  消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれんの償却については、その効果が発

現すると見積もられる期間で償却すること

としております。ただし、金額が少額の場

合は発生時に全額償却しております。 

　のれんの償却については、10年間の定額

法により償却を行っております。 

７．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、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
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益は33,220千円減少して

おります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき当該資産科目に対する控除項目として減価

償却累計額と合算して減価償却累計額の科目をもって表示

しております。

  また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

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）

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第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10,415,396千円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

――――― 

――――― （減価償却の方法の変更） 

　当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得の有形固定資産については、改正法人税

法に規定する償却方法により減価償却費を計上しておりま

す。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「社債発行

費償却」（当連結会計年度は20,047千円）は、営業外費用

の総額の100分の10以下となったため、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示することにしました。

（連結貸借対照表） 

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「一年以

内返済予定の長期借入金」（当連結会計年度末残高

56,352円）及び「未払金」（当連結会計年度末残高

141,668千円）は、負債及び純資産の合計額の100分の５

以下となったため、流動負債の「その他」に含めて表示

することにしました。

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

　投資活動によるキャッシュ・フローの「事業譲渡によ

る収入」は、当連結会計年度において、金額的重要性が

乏しくなったため「その他」に含めて表示しております。

　なお、当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれております「事業譲渡によ

る収入」は7,000千円であります。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

当連結会計年度
（平成19年12月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式） 2,050,812千円 投資有価証券（株式）          64,883千円

※２　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

※２　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１　売上高及び売上原価については、回収の見込めない

ＩＳＰ事業収益893,525千円及びこれに対応する原価

467,217千円を不計上としております。なお、同事業

の整理に関連して当社が負担すべき額288,334千円を

事業整理損として特別損失に計上しております。

※１　　　　　　　　―――――

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

業務委託費 907,014　千円

支払手数料  835,028

のれんの償却額  280,155

賞与引当金繰入額 29,450

退職給付費用  2,193

製品保証引当金繰入額 10,060

給料手当 　172,283　千円

支払報酬 156,248

支払手数料 116,062

業務委託費 105,166

賞与引当金繰入額 6,576

退職給付費用 2,972

※３　一般管理費に含まれる研究開発費　74,665　千円 ※３　一般管理費に含まれる研究開発費　41,704 千円

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 5,833　千円

工具器具備品 2,270　千円

計 8,103　千円

その他 215 　千円

 ※５　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

場所 種類 金額

 本社 建物 10,207千円

リース資産 1,673千円

 本社及び子会社 工具器具備品 11,164千円

ソフトウェア等 10,174千円

　当社グループは、管理会計上の区分（製品群別）を

基準に資産のグルーピングを行っております。ただし、

上記資産については、平成19年１月１日の事業再編計

画に伴う持株会社への移行後、将来の営業収入で投資

額の回収が見込めなくなったものであり、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（33,220千円）として特別損失に計上しました。

　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、その資産から生ずると見込まれる

将来のキャッシュ・フローの現在価値として評価して

おります。

 ※５　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

場所 種類 金額

 本社及び子会社 工具器具備品     4,411千円

ソフトウェア等      1,812千円

　当社グループは、管理会計上の区分（製品群別）を

基準に資産のグルーピングを行っております。ただし、

上記資産については、平成19年１月１日の事業再編計

画に伴う持株会社への移行後、将来の営業収入で投資

額の回収が見込めなくなったものであり、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（6,223千円）として特別損失に計上しました。

　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、その資産から生ずると見込まれる

将来のキャッシュ・フローの現在価値として評価して

おります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12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

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式（注）１ 1,147,246.39 654,439.02 ― 1,801,685.41

合計 1,147,246.39 654,439.02 ― 1,801,685.41

自己株式

普通株式（注）２、３ 125.59 122,004.22 ― 122,129.81

合計 125.59 122,004.22 ― 122,129.81

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加654,439.02株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加30,000株、

新株予約権付社債の株式転換による増加624,439.02株であります。 

２．普通株式の自己株式の増加4.22株は、端株の買取によるものであります。

３．普通株式の自己株式の増加122,000株は、自己株式の取得によるものであります。

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。

当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12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

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 1,801,685.41 ― ― 1,801,685.41

合計 1,801,685.41 ― ― 1,801,685.41

自己株式

普通株式（注）１、２ 122,129.81 1,723.10 112,482.00 11,370.91

合計 122,129.81 1,723.10 112,482.00 11,370.91

（注）１．普通株式の自己株式の増加1,723.10株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．普通株式の自己株式の減少112,482株は、単元未満株式の売渡請求による減少482株、自己株式の処分による減

少112,000株によるものであります。

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。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

※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18年12月31日現在）

現金及び預金勘定 428,089千円

取得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券） 7,266,470千円

現金及び現金同等物 7,694,559千円

※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12月31日現在）

現金及び預金勘定 2,157,233千円

有価証券(MMF・FFF・CP) 4,937,430千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △100,000千円

現金及び現金同等物 6,994,664千円

 ※２　　　　　　　 ―――――――  ※２　株式の取得により新たに㈱アイ・エヌ・エーとその

子会社２社を連結したことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳並びに株式の取得価格と取得のための支

出との関係は、次のとおりであります。

流動資産 3,563,249千円

固定資産 2,073,780千円

のれん 1,079,111千円

流動負債 △3,331,509千円

固定負債 △668,918千円

少数株主持分 △390,546千円

新規連結子会社株式の取得価格 2,325,166千円 

新規連結子会社の現金及び現金

同等物の残高 

△994,413千円

連結範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による支出

△1,330,752千円 

 ３　重要な非資金取引の内容

新株予約権の行使による資本金増

加額

4,800,044千円

新株予約権の行使による資本剰余

金増加額

4,799,799千円

新株予約権の行使による新株予約

権付社債の減少額

9,599,843千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年12月31日）

　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期末残高相当額

　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）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産
その他（工具
器具備品）

31,357 11,956 1,683 17,718

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産
その他（機械
装置、工具器
具備品）

42,481 24,353 1,683 16,445

無形固定資産
その他（ソフ
トウェア）

50,892 5,505 ― 45,386

合計 93,373 29,858 1,683 61,831

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 7,431千円

１年超 12,444千円

　合計 19,876千円

リース資産減損勘定の残高   1,727千円

１年内   20,384千円

１年超     43,165千円

　合計      63,550千円

リース資産減損勘定の残高        833千円

(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

支払リース料 7,980千円

リース資産減損勘定の取崩額 ―千円

減価償却費相当額 7,446千円

支払利息相当額 791千円

減損損失 1,673千円

支払リース料      7,980千円

リース資産減損勘定の取崩額 894千円

減価償却費相当額      6,568千円

支払利息相当額    548千円

減損損失      ―千円

(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

(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原価相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年12月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類 
連結貸借対照表計上
額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの

(1) 国債・地方債等

(2) 社債

(3) その他

―

―

3,997,394

―

―

3,997,520

―

―

125

小計 3,997,394 3,997,520 125

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの

(1) 国債・地方債等

(2) 社債

(3) その他

―

2,000,000

3,269,075

―

1,984,200

3,268,819

―

△15,800

△256

小計 5,269,075 5,253,019 △16,056

合計 9,266,470 9,250,539 △15,930

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

 (1) 株式

 (2) 債券

　①　国債・地方債等

　②　社債

　③　その他

 (3) その他

270

 

―

―

―

10,300

787

 

―

―

―

12,112

517

 

―

―

―

1,812

小計 10,570 12,899 2,329

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

 (1) 株式

 (2) 債券

　①　国債・地方債等

　②　社債

　③　その他

 (3) その他

69,481

 

―

―

―

―

62,868

 

―

―

―

―

△6,613

 

―

―

―

―

小計 69,481 62,868 △6,613

合計 80,051 75,767 △4,284

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

80,507 2,317 ―

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 21,500

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券

 　(1) 国債・地方債等

 　(2) 社債

　 (3) その他

 ２．その他

 

―

―

―

7,266,470

 

―

―

―

―

 

―

―

―

―

 

―

2,000,000

―

―

合計 7,266,470 ― ― 2,000,000
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当連結会計年度（平成19年12月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類 
連結貸借対照表計上

額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの

(1) 国債・地方債等

(2) 社債

(3) その他

―

―

1,998,928

―

―

1,999,000

―

―

71

小計 1,998,928 1,999,000 71

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの

(1) 国債・地方債等

(2) 社債

(3) その他

―

2,500,000

999,422

―

2,308,450

999,420

―

△191,550

△2

小計 3,499,422 3,307,870 △191,552

合計 5,498,350 5,306,870 △191,480

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上

額（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

 (1) 株式

 (2) 債券

　①　国債・地方債等

　②　社債

　③　その他

 (3) その他

270

 

―

―

―

―

577

 

―

―

―

―

307

 

―

―

―

―

小計 270 577 307

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

 (1) 株式

 (2) 債券

　①　国債・地方債等

　②　社債

　③　その他

 (3) その他

40,928

 

―

―

―

1,939,080

34,055

 

―

―

―

1,939,080

△6,873

 

―

―

―

―

小計 1,980,008 1,973,135 △6,873

合計 1,980,278 1,973,712 △6,566

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

188,122 10,384 2,524

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 17,963

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券

 　(1) 国債・地方債等

 　(2) 社債

　 (3) その他

 ２．その他

 

―

―

2,998,350

―

 

―

―

―

―

 

―

―

―

―

 

―

2,500,000

―

―

合計 2,998,350 ― ― 2,500,000
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（デリバティブ取引関係）

 前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年１月１日　至

　平成19年12月31日）

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、確定給付型の退職給付制度として退

職一時金制度を採用しているほか、厚生年金基金制度

（総合設立型）を併用しております。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務に関する事項

（平成18年12月31日現在）

①退職給付債務 2,400千円

②年金資産 ―

③未積立退職給付債務 2,400

④未認識数理計算上の差異 ―

⑤連結貸借対照表計上額純額 2,400

⑥前払年金費用 ―

⑦退職給付引当金 2,400

（注）１．当社グループの退職一時金制度（平成18年７月

１日より施行）による退職給付債務の計算は、退

職給付実務指針　第36項③による簡便法としての

期末自己都合支給額を退職給付債務とする方法を

採用しております。

２．総合設立型の厚生年金基金（関東ＩＴソフト

ウェア厚生年金基金）については、拠出額を退職

給付費用として処理しております。加入員数割合

により計算した年金資産の額は1,877千円であり

ます。

２．退職給付債務に関する事項

（平成19年12月31日現在）

①退職給付債務  1,718,782千円

②年金資産 1,142,011

③未積立退職給付債務 576,771

④未認識数理計算上の差異 ―

⑤連結貸借対照表計上額純額 576,771

⑥前払年金費用 ―

⑦退職給付引当金 576,771

（注）１．当社グループの退職一時金制度による退職給付

債務の計算は、退職給付実務指針　第36項③によ

る簡便法としての期末自己都合支給額を退職給付

債務とする方法を採用しております。

２．総合設立型の厚生年金基金（関東ＩＴソフト

ウェア厚生年金基金及び建設コンサルタンツ厚生

年金基金）については、拠出額を退職給付費用と

して処理しております。加入員数割合及び給与総

額割合により計算した年金資産の額は1,686,569

千円であります。

３．退職給付費用に関する事項

（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

①勤務費用 5,641千円

②利息費用 ―

③期待運用収益 ―

④数理計算上の差異の費用処理額 ―

⑤退職給付費用 5,641

（注）１．総合設立型の厚生年金基金に対する拠出額3,241

千円を勤務費用に含めております。

２．簡便法を採用しているため上記②③④は、発生

しません。

３．退職給付費用に関する事項

（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

①勤務費用      3,687千円

②利息費用 ―

③期待運用収益 ―

④数理計算上の差異の費用処理額 ―

⑤退職給付費用 3,687

（注）１．上記退職給付費用のほか、総合設立型の厚生年

金基金への拠出額3,830千円があります。

２．簡便法を採用しているため上記②③④は、発生

しません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成14年ストック・オ
プション
（第１回新株予約権）

平成15年ストック・オ
プション
（第３回新株予約権）

平成17年ストック・オ
プション
（第５回新株予約権）

平成18年ストック・オ
プション
（第８回新株予約権）

付与対象者の区分及び
数

当社取締役　７名
当社従業員　26名 

当社取締役　８名
当社従業員　17名 
社外協力者　７名 

当社取締役　９名
当社子会社取締役　
            １名 

当社取締役　４名
 当社従業員　16名
 当社子会社取締役
           　３名
 当社子会社従業員　
             21名

ストック・オプション
数

普通株式　12,800株
（注）２

普通株式　7,200株
（注）２

普通株式　35,300株 普通株式　43,980株

付与日 平成14年５月30日 平成15年10月22日 平成17年６月30日 平成18年３月29日

権利確定条件 該当事項なし。 該当事項なし。

該当事項なし。
行使条件として、本新
株予約権者は、権利行
使時において当社若し
くは当社子会社の取締
役又は従業員の地位を
有していることを要す
る。 ただし、任期満了
による退任、定年退職
その他これに準ずる正
当な理由のある場合は、
この限りではない。

該当事項なし。
行使条件として、本新
株予約権者は、権利行
使時において当社若し
くは当社子会社の取締
役又は従業員の地位を
有していることを要す
る。 ただし、任期満了
による退任、定年退職
その他これに準ずる正
当な理由のある場合は、
この限りではない。

対象勤務期間 該当事項なし。 該当事項なし。 該当事項なし。 該当事項なし。

権利行使期間
平成15年５月31日から
平成24年５月29日 

平成16年10月12日から
平成21年10月31日 

平成19年７月１日から
平成27年６月30日 

平成20年４月１日から
平成28年３月31日

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．平成16年６月18日付で株式１株を10株に分割しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計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14年ストック・
オプション
（第１回新株予約権）

平成15年ストック・
オプション
（第３回新株予約権）

平成17年ストック・
オプション
（第５回新株予約権）

平成18年ストック・
オプション
（第８回新株予約権）

権利確定前　　　（株）     
前連結会計年度末 ― ― 35,300 43,980
付与 ― ― ― ―
失効 ― ― 32,100 4,600
権利確定 ― ― ― ―
未確定残 ― ― 3,200 39,380

権利確定後　　　（株）     
前連結会計年度末 11,850 6,570 ― ―
権利確定 ― ― ― ―
権利行使 ― ― ― ―
失効 11,850 5,800 ― ―
未行使残 ― 770 ― ―

②　単価情報

平成14年ストック・
オプション
（第１回新株予約権）

平成15年ストック・
オプション
（第３回新株予約権）

平成17年ストック・
オプション
（第５回新株予約権）

平成18年ストック・
オプション
（第８回新株予約権）

権利行使価格　　（円） 55,450 39,700 95,400 23,010

行使時平均株価　（円） ― ― ― ―

公正な評価単価
（付与日）　　  （円）

― ― ― ―
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当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成15年ストック・オプショ
ン（第３回新株予約権）

平成17年ストック・オプショ
ン（第５回新株予約権）

平成18年ストック・オプショ
ン（第８回新株予約権）

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　　　８名

当社従業員　　　　17名 

社外協力者　　　　７名 

当社取締役　　　　９名

当社子会社取締役　１名 

当社取締役　　　　４名

 当社従業員　　　　16名

 当社子会社取締役　３名

 当社子会社従業員　21名

ストック・オプション数 普通株式　7,200株（注）２ 普通株式　35,300株 普通株式　43,980株

付与日 平成15年10月22日 平成17年６月30日 平成18年３月29日

権利確定条件 該当事項なし。

該当事項なし。

行使条件として、本新株予約

権者は、権利行使時において

当社若しくは当社子会社の取

締役又は従業員の地位を有し

ていることを要する。 ただし、

任期満了による退任、定年退

職その他これに準ずる正当な

理由のある場合は、この限り

ではない。

該当事項なし。

行使条件として、本新株予約

権者は、権利行使時において

当社若しくは当社子会社の取

締役又は従業員の地位を有し

ていることを要する。 ただし、

任期満了による退任、定年退

職その他これに準ずる正当な

理由のある場合は、この限り

ではない。

対象勤務期間 該当事項なし。 該当事項なし。 該当事項なし。

権利行使期間
平成16年10月12日から平成21

年10月31日 

平成19年７月１日から平成27

年６月30日 

平成20年４月１日から平成28

年３月31日

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．平成16年６月18日付で株式１株を10株に分割しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計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15年ストック・オプ
ション（第３回新株予約権）

平成17年ストック・オプ
ション（第５回新株予約権）

平成18年ストック・オプ
ション（第８回新株予約権）

権利確定前　　　　（株）

前連結会計年度末 ― 3,200 39,380

付与 ― ― ―

失効 ― 1,500 9,410

権利確定 ― ― ―

未確定残 ― ― 29,970

権利確定後　　　　（株）

前連結会計年度末 770 ― ―

権利確定 ― 1,700 ―

権利行使 ― ― ―

失効 ― ― ―

未行使残 770 1,700 ―

②　単価情報

平成15年ストック・オプ
ション（第３回新株予約権）

平成17年ストック・オプ
ション（第５回新株予約権）

平成18年ストック・オプ
ション（第８回新株予約権）

権利行使価格　　　（円） 39,700 95,400 23,010

行使時平均株価　　（円） ― ― ―

付与日における公正な評価
 単価　　　　　　　（円）

― ― ―
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

  繰延税金資産（流動）  

未払事業税 767千円

賞与引当金繰入 11,983

損害賠償損失引当金繰入 12,589

その他 2,304

　小計 27,645

評価性引当額　 △27,645

　差引 －

　繰延税金資産（固定）  

貸倒引当金繰入限度超過額 2,638,041

関係会社株式評価損 81,501

投資有価証券（持分法） 220,274

減価償却超過額 88,961

販売権償却超過額 756,155

のれん償却超過額 4,964,180

税務上の繰越欠損金 3,331,038

減損損失 13,517

その他有価証券評価差額金 1,953

その他 976

小計 12,096,600

評価性引当額 △12,096,600

差引 －

  繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △210

  合計 △210

繰延税金負債の純額 210

  繰延税金資産（流動）  

未払事業税    3,643千円

受注損失引当金 35,205

賞与引当金 27,871

繰越欠損金 15,659

損害賠償損失引当金 12,589

貸倒引当金 10,899

その他 6,316

　小計 112,186

評価性引当額　 △21,588

繰延税金資産（流動）計 90,597

　繰延税金資産（固定）  

繰越欠損金 7,700,511

のれん 4,222,782

退職給付引当金 234,561

貸倒引当金 369,957

関係会社株式評価損 83,518

土地 56,988

減損損失 48,358

会員権 42,261

役員退職慰労引当金 20,304

その他 12,847

小計 12,792,092

評価性引当額 △12,201,197

差引 590,894

繰延税金負債(固定)との相殺 △73,638

繰延税金資産(固定)計 517,255

繰延税金資産合計 607,853

  繰延税金負債（固定）  

土地 △73,452

その他 △186

  小計 △73,638

繰延税金資産(固定)との相殺 73,638

繰延税金負債(固定)計 ―

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については、税金等調整前当期純損失を計上し

ているため記載しておりません。

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない額 △1.4

住民税均等割 △2.2

評価性引当額他 105.3

持分法投資損益 25.9

関係会社株式売却損益 △103.8

その他 14.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.2
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（企業結合等関係）

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

――――――――― １．共通支配下の取引等関係

（1） 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその

事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

並びに取引の目的を含む取引の概要

①結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事

業の内容

吸収分割会社………当社

 吸収分割承継会社…オムニトラストジャパン株式会社

（現株式会社トライアイズソリューション）

事業の名称…ＺＯＯＭＡ事業部門

事業の内容

（イ）画像データ表示ビューワ及び画像データ自動変換

サーバーの開発、設計、製造及び販売

（ロ）インターネットを介した電子的データ通信に関す

るソフトウェア、ハードウェア等の開発、設計、製

作及び販売等

②企業結合の法的形式

　当社を吸収分割会社、連結子会社オムニトラスト

ジャパン株式会社（現株式会社トライアイズソリュー

ション）を吸収分割承継会社とする吸収分割でありま

す。

③結合後企業の名称

  オムニトラストジャパン株式会社（現株式会社トラ

イアイズソリューション）

④取引の目的を含む取引の概要

当社の持株会社への移行により、より効率的な事業

運営体制の確立を目的として、当社が展開していたＺ

ＯＯＭＡ事業部門を当社の子会社であるオムニトラス

トジャパン株式会社（現株式会社トライアイズソリュー

ション）に承継させたものであります。

（2） 実施した会計処理の概要

　当該会社分割は共通支配下の取引等に該当するため、

移転される資産及び負債については、当社は移転損益

を認識せず、吸収分割承継会社においても、移転前に

付された適正な帳簿価額で計上しております。また、

連結上は内部取引として消去しております。

 ２．事業分離関係

（1） 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離

を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事

業分離の概要

 ①分離先企業の名称及び分離した事業の内容

分離先企業………ビヨンド・コンピューティング株式

会社

事業の内容………グリッド関連事業
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前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

② 事業分離を行った主な理由

今後の当社グループの事業展開を図る上で、事業シナ

ジーを明確に期待し得ない状態であると判断したためで

あります。 

③ 事業の分離日

平成19年６月29日

④ 法的形式を含む事業分離の概要

分離事業を分離先企業に事業譲渡 

（2） 実施した会計処理の概要

①移転損益の金額、移転事業に係る資産及び負債の適正

な帳簿価額並びにその主な内訳

  （千円） 

 移転損益 41,707

 移転事業に係る資産及び負債  

 資産 28,292

 負債 ―

②当連結会計年度に計上されている分離した事業に係る

損益の概算額

  （千円） 

売上高 96,458

売上原価 60,932

売上総利益 35,527

営業損失 49,685
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

ＩＴソリュー
ション事業

（千円）

通信サービス
事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 1,438,608 5,940,179 7,378,788 ― 7,378,788

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
14,577 226 14,804 (14,804) ―

計 1,453,185 5,940,406 7,393,592 (14,804) 7,378,788

営業費用 1,936,483 5,838,172 7,774,655 704,100 8,478,756

営業利益又は営業損失(△) △483,297 102,233 △381,063 (718,904) △1,099,968

Ⅱ．資産、減価償却費、
減損損失及び資本的支出

資産 2,558,882 966,422 3,525,305 9,542,410 13,067,716

減価償却費 339,152 1,722,407 2,061,560 8,009 2,069,569

減損損失 20,097 ― 20,097 13,123 33,220

資本的支出 95,198 1,717,279 1,812,477 16,987 1,829,465

 （注）１．事業区分の方法

 　　 　　 事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分の主な製品等

ＩＴソリューション事業

 画像データ表示ビューワ、セキュリティシステム、画像データ自動変換

サーバー、高セキュリティ文書配信システム、Ｗｅｂ型地図描画エンジ

ン、ネットワーク型地図情報システム、移動体位置情報管理システム、

グリッド関連製品、クラスタ関連製品、情報機器、通信機器等 

 通信サービス事業
 ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤル

アップ接続関連サービス事業、中継電話サービス（マイライン）事業等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は715,103千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,542,410千円であり、その主なものは、当社の

余資運用資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

ＩＴソリュー
ション事業

（千円）

建設コンサル
タント事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,585,147 ― 3,585,147 ― 3,585,147

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ―

計 3,585,147 ― 3,585,147 ― 3,585,147

営業費用 1,240,619 ― 1,240,619 560,937 1,801,556

営業利益又は営業損失(△) 2,344,528 ― 2,344,528 (560,937) 1,783,591

Ⅱ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的支出
     

資産 347,498 6,716,140 7,063,639 9,193,345 16,256,984

減価償却費 20,341 ― 20,341 953 21,294

減損損失 6,223 ― 6,223 ― 6,223

資本的支出 3,347 ― 3,347 5,734 9,081

 （注）１．事業区分の方法

 　　 　　 事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分の主な製品等

ＩＴソリューション事業

 画像データ表示ビューワ、セキュリティシステム、画像データ自動変換

サーバー、高セキュリティ文書配信システム、Ｗｅｂ型地図描画エンジ

ン、ネットワーク型地図情報システム、移動体位置情報管理システム、

グリッド関連製品、クラスタ関連製品、情報機器等 

建設コンサルタント事業  土木建設事業に関する調査、計画、設計、監理等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は560,937千円であり、その主なもの

は、当社に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,999,413千円であり、その主なものは、当社の

余資運用資金（現金及び有価証券）等であります。

５．建設コンサルタント事業につきましては、㈱アイ・エヌ・エーを期末日（みなし取得日）にて取得したことに

伴い、資産のみ記載しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）及び当連結会計年度（自平成19年１月１日　至　

平成19年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）及び当連結会計年度（自平成19年１月１日　至　

平成19年12月31日）

　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、 海外売上高の記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

(3）子会社等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社
アジア航

測㈱

東京都新

宿区
1,272,000 測量事業

(所有)

直接

29.26％

－
営業上

の取引

当社製品の

販売
2,978 売掛金 －

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記会社への当社製品の販売についての価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の

条件によっております。

 　　　２．取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

当連結会計年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

(3）子会社等

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 6,201円 28銭      6,054円 05銭

１株当たり当期純利益金額又は純損失

金額（△）
△2,856円 69銭      110円 45銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

  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。

　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

在するものの希薄化効果を有しない

ため記載しておりません。

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

項目
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

当期純利益又は純損失（△）（千円） △4,616,278 185,859

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は純損失

（△）（千円）
△4,616,278 185,859

普通株式の期中平均株式数（株） 1,615,956 1,682,763

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要

　新株予約権４種類（新株予約権の

数114,657個）。

　新株予約権４種類（新株予約権の

数41,747個）。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

(平成18年12月31日)
当事業年度

(平成19年12月31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   105,079   756,418  

２．売掛金   36,321   17,234  

３．有価証券   7,266,470   4,937,430  

４．仕掛品   377   ―  

５．前渡金   27,965   ―  

６．前払費用   15,391   14,561  

７．関係会社短期貸付金   ―   178,500  

８. 仮払金      300,501  

９. 未収消費税等      236,988  

10．その他   121,057   105,340  

　貸倒引当金   △687   ―  

流動資産合計   7,571,975 62.6  6,546,975 56.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  12,450   17,241   

減価償却累計額 ※１ 12,450 ―  13,160 4,080  

(2）工具器具備品  45,518   24,188   

減価償却累計額 ※１ 39,270 6,247  23,431 756  

有形固定資産合計   6,247 0.1  4,837 0.0

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   2,419   ―  

無形固定資産合計   2,419 0.0  ― ―

３．投資その他の資産        

 (1）投資有価証券   2,094,980   2,505,043  

(2）関係会社株式   4,249,741   2,576,323  

(3）関係会社長期貸付金   278,500   310,000  

(4）破産更生債権等   5,971,883   534,212  

(5) その他   83,549   85,568  

    　投資損失引当金   △2,310,000   ―  

　貸倒引当金   △5,875,122   △991,872  

投資その他の資産合計   4,493,531 37.2  5,019,275 43.4

固定資産合計   4,502,199 37.3  5,024,113 43.4

Ⅲ　繰延資産        

１．社債発行費   16,258   ―  

繰延資産合計   16,258 0.1  ― 0.0

資産合計   12,090,433 100.0  11,571,088 100.0
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前事業年度

(平成18年12月31日)
当事業年度

(平成19年12月31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   190,354   ―  

２．一年以内返済予定の長期
借入金

  185,000   ―  

３．一年以内償還予定の社債   200,000   200,000  

４．未払金   604,910   124,481  

５．未払費用   59   42  

６．未払法人税等   2,888   7,697  

７．前受金   453   ―  

８．預り金   1,430   9,831  

９．賞与引当金   25,050   8,299  

10．損害賠償損失引当金   30,940   30,940  

11．その他   2,186   840  

流動負債合計   1,243,272 10.3  382,132 3.3

Ⅱ　固定負債        

１．社債   500,000   300,000  

２．退職給付引当金   2,400   4,887  

固定負債合計   502,400 4.1  304,887 2.6

負債合計   1,745,672 14.4  687,020 5.9

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   5,000,000 41.4  5,000,000 43.2

２．資本剰余金        

(1）その他資本剰余金  11,211,019   5,745,010   

資本剰余金合計   11,211,019 92.7  5,745,010 49.7

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金  △4,758,819   240,407   

利益剰余金合計   △4,758,819 △39.4  240,407 2.1

４．自己株式   △1,102,637 △9.1  △101,349 △0.9

株主資本合計   10,349,562 85.6  10,884,068 94.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

　その他有価証券評価差額
金

  △4,801 △0.0  ― 0.0

評価・換算差額等合計   △4,801 △0.0  ― 0.0

純資産合計   10,344,761 85.6  10,884,068 94.1

負債純資産合計   12,090,433 100.0  11,571,088 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31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        

１．ソフトウェア売上高  212,400   ―   

２．通信売上高 ※１ 35,128 247,528 100.0 ― ― ―

Ⅱ　営業収益 ※2,3  ― ―  260,616 100.0

Ⅲ　売上原価        

１．ソフトウェア売上原価  66,779   ―   

２．通信売上原価 ※１ 54,597 121,376 49.0 ― ― ―

売上総利益   126,152 51.0  260,616 100.0

Ⅳ　販売費及び一般管理費 ※4,5  886,513 358.1  ― ―

Ⅴ  一般管理費 ※2,4  ― ―  554,185 212.6

営業損失   760,361 △307.1  293,569 △112.6

Ⅵ　営業外収益        

１．受取利息 ※３ 30,490   7,886   

２．有価証券利息  57,957   239,690   

３．受取配当金  21,109   ―   

４．投資有価証券売却益  2,317   7,860   

５．業務受託料 ※３ 21,107   ―   

６．その他  3,932 136,914 55.3 12,031 267,469 102.6

Ⅶ　営業外費用        

１．支払利息  15,824   637   

２．社債利息  27,800   10,007   

３．新株発行費  142,881   ―   

４．社債発行費償却  20,047   16,258   

５．その他  2,989 209,544 84.7 3,441 30,345 11.7

経常損失   832,991 △336.5  56,445 △21.7

Ⅷ　特別利益        

  １．関係会社株式売却益  154   428,604   

　２．前期損益修正益  66,472   67,197   

  ３．貸倒引当金戻入益  ―   58,779   

  ４．その他  156 66,783 27.0 ― 554,580 212.8

Ⅸ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※６ 6,863   ―   

２. 投資有価証券評価損  ―   14,956   

  ３．関係会社株式評価損  1,156,880   238,554   

４．減損損失 ※７ 20,729   ―   

５．のれんの償却額  699,340   ―   

６．事業整理損失 ※１ 357,698   ―   

７．損害賠償損失引当金繰入額  30,940   ―   

８．貸倒引当金繰入額  1,279,796   ―   

９．投資損失引当金繰入額  432,951   ―   

10．その他  6,112 3,991,312 1,612.5 3,006 256,517 98.4

税引前当期純利益又は純損失
（△）

  △4,757,520 △1,922.0  241,617 92.7

法人税、住民税及び事業税  1,299   1,210   

法人税等調整額  ― 1,299 0.5 ― 1,210 0.5

当期純利益又は純損失（△）   △4,758,819 △1,922.5  240,407 92.2
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売上原価明細書

　当社の原価計算の方法は個別原価計算によっておりましたが、平成19年１月１日に会社分割を実施し、事業を子会社

に移管し純粋持株会社に移行いたしましたので、注記すべき事項はありません。

(1）ソフトウェア売上原価

  
前事業年度

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  2,281 2.6 ― ―

Ⅱ　労務費  19,462 21.8 ― ―

Ⅲ　経費 ※１ 67,537 75.6 ― ―

当期総製造費用  89,282 100.0 ― ―

期首仕掛品たな卸高  498  ―  

計  89,780  ―  

他勘定への振替高 ※２ 22,624  ―  

期末仕掛品たな卸高  377  ―  

ソフトウェア売上原価  66,779  ―  

      

（注）

前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

※１　経費の主な内訳は下記のとおりです。 ※１　　　　　　　　―――――　

外注費 6,000千円

地代家賃 960

減価償却費 122

※２　他勘定への振替高の内訳は下記のとおりです。 ※２　　　　　　　　―――――　

販売費及び一般管理費への振替高

研究開発費 22,624千円

(2）通信売上原価

  
前事業年度

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　通信設備使用料  54,597 100.0 ― ―

通信売上原価  54,597 100.0 ― ―
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

平成17年12月31日　残高
（千円）

8,519,250 23,808,327 ― 23,808,327 △26,172,849 △26,172,849 △11,613 6,143,115

事業年度中の変動額

新株の発行 5,028,284 5,028,006  5,028,006    10,056,291

資本金又は資本準備金
の額の減少に伴うその
他資本剰余金の額の増
加 

△8,547,535 △28,836,333 37,383,869 8,547,535    ―

欠損填補に伴う資本剰
余金の利益剰余金への
振替

  △26,172,849 △26,172,849 26,172,849 26,172,849  ―

当期純利益     △4,758,819 △4,758,819  △4,758,819

自己株式の取得       △1,091,023 △1,091,023

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）

△3,519,250 △23,808,327 11,211,019 △12,597,307 21,414,029 21,414,029 △1,091,023 4,206,447

平成18年12月31日　残高
（千円）

5,000,000 ― 11,211,019 11,211,019 △4,758,819 △4,758,819 △1,102,637 10,349,562

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17年12月31日　残高
（千円）

223,262 223,262 6,366,377

事業年度中の変動額

新株の発行   10,056,291

資本金又は資本準備金
の額の減少に伴うその
他資本剰余金の額の増
加  

  ―

欠損填補に伴う資本剰
余金の利益剰余金への
振替

  ―

当期純利益   △4,758,819

自己株式の取得   △1,091,023

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

△228,063 △228,063 △228,063

事業年度中の変動額合計
（千円）

△228,063 △228,063 3,978,383

平成18年12月31日　残高
（千円）

△4,801 △4,801 10,344,761
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当事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

平成18年12月31日　残高
（千円）

5,000,000 ― 11,211,019 11,211,019 △4,758,819 △4,758,819 △1,102,637 10,349,562

事業年度中の変動額

欠損填補に伴う資本剰
余金の利益剰余金への
振替

  △4,758,819 △4,758,819 4,758,819 4,758,819  ―

当期純利益     240,407 240,407  240,407

自己株式の取得       △5,899 △5,899

自己株式の処分   △707,189 △707,189   1,007,187 299,997

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）

― ― △5,466,009 △5,466,009 4,999,227 4,999,227 1,001,287 534,505

平成19年12月31日　残高
（千円）

5,000,000 ― 5,745,010 5,745,010 240,407 240,407 △101,349 10,884,068

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12月31日　残高
（千円）

△4,801 △4,801 10,344,761

事業年度中の変動額

欠損填補に伴う資本剰
余金の利益剰余金への
振替

  ―

当期純利益   240,407

自己株式の取得   △5,899

自己株式の処分   299,997

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

4,801 4,801 4,801

事業年度中の変動額合計
（千円）

4,801 4,801 539,307

平成19年12月31日　残高
（千円）

― ― 10,884,068
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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

前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

　当社は、当事業年度において、4,758,819千円の当期純

損失を計上しました。また、従前の重要なる取引先である

平成電電株式会社が破産手続入りしております。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。

　当社は当該状況を解消すべく、以下の諸策を施し、取り

組んでおります。

　１．当社は、当社で行っていたＺＯＯＭＡ事業を会社分

割により子会社であるオムニトラストジャパン株式会

社に継承させることにより、当該事業等に専念させ同

社の業績改善を図るとともに、グループ会社からの経

営指導料並びに業務委託料、手許資金の運用益を収入

源とするより安定的な経営体制の構築を図ります。

　２．各社からの配当金収入を見込める収益力のある企業

グループになるよう持株会社として、グループ全体の

経費削減に努め子会社の業績管理を行い効率的事業経

営を推進し、併せてグループ会社の育成に注力しま

す。 

　３．当社の財務状況は、流動性が高いため、金融収益を

向上させるよう、その手許にある充分な資金を安全性

の高い有価証券等への効率的な運用を図ります。

　４．平成電電株式会社との関連事業における債権債務関

係については所要の会計処理を済ませ、その清算に一

応の目処がついております。

　以上の方策により、当社は利益体質への転換を図ってお

り、来期の当社業績は改善できるものと見込まれます。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。

　当社は、前事業年度度において、760,361千円の営業損

失を計上し、また、当事業年度においても293,569千円の

営業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。

　当社は当該状況を解消すべく、以下の諸策を施し、取り

組んでおります。

  １．当社は、当社で営んでいたＺＯＯＭＡ事業を子会社

である株式会社トライアイズソリューションに継承さ

せており、同社はＺＯＯＭＡと情報漏洩防止ソフトと

の二本立ての事業を柱とし、そのシナジー効果を活か

しながら、売上拡大による業績改善を図っております。

一方、管理部分は持株会社である当社で業務受託して

おり、グループとしての効率性の向上に努めておりま

す。当社は、そうした子会社からの経営指導料並びに

業務委託料、手許資金の運用益を収入源とする、より

安定した経営体制の構築を図っております。

　２．当社は、各子会社からの配当金収入を見込める収益

力のある企業グループになるよう、持株会社としてグ

ループ全体の経費削減に努め、子会社の業績管理を行

い、効率的な事業経営を推進し、併せてグループ会社

の育成に注力してまいります。

　３．当社は、当社グループの事業多角化・拡大化を目指

して、子会社となり得る優良な事業ポートフォリオの

獲得に努めております。当社の手許資金を有効に活用

し、収益性の高い事業子会社をグループに取り込むこ

とによって、配当金収入の拡大を図ります。

　４．上述の事業多角化・拡大化の一端として、平成20年

より建設コンサルタント、株式会社アイ・エヌ・エー

が子会社として当社グループに参入することとなりま

した。

　同社は、建設コンサルタント業界の中にあって、ダ

ム・河川・海岸等の水関連事業に優位性をもった会社

であります。今後、同社が当社グループの中で安定し

た収益基盤となり、当社にとって配当金収入の機会増

大が期待されます。

　上記の諸策により、グループ全体の営業状況を好転させ、

今後は各子会社の営業利益からの配当金収入により、安定

的且つ継続的に利益計上していくことに努めます。

　以上の方策により、当社の来期以降の業績は改善できる

ものと見込まれます。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

 (1) 満期保有目的の債券

　　 償却原価法（定額法）を採用しており

ます。

 (1) 満期保有目的の債券

同左

 (2) 子会社株式及び関連会社株式

   　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

 (2) 子会社株式及び関連会社株式

同左

 (3) 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）を採用しております。

 (3) その他有価証券

  　時価のあるもの

―――――

　　 時価のないもの

 　　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

　　 時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

　個別法による原価法を採用しておりま

す。 
―――――

３．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。

　  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

  建物        　　　　　　５～16年

  機械装置  　　　　　　　３～６年 

  工具器具備品　　　　　　５～20年

(1) 有形固定資産

　  定率法によっております。

　  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

  建物        　　　　　　８～15年

  工具器具備品　　　　　　５～８年

 (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、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づいております。

  　また、のれんについては、発生時に一

括償却しております。 

(2)　　　   　―――――

４．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

    支出時に全額費用処理しております。

(1)　　　   　―――――

 (2) 社債発行費

   　３年（若しくは償還期間が３年以内の

ものについてはその償還期間）で均等額

を償却しております。

 (2) 社債発行費

同左

５．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

別に回収の可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 投資損失引当金

   　子会社株式の価値の減少に備えるため、

子会社の財政状態の実状を勘案した必要

額を計上しております。　 

(2)　　　   　―――――
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項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

 (3) 賞与引当金

  　従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額のうち、当事業年度負担額を計

上しております。

 (3) 賞与引当金

同左

 (4) 退職給付引当金

　　 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

（簡便法）に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上

しております。

（追加情報）

　平成18年７月１日より確定給付型の退

職給付制度として退職一時金制度及び厚

生年金基金制度（総合設立型）を施行し

ております。

 (4) 退職給付引当金

　　 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

（簡便法）に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上

しております。

―――――

 (5) 損害賠償損失引当金

　　 海外投資事業の清算に係る現地出資者

からの損害賠償訴訟等における今後の判

決又は和解による賠償金の支払いに備え、

その経過等の状況に基づき負担見積額を

計上しております。

　負担見積額については、弁護士より提

出を受けた和解案に基づき算出しており

ます。

 (5) 損害賠償損失引当金

同左

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

　　　　　　　   同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによ

り税引前当期純利益は20,729千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき当該資産科目に対する控除項目として減価償

却累計額と合算して減価償却累計額の科目をもって表示し

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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は10,344,761千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

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。

――――― 

――――― （減価償却の方法の変更） 

　当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得の有形固定資産については、改正法人税

法に規定する償却方法により減価償却費を計上しておりま

す。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

※１　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

※１　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

※１　売上高及び売上原価については、回収の見込めない

ＩＳＰ事業収益893,525千円及びこれに対応する原価

467,217千円を不計上としております。なお、同事業

の整理に関連して当社が負担すべき額288,334千円を

事業整理損として特別損失に計上しております。

※１　　　　　　　　―――――　

※２　　　　　　　　―――――　  ※２ 当社は平成19年１月１日に会社分割を実施し、ソフ

トウェア部門のＺＯＯＭＡ事業を子会社に移管し、純

粋持株会社に移行いたしました。同日以降に発生した

子会社に対する経営指導料は営業収益に計上し、費用

項目を一般管理費に計上しております。

※３　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社よりの受取利息 29,329千円

関係会社よりの業務受託料 21,107

※３　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社への売上高       260,616千円

 ※４　販売費及び一般管理費の主なもの  ※４　一般管理費の主なもの

広告宣伝費 53,853千円

役員報酬 47,125

給料・手当 143,834

業務委託費 88,240

支払手数料 212,154

支払報酬 79,408

減価償却費 7,689

不動産賃借料 44,916

賞与引当金繰入額 25,050

退職給付費用 2,193

役員報酬       47,000千円

給料・手当 65,643

支払手数料 111,029

支払報酬 147,183

不動産賃借料 54,291

賞与引当金繰入額 4,493

退職給付費用 1,183

販売費及び一般管理費のうち販売費の割合はおよそ

6.1％であります。

※５　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費　　22,624千円

※５　　　　　　　　―――――

※６　固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 ※６　　　　　　　　―――――

建物 5,833千円

工具器具備品  1,030

　計 6,863千円
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前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

 ※７　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

場所 種類 金額

 本社 建物 10,207千円

工具器具備品 6,241千円

ソフトウェア等 2,607千円

リース資産 1,673千円

　当社は、管理会計上の区分（製品群別）を基準に資

産のグルーピングを行っております。ただし、上記資

産については、平成19年１月１日の事業再編計画に伴

う持株会社への移行に際し、子会社へ資産譲渡を行っ

た後に残った資産のうち将来の使用見込みがないこと

から、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（20,729千円）として特別損失に計上し

ました。

　なお、当資産の回収可能価額は使用価値により測定

しており、その資産から生ずると見込まれる将来の

キャッシュ・フローの現在価値として評価しておりま

す。

※７　　　　　　　　―――――

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株）

普通株式 125.59 122,004.22 ― 122,129.81

合計 125.59 122,004.22 ― 122,129.81

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加4.22株は、端株の買取りによるものであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加122,000株は、自己株式の取得によるものであります。

当事業年度（自平成19年１月１日　至平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株）

普通株式 122,129.81 1,723.10 112,482.00 11,370.91

合計 122,129.81 1,723.10 112,482.00 11,370.91

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,723.10株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少112,482株は、単元未満株式の売渡請求による減少482株、自己株式の処分

による減少112,000株によるものであります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）

当事業年度
（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年12月31日）

　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期末残高相当額

　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）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 4,391 2,708 1,683 ―

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

減損損失
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 4,391 2,708 1,683 ―

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 894千円

１年超 833千円

　合計 1,727千円

リース資産減損勘定の残高 1,727千円

１年内    833千円

１年超    ―千円

　合計      833千円

リース資産減損勘定の残高      833千円

(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

支払リース料 916千円

リース資産減損勘定の取崩額 ―千円

減価償却費相当額 878千円

支払利息相当額 37千円

減損損失 1,673千円

支払リース料    916千円

リース資産減損勘定の取崩額 894千円

減価償却費相当額   ―千円

支払利息相当額   22千円

減損損失      ―千円

(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）　　　　　　　―――――

(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の差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年12月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 1,533,730 1,533,730 ―

（注）当事業年度において、関連会社株式について917,843千円減損処理を行っております。

　なお、減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30％～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

当事業年度（平成19年12月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

――――――― １．共通支配下の取引等関係

　連結財務諸表の注記事項(企業結合等関係)に記載して

おります。

（退職給付関係）

前事業年度
(平成18年12月31日)

当事業年度
(平成19年12月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の退職給付制度として退職一時金

制度を採用しているほか、厚生年金基金制度（総合設立

型）を併用しております。

―――――――

２．退職給付債務に関する事項

（平成18年12月31日現在）

①退職給付債務 2,400千円

②年金資産 ―

③未積立退職給付債務 2,400

④未認識数理計算上の差異 ―

⑤貸借対照表計上額純額 2,400

⑥前払年金費用 ―

⑦退職給付引当金 2,400

（注）１．当社の退職一時金制度（平成18年７月１日より

施行）による退職給付債務の計算は、退職給付実

務指針　第36項③による簡便法としての期末自己

都合支給額を退職給付債務とする方法を採用して

おります。

２．総合設立型の厚生年金基金（関東ＩＴソフト

ウェア厚生年金基金）については、拠出額を退職

給付費用として処理しております。加入員数割合

により計算した年金資産の額は1,877千円であり

ます。

３．退職給付費用に関する事項

（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

①勤務費用 5,641千円

②利息費用 ―

③期待運用収益 ―

④数理計算上の差異の費用処理額 ―

⑤退職給付費用 5,641

（注）１．総合設立型の厚生年金基金に対する拠出額3,241

千円を勤務費用に含めております。

２．簡便法を採用しているため上記②③④は、発生

しません。

㈱トライアイズ（4840）　平成 19 年 12 月期決算短信

－ 53 －



（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年12月31日)

当事業年度
（平成19年12月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

　繰延税金資産（流動）  

未払事業税 682千円

賞与引当金繰入 10,192

損害賠償損失引当金繰入 12,589

小計 23,465

評価性引当額 △23,465

差引 ―

　繰延税金資産（固定）  

貸倒引当金繰入超過額 2,390,866

関係会社株式評価損否認額 6,408,530

のれん償却超過額 976,560

投資損失引当金 939,939

税務上の繰越欠損金 1,320,745

減損損失 8,435

その他有価証券評価差額金 1,953

その他 1,208

小計 12,048,238

評価性引当額 △12,048,238

差引 ―

  繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金  ― 

  合計 ― 

繰延税金負債の純額 ―

　繰延税金資産（流動）  

未払事業税    2,639千円

賞与引当金 3,377

損害賠償損失引当金 12,589

小計 18,606

評価性引当額 △18,606

差引 ―

　繰延税金資産（固定）  

貸倒引当金 403,593

関係会社株式評価損 7,231,349

のれん 821,776

税務上の繰越欠損金 3,587,538

その他 8,467

小計 12,052,725

評価性引当額 △12,052,725

差引 ―

  繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 ― 

  合計 ― 

繰延税金負債の純額 ―

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

  　 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については税引前当期純損失を計上しているた

め記載しておりません。

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない額 0.2

住民税均等割 0.5

評価性引当額他 △40.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.5
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 6,159円 23銭      6,079円 42銭

１株当たり当期純利益又は純損失金額

（△）
△2,944円 89銭      142円 86銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

　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。

　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

在するものの希薄化効果を有しない

ため記載しておりません。

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

項目
前事業年度

(自　平成18年１月１日
　至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
　至　平成19年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益又は純損失（△）（千円） △4,758,819 240,407

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は純損失　

（△）（千円）
△4,758,819 240,407

普通株式の期中平均株式数（株） 1,615,956 1,682,763

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要

　新株予約権４種類（新株予約権の

数114,657個）。

　新株予約権４種類（新株予約権の

数41,747個）。
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（重要な後発事象）

前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

当事業年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

１．会社分割

　当社は、平成18年９月29日開催の臨時株主総会の承

認に基づき、平成19年１月１日に会社分割いたしまし

た。

(1) 会社分割の理由

　当社の持株会社への移行により、より効率的な事業

運営体制の確立を目的として、当社が展開しているＺ

ＯＯＭＡ事業部門を、当社の子会社であるオムニトラ

ストジャパン株式会社に承継することにいたしました。

(2) 会社分割する事業内容等

①　事業内容 

（イ）画像データ表示ビューワ及び画像データ自動変

換サーバーの開発、設計、製造及び販売

（ロ）インターネットを介した電子的データ通信に関

するソフトウェア、ハードウェア等の開発、設計、

製作及び販売等

②　分割事業の規模 

 
分割事業部門

（平成18年12月期）

 （千円） 

 資産 109,067

 負債 35,367

 売上高 212,400

 売上総利益 145,621

営業損失 10,887

経常損失 10,901

当期純損失 11,244

(3) 会社分割の形態

　　分社型吸収分割（物的分割）

(4) 会社分割に係る承継会社の概要

①　商　号　　　オムニトラストジャパン株式会社

②　設立年月日　平成17年４月22日 

③　資本金　　　　 30百万円 

④　資産の額　　　 23百万円

⑤　負債の額　　　306百万円

⑥　従業員数　　４名

⑦　大株主　　　当社100％出資 

――――― 

６．その他
(1）役員の異動

　該当事項はありません。

㈱トライアイズ（4840）　平成 19 年 12 月期決算短信

－ 56 －


