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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（注）当社は、平成20年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成19年３月期の数値及び対前期増減率について

は記載しておりません。

(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 ％

20年３月期 1,403 － 6 － △10 － △19 －

19年３月期 － － － － － － － －

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 ％ ％ ％

20年３月期 △1,246 20 － － △1.9 △0.8 0.5

19年３月期 － － － － － － －

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －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

20年３月期 1,268 1,040 82.0 64,265 14

19年３月期 － － － － －

（参考）自己資本 20年３月期 1,039百万円 19年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 △50 △248 375 675

19年３月期 － － － －

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） 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 百万円 ％ ％

19年３月期 － － － － － － 1,500 00 1,500 00 21 － －

20年３月期 － － － － － － 1,500 00 1,500 00 24 － －

21年３月期（予想） － － － － － － 1,500 00 1,500 00 － 37.3 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
連結累計期間

850 12.7 15 △40.0 18 260.0 7 － 432 63

通期 1,750 24.7 105 － 110 － 65 － 4,017 31

－ 1 －



４．その他

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

新規 １社 （社名　株式会社コンプレオ） 除外 ０社  

（注）詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

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

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(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） 20年３月期 17,300株 19年３月期 15,300株

②　期末自己株式数 20年３月期 1,120株 19年３月期 1,120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、28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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３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 ％

20年３月期 1,299 △5.7 66 △68.6 49 △75.8 21 △82.5

19年３月期 1,376 18.2 211 126.4 204 118.3 123 94.5

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

20年３月期 1,347 23 1,289 78

19年３月期 8,724 66 － －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 1,247 1,081 86.7 66,836 67

19年３月期 1,010 717 71.0 50,571 36

（参考）自己資本 20年３月期 1,081百万円 19年３月期 717百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
累計期間

730 1.7 △10 － 10 △63.0 6 △25.0 370 83

通期 1,470 13.2 20 △69.7 65 32.7 39 85.7 2,410 38

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）　

　業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定に基づくものであり、実際の業績は、

今後経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、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４ページをご参照ください。

㈱データ・アプリケーション（3848）平成 20 年３月期決算短信

－ 2 －



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わが国経済は、上半期は企業収益の改善による設備投資の増加や雇用情勢の改善を背景に回復

基調かに見えましたが、下半期からのサブプライムローン問題や原油価格の高騰、米国経済の後退や為替の急激な円高進

行により、景気減速の懸念が強まりました。 

　情報サービス産業においては、ビジネス向けソフトウェアの導入は概ね堅調に推移しましたが、前年に対する産業総売

上高の伸長は第３四半期以降に鈍化する傾向がみられました。

　また、電子商取引分野においては、企業における消費者発信型メディアによる消費者需要の把握やサプライチェーンマ

ネジメントの活用による効率的な在庫管理の実現を背景として、企業間電子商取引高は平成18年度（暦年）で231兆円と前

年比で3.5％伸長しております。中でも、インターネット通信網を利用した電子商取引高は前年比5.3％伸長と全体の伸長

要因となっており、流通業界での次世代EDIである流通BMSシステムのこれからの普及もあり、この傾向は今後も継続する

ものと考えられます。

　この経営環境下、当連結会計年度は主力製品「ACMS B2B」や次世代EDI向けの戦略製品「ACMS E2X」等の最新バージョン

の販売を開始し販売強化を図るとともに、旧来製品である「ACMS UNIX」や「ACMS NT」等の平成21年３月での販売中止を

発表し、中期的な主力製品への移行の促進とメンテナンスの事業収益性の改善を図りました。また、主要なIT関連企業６

社とソフトウェア製品の相互連携や当社ソフトウェア製品とハードウェアやサービス等をパッケージングしたソリューショ

ンの市場投入を実施し、販売面や技術面での協業を積極的に推進してまいりました。

　また、新たな事業展開として、当社子会社である株式会社コンプレオ（平成19年６月より連結子会社）で汎用ツールソ

フトウェアの販売を開始しております。

　事業活動においては、第１四半期から第３四半期までは順調に推移しましたが、例年では売上水準・利益水準とも高い

傾向にある第４四半期は、顧客の設備投資抑制が顕著となり、更なる販売活動に努めましたが、見込案件の計画延期等に

より厳しい状況が続きました。

　その結果、当連結会計年度の業績は、メンテナンス事業売上は堅調に伸長したものの、ソフトウェア事業売上が低迷し、

売上高は1,403百万円となりました。利益面では、売上総利益は908百万円、売上総利益率は64.8％となっております。

　販売費及び一般管理費は、902百万円となりました。このうち研究開発費は200百万円であります。これにより営業利益

は６百万円となりました。また、営業外費用において上場関連費用等を21百万円計上したことにより、経常損失は10百万

円となりました。当期純損失は一部オフィスの移転・拡張に伴う固定資産除却損を７百万円計上したことにより19百万円

となりました。

　なお、当連結会計年度で当社のサーバー系ソフトウェア製品は新たに488本を出荷し、累計出荷実績は3,992本に至って

おります。また、当社は当連結会計年度より連結財務諸表作成会社となりましたので、前連結会計年度比は記載しており

ません。

　事業別の業績は次のとおりであります。 

 

 ① ソフトウェア事業

　ソフトウェア事業部門におきましては、当連結会計年度は中期的な事業推進の視点に立ち、戦略製品の更なる拡販を図

るべく営業組織の強化、次期製品の開発強化を図るべく専門R&D組織の強化等、事業基盤を整備しつつ、事業の拡大に努め

てまいりました。その結果、戦略製品である「ACMS E2X」の売上は前年の2.5倍の伸長となりましたが、主力製品である

EDI系製品の売上が前年同期比で31.3％の減少となり、ソフトウェア事業売上高は695百万円（売上構成比49.6％）となり

ました。

 

 ② メンテナンス事業

　メンテナンス事業部門は、当社ソフトウェア製品の導入にあたり保守契約を締結し、毎年一定の保守料金をいただき、

製品に関するサポートサービスを提供しております。従いまして、このメンテナンス売上は累計導入企業数の増加と共に

安定的な収益基盤となっております。当連結会計年度のメンテナンス事業売上高は、継続した保守契約の推進活動等によ

り、589百万円（売上構成比42.0％）となりました。

 ③ サービス事業他

　サービス事業部門は、ソフトウェア製品の導入サービス、教育サービス等のサービスを提供するものですが、これらの

サービス提供は、ソフトウェア製品の販売に付帯して顧客要望に基づき発生するため変動要素があり、当連結会計年度に

おきましては、サービス事業売上高は99百万円（売上構成比7.1％）となりました。

　その他売上は、ソフトウェア製品の販売に付帯する通信機器の仕入販売等であり、売上高は18百万円（売上構成比

1.3％）となりました。
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当連結会計年度事業別売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円） 

 事　業　区　分 売　上　高 構　成　比 前　期　比

ソフトウェア事業 695 49.6％ －％

メンテナンス事業 589 42.0％ －％

サービス事業 99 7.1％ －％

その他 18 1.3％ －％

合　　　計 1,403 100.0％ －％

 

（次期の業績見通し） 

　国内における景気動向をみますと、個人消費は雇用者所得の緩やかな増加を背景に底堅く推移し、企業収益は高水準な

がら伸び悩んでおり、設備投資の増勢が鈍化傾向にあります。また、エネルギー・原材料価格高の影響等から景気の先行

きは当面減速傾向が続くものの、その後緩やかな成長経路をたどると予想されておりますが、景気の先行きは楽観視でき

ない状況にあり、引き続き不透明な状況で推移するものと思われます。

　当社グループの属する情報サービス産業界におきましても、企業のIT投資等の動向に対しては慎重な見方が必要であり、

このような状況下で収益力を維持、向上していくためには、より付加価値の高い製品を市場に提案していくことが重要で

あると認識しております。

　従いまして、「ACMS E2X」等の戦略製品や主力製品において顧客の問題解決視点での製品強化を図り、流通業界におけ

る次世代EDIシステムの分野での売上を拡大してまいります。また、前期のIT関連企業との協業も含めて、販売における協

業パートナーの開発と連携強化により新たな販売網でのソフトウェア製品の売上を拡大してまいります。

　これにより、平成21年３月期の連結業績見通しにつきましては、売上高1,750百万円（前年同期比24.7％増）、営業利益

105百万円、経常利益110百万円、当期純利益は65百万円を見込んでおります。なお、平成21年３月期の期末配当見通しは、

一株当たり1,500円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析  

①　資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の資産につきましては、1,268百万円となりました。内訳としましては、現金及び預金が675百万円

で流動資産が937百万円、有形固定資産が43百万円、無形固定資産が37百万円、投資有価証券73百万円や長期性預金100

百万円を含む投資その他の資産が250百万円となっております。

　負債につきましては、228百万円となっており、内訳としましては、買掛金49百万円、短期借入金40百万円、前受金

107百万円、その他負債30百万円と流動負債のみであります。

　純資産につきましては、1,040百万円となっており、内訳としましては、株主資本が1,043百万円、その他有価証券評

価差額金が△4百万円となっております。

　なお、自己資本比率は82.0％となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

　当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高から76百万円増加し、当連結会計年度末で

は675百万円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）

　当連結会計年度における営業活動に使用した資金は50百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損

失18百万円、減価償却費29百万円、役員賞与引当金の減少10百万円、売上債権の減少71百万円、前受金の増加42百

万円、その他負債の減少64百万円、法人税等の支払額99百万円によるものです。
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　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当連結会計年度における投資活動に使用した資金は248百万円となりました。これは主に、定期預金の預入れによ

る支出が100百万円、投資有価証券の取得による支出が50百万円、有形固定資産の取得による支出が44百万円、営業

譲受に伴う支出が24百万円、差入保証金差入による支出が29百万円であったことによるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動により得られた資金は375百万円となりました。内訳としましては、短期借入金

の純増加額が20百万円、新株の発行による収入が366百万円、少数株主からの払込による収入が10百万円、配当金の

支払額が21百万円であったことによるものです。

　当社の連結キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年３月期

（単体）

平成20年３月期

（連結）

自己資本比率（％） 71.0 82.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ 72.8

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
11.5 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
461.8 －

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／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

（注1）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2）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・次期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、研究開発投資や将来の事業展開等に必要な資金

を内部留保しつつ、利益水準の中期的展望と各期の業績に基づき、適正な成果の配分を行うことを基本方針としてお

ります。このような方針に基づき、平成19年３月期の期末配当金につきましては、１株当たり1,500円の配当を実施し

ました。

　また、平成20年３月期の期末配当金につきましては、上記方針に基づき１株当たり1,500円とすることを予定してお

ります。内部留保資金につきましては、事業拡大のための研究開発、品質向上等に有効投資してまいりたいと考えて

おります。今後も１株当たりの利益水準を高めるべく収益力の向上に努め、その収益力を考慮し総合的な判断に基づ

き、成果の配分を行いたいと考えております。
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(4）事業等のリスク

　以下において、当社グループにおける事業の状況、経営の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性が

あると考えられる主な事項、並びに投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項を記載しております。

　また、事業上のリスクとして具現化する可能性は必ずしも高くないと見られる事項も含め、投資者の投資判断上重

要と考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当社グルー

プは、これらのリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針でありま

すが、当社グループの有価証券に関する投資判断は、本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる

必要があると考えます。なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において、当社グループが判断し

たものであります。

 

１．事業内容に関して

① 事業内容について

　当社グループは、データ交換系ミドルウェアや汎用ツールソフトウェア等の企業の業務プロセスを支える基盤型ソ

フトウェア製品の開発、販売、保守及び製品関連サービス事業を行っております。当社グループのソフトウェア製品

は、ますます分散化するコンピュータ・システム環境下におけるデータ連携やプロセス連携等で業務プロセスを支え

るソフトウェア基盤として利用していただくことにより、ユーザーのシステム開発コストや業務コストの低減を実現

し、ユーザーに高い投資収益率を提供することを目指しております。しかしながら、国内景気の悪化・低迷等の外的

要因、あるいは当社グループ固有の問題発生等により、当該事業の展開に何らかの支障が生じた場合は、当社グルー

プの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

 

② 新技術や外部環境について

　近時のネッワーク技術やソフトウェア技術等の情報技術の発展・進化に伴う技術環境の変化は急激であり、ソフト

ウェア市場においても、日々、激しい開発競争、販売競争が行われております。このような状況下、当社グループは

常に市場動向、技術動向を分析し新技術や製品の研究開発に努めております。しかしながら、事業を取り巻く市場環

境や技術環境が当社グループの予測を超える速度で変化していくことも想定されます。さらに、新規参入者を含めた

競争激化による価格低下の圧力の高まり、競合会社の競争優位な新製品の投入や競合会社同士の戦略的提携といった

ことも想定され、当社グループの技術や製品の陳腐化が発生すること、あるいは何らかの要因で技術変化への対応が

困難となることにより、当社グループの市場での競争優位性が確保できず、当社グループの経営成績および財政状態

等に影響を及ぼす可能性があります。

 

③ 製品の致命的不具合(バグ)の発生による販売への影響の可能性

　当社グループのソフトウェア製品において、ソフトウェアの不具合を無くすことは重要な課題であります。当社グ

ループでは自社製品の開発工程においてソフトウェアを厳格に試験することに努めておりますが、一般的に今日のよ

うな高度で複雑なソフトウェア上で不具合を皆無にすることは不可能と云われております。そのため、顧客が当社グ

ループ製品を導入後に不具合を発見する可能性があります。顧客との契約において、このような不具合が発見された

としても当社グループに直接的な損失は生じないことになっておりますが、該当製品のその後の売上が減少し、当社

グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

 

④ 間接販売（パートナーモデル）への依存について

　当社グループの製品及び保守サービスは、主に、システムインテグレーター等のパートナー（販売代理店等）との

協業によって販売されております。当社グループの顧客は、製造業、流通業、金融業、通信業、サービス業等業種、

業態を問わず多岐にわたっており、規模的にも大企業から中小規模事業者まで広範囲となっております。当社グルー

プでは、これらの幅広い顧客ニーズにきめ細かく応えるため、パートナーを経由した間接販売に注力しており、ソフ

トウェア製品における間接販売による売上高は、当連結会計年度においても大部分を占めております。従いまして、

パートナーとの継続的信頼関係の維持は、当社グループの将来にとって重大な意義を持ちます。例えば、パートナー

との関係が悪化した場合、競合会社が当社グループのパートナーと戦略的提携を行った場合、パートナーの財政状態

が悪化した場合には、当社グループの経営成績および財政状態等に影響を与える可能性があります。
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２．組織・管理体制に関して

① 小規模組織による管理体制について

　当社グループは平成20年３月31日現在で従業員数85名の小規模な組織であり、社内管理体制もこの規模に応じたも

のとなっております。従いまして、経営陣はもとより、管理部門社員に業務遂行上の支障が生じた場合に、代替要員

の確保の遅延、事務引継手続の遅滞等の理由によって当社グループの業務に支障が生じる恐れがあります。今後、当

社グループの業容が拡大した場合、現状のままでは適切かつ十分な人的・組織的対応ができなくなる恐れがあるため、

当社グループは、今後とも人員の増強や社内管理体制の一層の充実を図っていく方針であります。

② 情報セキュリティ管理について

　当社グループは、事業遂行に関連して取引先役職員、顧客企業役職員、協力会社役職員等の情報を有しています。

これらの個人情報については、社内規程の制定、従業員への教育等管理を徹底しておりますが、予期せぬ事態により

流出する可能性が皆無ではなく、このような事態が生じた場合、当社グループの社会的信用に影響を与えるとともに、

その対応のための多額の費用負担が発生する可能性があります。

 

③ 人材の確保と育成について

　当社グループの主力事業でありますソフトウェア製品の開発は知的集約型の業務であり、一定水準以上の専門技術、

知識を有する技術者要員を確保する必要があります。当社グループは、計画的な採用活動を通じて新卒採用および中

途採用を積極的に推進し、人材の確保を図ると同時に、人材育成面においても、教育研修を計画的に実施し、専門性

の高い技術を有する人材の育成に注力しております。しかしながら、計画通りの人材を確保できない場合、人材の流

出等があった場合や、想定通りの人材育成ができなかった場合には、当社グループの経営成績および財政状態等に影

響を及ぼす可能性があります。

３．財政状態等に関して

① 財政状態及び経営成績の異常な変動に関わるものについて

　当社グループを含めたパッケージソフトウェア事業の特徴として、人件費等の固定費水準が高く、変動費比率が低

いことが挙げられます。そのため、売上高が増加した場合の増益額が他の事業形態に比べ大きい一方、売上高が減少

した場合の減益額も他の事業形態に比して大きく、利益の変動額が大きい傾向にあります。また、当社グループは基

本的に間接販売形態をとっており販売代理店等の営業活動の沈静化等により、３月決算の翌四半期である第１四半期

は売上水準、利益水準とも低い傾向にあります。

 

② 特定の売上項目への依存について

　当社グループの売上高の内訳はソフトウェア製品の占める割合が高いことが特徴です。当連結会計年度におけるソ

フトウェア売上高構成比は49.6％となっております。また、このソフトウェア売上高のうち、EDI系製品の売上構成比

は、51.2％となっており、当該製品の販売動向は当社グループの経営成績および財政状態等に影響を与える可能性が

あります。

４．法的規制・その他に関して

① 知的財産権等について

　当社グループは、業務遂行にあたり、第三者の知的財産権の侵害を行わないように留意しておりますが、不可抗力

により第三者の知的財産権を侵害する可能性は皆無ではありません。また、いわゆるビジネスモデル特許についても、

米国等において既に一般化していること、および今後国内においても当該特許の認定が進むと想定されることから、

第三者の知的財産の侵害予防の重要性は増大すると考えております。従いまして、当社グループの事業分野において

第三者の特許等が成立した場合、または現在当社グループの事業分野において当社グループが認識していない特許等

が成立している場合、当該第三者より損害賠償および使用差止等の訴えを起こされる可能性並びに当該特許等に関す

る対価の支払等が発生する可能性があり、この場合は当社グループの経営成績および財政状態等に重要な影響を及ぼ

す可能性があります。

② ストックオプションによる株式価値の希薄化について

　当社は、取締役、従業員および社外協力者の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的に、平成18年４

月20日にストックオプションを実施しております。新株予約権割当における、新株予約権の目的となる株式の数は平

成20年３月末で1,457株となっており、発行済株式総数17,300株の8.4％に相当しております。これらのストックオプ

ションが権利行使されれば、当社グループの１株当たりの株式の価値が希薄化する可能性があります。 
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社（株式会社データ・アプリケーション）および子会社（株式会社コンプレオ）で構成され、デー

タ交換系ミドルウェアや汎用ツールソフトウェア等の企業の業務プロセスを支える基盤型ソフトウェア製品の開発・販

売、並びにこれらソフトウェア製品の導入や運用を支援するサービス等の提供を行っております。また、これらの事業

により、ユーザーのシステム開発コストや業務コストの低減を実現し、ユーザーに高い投資収益率を提供することを目

指しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループの経営の基本方針は、高付加価値のソフトウェア製品を研究開発する知的創造活動を持って、お客様

および情報通信業界の発展に貢献することであります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、ソフトウェア製品の研究開発型企業集団であり、ソフトウェア製品の市場優位性を確保して競争

力を高め、成長し続けることが経営の重要な課題となっております。従いまして、目標とする経営指標は、ソフトウェ

ア製品売上の伸長率、売上高に対する研究開発費の比率等となります。また、安全性の視点からは、ソフトウェア製

品売上の限界利益率が高いという事業特性から売上高に対する固定費の比率等が挙げられます。これらを併せて、営

業利益率、経常利益率を向上し続けることで高収益企業として成長し続けてまいりたいと考えております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　これからの高度情報化社会の中で、企業においては、IT技術を企業の様々な業務プロセスに適用することにより市

場における企業の優位性を高めていくことが重要な経営課題となっております。一方、企業内のコンピューター・シ

ステムはハードウェアの低価格化とともにますます分散化する傾向にあり、これからのIT技術の中核を担う要素技術

はネットワーク技術とデータベース技術と考えられます。

　一方、企業における業務システムの構築では、日々進化するIT技術への追従やビジネスの変化にともなう業務シス

テムの変更を想定した場合、業務システムの特性に依存しない汎用性の高い機能を提供するミドルウェアや汎用ツー

ル等の基盤型ソフトウェアを活用してシステム構築することで、高い投資収益率を期待できることになります。

　当社グループは、通信ネットワークシステムとして企業間システムのデータ交換を担うEDIソフトウェア分野で、長

年に亘り基盤型ソフトウェアとしてのミドルウェア製品を中心に研究開発を行ってまいりました。そして、その導入

実績と製品信頼性から、ミドルウェア分野、EDI分野で市場から高いご評価を頂く事が出来ました。

　今後は、インターネット技術を利用した企業間データ交換の普及や、分散する企業内システム間におけるプロセス

連携、データ連携といったコンピューター・システム間のデータ交換技術を活用し、企業システムを全体として最適

化する需要がますます高まってくると考えられます。このような市場の要望に答えるべく、企業の様々な業務プロセ

スを支える基盤型ソフトウェアであるミドルウェア製品や汎用ツール製品を市場に投入し、企業成長を図っていく所

存です。 

 

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループはソフトウェア製品の開発・販売を中核事業とする研究開発型の企業であり、今後の事業成長におい

て、以下の項目を対処すべき課題と認識し、企業価値の向上に取り組んでまいります。

 

① 戦略製品の売上拡大

　企業間のデータ交換である電子商取引は、従来通信網からインターネット通信網を利用した電子商取引へ転換して

おり、中でも、流通業界での次世代EDIであるインターネット通信網による流通BMSシステムはこれから大きく普及し

ていくことが予想されます。さらに、企業間データ交換も含めたシステムの全体最適化を目指して、分散化する企業

内のシステム間におけるプロセス連携、データ連携といったデータ交換需要が拡大することも予想されます。従いま

して、当該分野を重点販売分野とする製品や、これに連携可能な中小企業向け製品の売上の拡大を図ってまいりま

す。

　

② 研究開発体制の強化

　当社グループは研究開発型企業であり、市場における製品の優位性を確保し向上し続けることが経営の重要な課題

となっております。これを担う研究開発業務が抱える課題としては、「研究開発の効率化」、「品質管理の強化」が

挙げられます。従いまして、研究開発業務プロセスの改善や製品開発における標準化技法の改善を推進するとともに、

他企業との共同研究や共同開発等にも柔軟に対応可能な体制とすべく、今後の事業成長のための研究開発基盤の強化

を行っていく方針であります。

 

③ 人材の確保と育成

　当社グループはソフトウェア製品の開発・販売を主たる事業として行っておりますので、ソフトウェア製品の研究

開発のための高度な専門技術や知識を有する技術者が必要不可欠となっております。従いまして、事業の状況に応じ

て、適時、適切な人材を確保していくことは重要であり、当社グループでは新卒の定期採用をはじめ必要な技術力を

有する人材の中途採用を積極的に推進し、市場の優秀な人材の確保に注力していく方針であります。また、人材育成

面においても、教育研修を計画的に実施し、専門性の高い技術者の育成を課題としております。
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④ 業務提携・資本提携等

　近時の情報技術の発展・進化やそれにともなう顧客要望の変化等、事業環境の変化は著しいものがあります。当社

グループはこれらの環境変化に迅速に対応し市場における競争力を維持・強化するために、事業展開の速度を重視し、

必要に応じた他企業との業務提携あるいは資本提携も課題と考えております。

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方

及びその整備状況」に記載しております。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   675,847  

２．売掛金   190,590  

３．たな卸資産   1,902  

４．繰延税金資産   52  

５．その他   69,390  

貸倒引当金   △151  

流動資産合計   937,632 73.9

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物  42,545   

減価償却累計額  9,217 33,328  

(2）工具器具備品  43,188   

減価償却累計額  33,042 10,145  

有形固定資産合計   43,474 3.4

２．無形固定資産     

(1）のれん   6,799  

(2）その他   30,500  

無形固定資産合計   37,300 3.0

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   73,075  

(2）長期性預金   100,000  

(3）差入保証金   68,969  

(4）繰延税金資産   5,697  

(5）その他   2,419  

投資その他の資産合計   250,162 19.7

固定資産合計   330,936 26.1

資産合計   1,268,569 100.0
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当連結会計年度

（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   49,658  

２．短期借入金   40,000  

３．未払法人税等   90  

４．前受金   107,934  

５．その他   30,343  

流動負債合計   228,027 18.0

負債合計   228,027 18.0

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   386,435 30.5

２．資本剰余金   296,435 23.4

３．利益剰余金   443,384 34.9

４．自己株式   △82,432 △6.5

株主資本合計   1,043,822 82.3

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額
金

  △4,012 △0.3

評価・換算差額等合計   △4,012 △0.3

Ⅲ　少数株主持分   732 0.0

純資産合計   1,040,542 82.0

負債純資産合計   1,268,569 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,403,029 100.0

Ⅱ　売上原価   494,183 35.2

売上総利益   908,846 64.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１、２  902,239 64.3

営業利益   6,606 0.5

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  3,510   

２．受取配当金  345   

３．為替差益  669   

４．その他  495 5,020 0.3

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  580   

２．株式交付費  4,606   

３．上場関連費  16,533   

４．その他  460 22,180 1.6

経常損失   10,553 △0.8

Ⅵ　特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  66 66 0.0

Ⅶ　特別損失     

１．投資有価証券評価損  199   

２．固定資産除却損 ※３ 7,568 7,767 0.5

税金等調整前当期純損失   18,255 △1.3

法人税、住民税及び事業
税

 2,148   

法人税等調整額  18,098 20,246 1.4

少数株主損失   18,507 1.3

当期純損失   19,993 △1.4
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３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19年３月31日　残高（千円） 200,835 110,835 484,647 △82,432 713,885

連結会計年度中の変動額

新株の発行 185,600 185,600   371,200

剰余金の配当   △21,270  △21,270

当期純損失   △19,993  △19,993

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）

185,600 185,600 △41,263 － 329,936

平成20年３月31日　残高（千円） 386,435 296,435 443,384 △82,432 1,043,822

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19年３月31日　残高（千円） 3,216 3,216 － 717,101

連結会計年度中の変動額

新株の発行    371,200

剰余金の配当    △21,270

当期純損失    △19,993

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△7,228 △7,228 732 △6,496

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△7,228 △7,228 732 323,440

平成20年３月31日　残高（千円） △4,012 △4,012 732 1,040,542
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前当期純損失  △18,255

減価償却費  29,921

のれん償却額  1,359

役員賞与引当金の増減額  △10,600

貸倒引当金の増減額  84

株式交付費  4,606

受取利息及び受取配当金  △3,855

支払利息  580

投資有価証券評価損  199

固定資産除却損  7,568

売上債権の増減額  71,479

たな卸資産の増減額  △1,902

その他資産の増減額  △12,079

仕入債務の増減額  273

前受金の増減額  42,668

その他負債の増減額  △64,200

小計  47,847

利息及び配当金の受取額  2,243

利息の支払額  △547

法人税等の支払額  △99,576

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △50,031
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当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

定期預金の預入れによる
支出

 △100,000

投資有価証券の取得によ
る支出

 △50,254

有形固定資産の取得によ
る支出

 △44,851

無形固定資産の取得によ
る支出

 △4,516

長期前払費用の取得によ
る支出

 △308

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
収入

※２ 1,070

営業譲受に伴う支出 ※３ △24,000

差入保証金差入による支
出

 △29,767

差入保証金戻入による収
入

 4,125

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △248,503

   

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入金の純増加額  20,000

新株の発行による収入  366,593

少数株主からの払込によ
る収入

 10,000

配当金の支払額  △21,270

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 375,323

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

 76,788

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 599,058

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 675,847
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。

　連結子会社の数　１社 

 　  主要な連結子会社名

 　　　株式会社コンプレオ

 　　　　平成19年５月31日にて株式会社ストークラボラトリー（現社

　　　 名：株式会社コンプレオ）へ出資（子会社化）を行いました。

２．持分法の適用に関する事項  　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項  　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

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

その他有価証券

時価のあるもの

　連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、

全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの

総平均法による原価法

 ②　デリバティブ

時価法

 ③　たな卸資産

商品

総平均法による原価法

仕掛品

個別法による原価法

 (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

定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物　　　　　　　10～15年

工具器具備品　　　２～20年

 

 

②　無形固定資産

定額法

　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法を採用し、市場販売目的のソフト

ウェアについては、販売可能な見込有効期間（３年）に基づく定額

法を採用しております。

 

 

③　長期前払費用

均等償却

 (3）繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用として処理しております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (4）重要な引当金の計上基準

 

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込み額を計上しております。

(5）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。

(6）重要なヘッジ会計の方法

 

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引については、

振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段

は以下のとおりであります。

　ヘッジ手段：為替予約

　ヘッジ対象：外貨建輸入取引

　（外貨建予定取引を含む）

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、ヘッジ対象に係る

為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約取引については、ヘッジ手段がヘッジ対象と同一通貨、

同一期日であるため、ヘッジ有効性の評価を省略しております。

(7）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

　税抜方式によっております。

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については全面時価評価法によっ

ております。

６．のれんの償却に関する事項 　のれんは、５年間で均等償却しております。

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、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か月

以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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注記事項

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．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。

　　　給料手当　　　　　　　　　　　　　　304,647千円

　　　研究開発費　　　　　　 　　　　　　 200,284千円

　　　貸倒引当金繰入額　　　　　　　　　　　　151千円

※２．研究開発費の総額

　　　一般管理費に含まれる研究開発費　　　200,284千円

※３．固定資産除却損の内訳

　　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　7,365千円

　　　工具器具備品　　　　　　　　　　　　　　202千円

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３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） 15,300 2,000 － 17,300

合計 15,300 2,000 － 17,300

自己株式     

普通株式 1,120 － － 1,120

合計 1,120 － － 1,120

 　（注）平成19年４月24日に払込が完了した新株式の発行による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

         決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月29日

定時株主総会
　普通株式 21,270 1,500 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

      決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月24日

定時株主総会
 普通株式 24,270  利益剰余金 1,500 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３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20年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 675,847 

現金及び現金同等物 675,847 

※２．第三者割当増資の引受により新たに株式会社コンプレオを連結

したことに伴う連結開始時の同社の資産及び負債の内訳並びに同

社株式の取得価額と取得のための支出・収入（純額）との関係は

次のとおりであります。

 （千円）

流動資産 63,496 

固定資産  2,515 

流動負債 △4,930 

のれん 8,159 

少数株主持分 △19,240 

同社株式の取得価額 50,000 

同社第三者割当増資の引受 △50,000 

同社現金及び現金同等物 1,070 

差引：同社株式取得による収

入
1,070

 

※３．当連結会計年度に営業の譲受により増加した資産及び負債の主

な内訳は次のとおりであります。

 （千円）

流動資産 5,206 

固定資産  24,000 

流動負債 △5,206 

営業譲受に伴う支出 24,000 
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（リース取引関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却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）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 9,062 2,548 6,513

合計 9,062 2,548 6,513

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,770千円

１年超 4,864千円

合計 6,635千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 1,696千円

減価償却費相当額 1,573千円

支払利息相当額 179千円

(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。

(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、各期への配分方法については利息法によっております。

㈱データ・アプリケーション（3848）平成 20 年３月期決算短信

－ 21 －



（有価証券関係）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

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 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 29,536 22,770 △6,766

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 29,536 22,770 △6,766

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 305

非上場外国債券 50,000

３．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）

債券     

　その他 － － － 50,000

合計 － － － 50,000
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（企業結合等関係）

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．譲渡企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式

　（1）譲渡企業の名称及び事業の内容

　　　 株式会社シーフォーテクノロジー　　ワークフローソフトウェア事業

　（2）企業結合を行った主な理由

　　　 ミドルウェア分野におけるソフトウェア製品ビジネスの強化・拡大を図る

　（3）企業結合日

　　　 平成19年５月31日

　（4）企業結合の法的形式

　　　 営業譲受

　（5）結合後企業の名称

　　　 株式会社ストークラボラトリー（現社名：株式会社コンプレオ）

２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間

　　平成19年６月１日から平成20年３月31日

３．取得した事業の取得原価

　　24,000千円

４．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

　（1）資産の額

流動資産 5,206千円

固定資産 24,000千円

　合　計 29,206千円

　（2）負債の額

流動負債 5,206千円

５．のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の

　　加重平均償却期間

　　　 ソフトウェア　　　　24,000千円

　　　 償却期間：販売可能な見込有効期間（３年）に基づく定額法

６．企業結合が連結会計年度の開始に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額

　　売上高及び損益情報

売上高  4,323千円

営業損失 7,170千円

経常損失 7,170千円

税金等調整前当期純損失 7,170千円

当期純損失 7,170千円

１株当たり当期純損失 446.95  円

　　（概算額の算定方法）

　　　　 概算額の算定につきましては、株式会社ストークラボラトリー（現社名：株式会社コンプレオ）のワー

クフローソフトウェア事業の損益計算書の月中平均額を当連結会計年度開始の日に遡って按分して算出し

たものであります。
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　(1）取引の内容及び利用目的等

当社グループは、通常の営業過程における輸入取引の為替相

場の変動によるリスクを軽減するため、為替予約取引を行ってお

ります。

　なお、デリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用してお

ります。

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、振当処理の要件を満たしている為替予約取引につい

ては、振当処理を採用しております。 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約

ヘッジ対象：外貨建輸入取引

（外貨建予定取引を含む）

③　ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、ヘッジ対象

に係る為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引については、ヘッジ手段がヘッジ対象と同一

通貨、同一期日であるため、ヘッジ有効性の評価を省略して

おります。

　(2）取引に対する取組方針

デリバティブ取引は、将来の為替変動によるリスク回避を目

的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

　(3）取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有しておりま

す。

　なお、契約先は信用度の高い国内金融機関であり、相手先の契

約不履行による信用リスクは極めて軽微であると判断しておりま

す。

　(4）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行及び管理は、管理部の所轄になって

おります。

　取引権限及び取引限度額等を定めた社内規程に基づき実行し、

デリバティブ取引の実施状況については、定期的に取締役会に報

告しております。

２．取引の時価等に関する事項

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

為替予約取引を行っておりますが、期末残高がないため、該当事

項はありません。

（退職給付関係）

　　　　　当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日） 

 　　　　　 当社グループは、退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成18年

第１回新株予約権
平成18年

第２回新株予約権

付与対象者の区分及び数

取締役　　　６名

監査役　　　１名

当社従業員　61名

社外協力者　　１名

ストック・オプション数 普通株式　　　1,505株 普通株式　　　25株

付与日 平成18年４月20日 平成18年４月20日

権利確定条件

 付与日（平成18年４月20日）以降、権利

確定日（平成20年４月１日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成18年４月20日）以降、権利

確定日（平成20年４月１日）まで継続的な

取引関係を有すること。

対象勤務期間
 自　平成18年４月20日

 至　平成20年４月１日
　　　　　　　　　 －

権利行使期間
 自　平成20年４月１日

 至　平成28年３月30日

 自　平成20年４月１日

 至　平成28年３月30日

(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18年

第１回新株予約権
平成18年

第２回新株予約権

権利確定前 （株）   

前事業年度末  1,454 25

付与  － －

失効  22 －

権利確定  － －

未確定残  1,432 25

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － －

権利確定  － －

権利行使  － －

失効  － －

未行使残  － －

②　単価情報

  
平成18年

第１回新株予約権
平成18年

第２回新株予約権

権利行使価格 （円） 72,000 72,000

行使時平均株価 （円） － －

公正な評価単価（付与日） （円） － －
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（税効果会計関係）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３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

繰延税金資産 （千円）

有価証券評価損 2,014

一括償却資産損金算入超過額 2,195

その他有価証券評価差額金 2,754

繰越欠損金 29,019

その他 1,129

繰延税金資産小計 37,113

評価性引当額 △29,216

繰延税金資産合計 7,896

繰延税金負債  

未収事業税 △2,146

繰延税金負債合計 △2,146

繰延税金資産の純額 5,750

２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳

 　　当連結会計年度については、税金等調整前当期純損失

のため、記載を省略しております。
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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

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　当連結会計年度において、当社グループは業務用ソフトウェアの開発、販売並びに保守の事業を行っており、

単一のソフトウェア関連事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３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

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　当社及び連結子会社の海外売上高はないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

属性
氏名又は会
社等の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

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
事実上
の関係

主要

株主

株式会社

アイネス

神奈川県横浜

市都筑区
31,457

情報処理

業

(被所有)

直接13.6

兼任

１人
─

製品の

販売
12,287 売掛金 421

　(注)１．同社との取引品目は当社のACMS製品を販売しております。同社とは他の代理店と同様の「ソフトウェア製品

販売代理店契約書」を締結し、その契約に基づいて取引を行っております。

　　　２．取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 64,265.14円

１株当たり当期純損失金額 1,246.20円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

　（注）１株当たり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。

 
当連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純損失（千円） 19,993

普通株主に帰属しない金額（千円） －

（うち利益処分による役員賞与金）  （　　　－ ）

普通株式に係る当期純損失（千円） 19,993

期中平均株式数（株） 16,043

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権 　　　　 ２種類

 新株予約権の数　　 1,457個
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（重要な後発事象）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 １．当社は、平成20年１月31日開催の当社取締役会決議に

基づいて、平成20年４月１日付で下記のとおり当社全額

出資の子会社を設立登記いたしました。

 

 ①　子会社設立の目的

　　ソフトウェア製品の開発力の強化を図る

 ②　子会社の概要

　（1）商号

　　　 株式会社鹿児島データ・アプリケーション

　（2）本店所在地

　　　 鹿児島県鹿児島市東千石町１-３

　（3）主な事業内容

　　　 ソフトウェア製品の開発・保守

　（4）資本金の額

　　　 30,000千円

　（5）取得株式数（持分比率）

　　　 600株（100.0％）
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当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ２．当社は、平成20年２月14日開催の当社取締役会決

議に基づいて、平成20年４月１日を分割期日として、

下記のとおり会社分割（簡易分割）により、当社の

メンテナンス事業部門を承継する株式会社ホロンテ

クノロジーを設立登記いたしました。

 

 ①　会社分割の目的

　　メンテナンス事業（ソフトウェア製品のサポート

　　サービス）の体制強化を図る

 ②　分割当事会社の概要

　（1）商号

　　　 株式会社ホロンテクノロジー

　（2）本店所在地

　　　 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番８号

　（3）主な事業内容

　　　 ソフトウェア製品の保守等

  （4）法的形式

　　　 当社を分割会社とし、新たに設立する「株式

　　　 会社ホロンテクノロジー」にメンテナンス事

　　　 業部門を承継させる簡易分割による新設分割

　　　 方式

　（5）資本金の額

　　　 50,000千円

　（6）取得株式数（持分比率）

　　　 1,000株（100.0％） 

 ③　会計処理の概要

　　 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議

　　 会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計

　　 基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

　　 針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改

　　 正平成20年３月10日）に基づき、共通支配下

　　 の取引として会計処理を行っております。 
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   599,058   654,059   

２．売掛金   259,852   175,477   

３．仕掛品   －   1,902   

４．前渡金   504   453   

５．前払費用   16,019   19,879   

６．未収還付法人税等   －   34,911   

７．繰延税金資産   16,622   52   

８．その他   92   7,337   

貸倒引当金   △66   －   

流動資産合計   892,083 88.3  894,074 71.7 1,990

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  19,065   40,276    

減価償却累計額  9,110 9,955  8,915 31,360   

２．工具器具備品  39,015   41,211    

減価償却累計額  32,639 6,375  32,494 8,717   

有形固定資産合計   16,330 1.6  40,077 3.2 23,747
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   14,919   12,002   

２．電話加入権   1,164   1,164   

無形固定資産合計   16,084 1.6  13,167 1.0 △2,917

(3）投資その他の資産         

１．投資有価証券   35,210   73,075   

２．関係会社株式   －   50,000   

３．長期性預金   －   100,000   

４．長期前払費用   5,277   2,419   

５．差入保証金   43,327   68,969   

６．繰延税金資産   2,264   5,697   

投資その他の資産合計   86,079 8.5  300,162 24.1 214,082

固定資産合計   118,494 11.7  353,407 28.3 234,912

資産合計   1,010,578 100.0  1,247,481 100.0 236,903

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   49,385   42,895   

２．短期借入金   20,000   －   

３．未払金   54,063   15,922   

４．未払費用   1,162   －   

５．未払法人税等   63,513   －   

６．未払消費税等   18,967   1,887   

７．前受金   65,265   97,707   

８．預り金   10,518   7,651   

９．役員賞与引当金   10,600   －   

流動負債合計   293,476 29.0  166,064 13.3 △127,411

負債合計   293,476 29.0  166,064 13.3 △127,411
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   200,835 19.9  386,435 31.0 185,600

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  110,835   296,435    

資本剰余金合計   110,835 11.0  296,435 23.7 185,600

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  2,770   2,770    

(2）その他利益剰余金  481,877   482,221    

特別償却準備金  128   －    

繰越利益剰余金  481,749   482,221    

利益剰余金合計   484,647 48.0  484,991 38.9 344

４．自己株式   △82,432 △8.2  △82,432 △6.6 －

株主資本合計   713,885 70.7  1,085,429 87.0 371,544

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  3,216 0.3  △4,012 △0.3 △7,228

評価・換算差額等合計   3,216 0.3  △4,012 △0.3 △7,228

純資産合計   717,101 71.0  1,081,417 86.7 364,315

負債純資産合計   1,010,578 100.0  1,247,481 100.0 236,903
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．製品売上高  764,653   611,827    

２．メンテナンス売上高  477,911   574,734    

３．サービス売上高  120,200   96,939    

４．商品売上高  14,198 1,376,963 100.0 15,521 1,299,022 100.0 △77,941

Ⅱ　売上原価         

１．製品売上原価         

(1)製品期首たな卸高  －   －    

(2)当期製品製造原価  16,845   12,838    

(3)ソフトウェア償却費  2,243   3,385    

　　　　　合計  19,089   16,223    

(4)製品期末たな卸高  －   －    

　　　製品売上原価  19,089   16,223    

２．メンテナンス売上原価  329,504   350,680    

３．サービス売上原価  79,964   52,200    

４．商品売上原価         

(1)商品期首たな卸高  －   －    

(2)当期商品仕入高  11,981   13,187    

　　　　　合計  11,981   13,187    

(3)商品期末たな卸高  －   －    

　　　商品売上原価  11,981 440,539 32.0 13,187 432,291 33.3 △8,247

売上総利益   936,424 68.0  866,731 66.7 △69,693
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１        

１．業務委託費  28,321   41,852    

２．広告宣伝費  24,525   27,389    

３．役員報酬  57,895   62,099    

４．給料手当  217,012   265,121    

５．賞与  25,478   －    

６．役員賞与引当金繰入額  10,600   －    

７．法定福利費  32,346   32,903    

８．地代家賃  24,112   41,447    

９．消耗品費・事務用品費  6,546   8,840    

10．交際費  4,140   5,552    

11．減価償却費  1,634   5,938    

12．研究開発費  210,964   185,484    

13．その他  81,575 725,153 52.7 123,770 800,402 61.6 75,248

営業利益   211,270 15.3  66,328 5.1 △144,942
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  318   2,860    

２．有価証券利息  －   595    

３．受取配当金  －   345    

４．生命保険配当金  255   288    

５．為替差益  106   4    

６．その他  89 770 0.1 201 4,296 0.3 3,525

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  399   192    

２．株式交付費  4,842   4,606    

３．上場関連費  2,670   16,533    

４．その他  70 7,982 0.6 － 21,332 1.6 13,349

経常利益   204,058 14.8  49,292 3.8 △154,766

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  329 329 0.0 66 66 0.0 △263

Ⅶ　特別損失         

  １．投資有価証券評価損  650   199    

２．固定資産除却損 ※２ －   7,568    

３．過年度給与手当等  4,911 5,561 0.4 － 7,767 0.6 2,206

税引前当期純利益   198,826 14.4  41,591 3.2 △157,235

法人税、住民税及び事
業税

 79,593   1,878    

法人税等調整額  △4,482 75,111 5.4 18,098 19,977 1.5 △55,134

当期純利益   123,715 9.0  21,614 1.7 △102,101
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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４月１日　至　平成19年３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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

200,835 110,835 110,835 2,770 1,423 386,508 390,702 △82,432 619,940

事業年度中の変動額          

　特別償却準備金取崩(注）     △647 647 －  －

特別償却準備金取崩     △647 647 －  －

剰余金の配当（注）      △21,270 △21,270  △21,270

役員賞与（注）      △8,500 △8,500  △8,500

当期純利益      123,715 123,715  123,715

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）

    △1,295 95,241 93,945  93,945

平成19年３月31日　残高
（千円）

200,835 110,835 110,835 2,770 128 481,749 484,647 △82,432 713,885

 

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３月31日　残高
（千円）

7,035 7,035 626,975

事業年度中の変動額    

  特別償却準備金取崩(注）   －

特別償却準備金取崩   －

剰余金の配当（注）   △21,270

役員賞与（注）   △8,500

当期純利益   123,715

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△3,818 △3,818 △3,818

事業年度中の変動額合計
（千円）

△3,818 △3,818 90,126

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,216 3,216 717,101

 （注）平成18年６月30日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

200,835 110,835 110,835 2,770 128 481,749 484,647 △82,432 713,885

事業年度中の変動額          

　新株の発行 185,600 185,600 185,600      371,200

特別償却準備金取崩     △128 128 －  －

剰余金の配当      △21,270 △21,270  △21,270

当期純利益      21,614 21,614  21,614

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）

185,600 185,600 185,600 － △128 472 344 － 371,544

平成20年３月31日　残高
（千円）

386,435 296,435 296,435 2,770 － 482,221 484,991 △82,432 1,085,429

 

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３月31日　残高
（千円）

3,216 3,216 717,101

事業年度中の変動額    

　新株の発行   371,200

特別償却準備金取崩   －

剰余金の配当   △21,270

当期純利益   21,614

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△7,228 △7,228 △7,228

事業年度中の変動額合計
（千円）

△7,228 △7,228 364,315

平成20年３月31日　残高
（千円）

△4,012 △4,012 1,081,417
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(4）キャッシュ・フロー計算書

　　　当事業年度における「キャッシュ・フロー計算書」については、連結財務諸表を作成しているため記載しておりま

せん。

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

税引前当期純利益  198,826

減価償却費  13,974

役員賞与引当金の増加額  10,600

貸倒引当金の減少額  △329

受取利息及び受取配当金  △318

支払利息  399

投資有価証券評価損  650

売上債権の増減額
（増加：△）

 △8,029

その他流動資産の増減額（増
加：△）

 14,236

仕入債務の増減額
（減少：△）

 △30,303

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 11,956

その他流動負債の増減額（減
少:△）

 8,472

役員賞与の支払額  △8,500

　　小計  211,636

利息及び配当金の受取額  318

利息の支払額  △376

法人税等の支払額  △37,670

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 173,908
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

有形固定資産の取得による支
出

 △1,439

無形固定資産の取得による支
出

 △8,379

差入保証金差入れによる支出  △7,441

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △17,261

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

配当金の支払額  △21,270

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △21,270

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 135,377

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  463,681

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 599,058
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

─────

子会社株式及び関連会社株式

　総平均法による原価法

その他有価証券

　時価のあるもの

　　期末日の市場価格等に基づく時価法

　（評価差額は、全部純資産直入法によ

　り処理し、売却原価は総平均法により

　算定）

その他有価証券

　時価のあるもの

　　　　　　　　同左

　時価のないもの

　　総平均法による原価法

　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

（1）商品

　総平均法による原価法

（1）商品

　　　　　　　　同左

 （2）仕掛品

　個別法による原価法

（2）仕掛品

　　　　　　　　同左

３．固定資産の減価償却の方

法

（1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。

　　建物　　　　　　　　　10～15年

　　工具器具備品　　　　　２～20年

（1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。

　　建物　　　　　　　　　10～15年

　　工具器具備品　　　　　２～20年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律　平成19年３月30日　法

律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30日　政

令第83号））に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変更しており

ます。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ1,745千円

減少しております。

（追加情報）

　なお、平成19年３月31日以前に取得し

たものについては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間で均等償

却する方法によっております。

　これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益がそれぞれ150千円減少

しております。

 （2）無形固定資産

　定額法

　　ただし、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用し、市場販売

目的のソフトウェアについては、販売可

能な見込有効期間（３年）に基づく定額

法を採用しております。

（2）無形固定資産

　　　　　　　　同左

 （3）長期前払費用

　均等償却

（3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法  株式交付費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

 株式交付費

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を

計上しております。

　なお、当事業年度は、一般債権について

の貸倒実績がなく、また、個別に回収可能

性を検討すべき債権もないため、貸倒引当

金を計上しておりません。

 (2）役員賞与引当金

 　役員に対して支給する賞与の支出に充

 てるため、支給見込額を計上しておりま

 す。

 (2）役員賞与引当金

 　役員賞与の支出に備えて、当事業年度に

おける支給見込額のうち当事業年度負担額

を計上しておりましたが、当事業年度につ

いては、経営環境等を総合的に勘案し、役

員賞与引当金を計上しておりません。

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３か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。

─────

８．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

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４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（役員賞与に関する会計基準）

当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、

10,600千円減少しております。

─────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

 　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717,101千円で

 あります。

─────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

　１．　　　　 ───── 　１．偶発債務

　　　債務保証

　次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を

行っております。

保証先
金額

（千円）
内容

㈱コンプレオ 40,000 借入債務

計 40,000 －

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．研究開発費の総額

　　　一般管理費に含まれる研究開発費  210,964千円

※１．研究開発費の総額

　　　一般管理費に含まれる研究開発費  185,484千円

※２．　　　　　　 ────── ※２．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

　　　建物　　　　　　　　　　　　　7,365千円

　　　工具器具備品　　　　　　　　　　202千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数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 15,300 － － 15,300

合計 15,300 － － 15,300

自己株式     

普通株式 1,120 － － 1,120

合計 1,120 － － 1,120

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

         決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月30日

定時株主総会
　普通株式 21,270 1,500 平成18年３月31日 平成18年７月１日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

      決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月29日

定時株主総会
 普通株式 21,270  利益剰余金 1,500 平成19年３月31日 平成19年６月29日

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

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）

普通株式 1,120 － － 1,120

合計 1,120 － － 1,120
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 599,058

現金及び現金同等物 599,058

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３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

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

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）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 1,887 974 912

合計 1,887 974 912

 
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）

工具器具備品 9,062 2,548 6,513

合計 9,062 2,548 6,513

２．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

１年内 383千円

１年超 594千円

合計 977千円

１年内 1,770千円

１年超 4,864千円

合計 6,635千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 600千円

減価償却費相当額 557千円

支払利息相当額 33千円

支払リース料 1,696千円

減価償却費相当額 1,573千円

支払利息相当額 179千円

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価額相当額との差額

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）

前事業年度（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前事業年度
（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 29,536 34,960 5,423

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 29,536 34,960 5,423

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 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 29,536 34,960 5,423

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前事業年度
（平成19年３月31日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　　　非上場株式 250

当事業年度（平成20年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（デリバティブ取引関係）

　　　　　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日） 

 　　　　　 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

　　　　　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日） 

 　　　　　 当社は、退職給付制度がありませんので、該当事項はありません。

（企業結合等関係）

　　　　　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日） 

 　　　　　 該当事項はありません。 

　　　　　当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日） 

 　　　　　 該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成18年

第１回新株予約権
平成18年

第２回新株予約権

付与対象者の区分及び数

取締役　　　６名

監査役　　　１名

当社従業員　61名

社外協力者　　１名

ストック・オプション数 普通株式　　　1,505株 普通株式　　　25株

付与日 平成18年４月20日 平成18年４月20日

権利確定条件

 付与日（平成18年４月20日）以降、権利

確定日（平成20年４月１日）まで継続して

勤務していること。

 付与日（平成18年４月20日）以降、権利

確定日（平成20年４月１日）まで継続的な

取引関係を有すること。

対象勤務期間
 自　平成18年４月20日

 至　平成20年４月１日
　　　　　　　　　 －

権利行使期間
 自　平成20年４月１日

 至　平成28年３月30日

 自　平成20年４月１日

 至　平成28年３月30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18年

第１回新株予約権
平成18年

第２回新株予約権

権利確定前 （株）   

前事業年度末  － －

付与  1,505 25

失効  51 －

権利確定  － －

未確定残  1,454 25

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － －

権利確定  － －

権利行使  － －

失効  － －

未行使残  － －

②　単価情報

  
平成18年

第１回新株予約権
平成18年

第２回新株予約権

権利行使価格 （円） 72,000 72,000

行使時平均株価 （円） － －

公正な評価単価（付与日） （円） － －
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３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 （千円）

未払賞与否認額 9,816

有価証券評価損 1,933

一括償却資産損金算入超過額 1,898

未払事業税等否認額 5,906

未払事業所税等否認額 311

貸倒引当金繰入額 26

その他 1,288

繰延税金資産合計 21,182

繰延税金負債  

特別償却準備金 △87

その他有価証券評価差額金 △2,207

繰延税金負債合計 △2,295

繰延税金資産の純額 18,887

繰延税金資産 （千円）

有価証券評価損 2,014

一括償却資産損金算入超過額 2,002

その他有価証券評価差額金 2,754

未払事業所税等否認額 402

その他 722

繰延税金資産合計 7,896

繰延税金負債  

未収事業税 △2,146

繰延税金負債合計 △2,146

繰延税金資産の純額 5,750

２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後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項目 0.8

住民税均等割等 0.3

試験研究費等の法人税の特別控除額 △6.1

役員賞与引当金 2.4

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.8

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 7.8

住民税均等割等 1.3

試験研究費等の法人税の特別控除額 △1.6

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.4

（持分法損益等）

　　前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　　　当社には関連会社はありませんので、該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

属性
氏名又は会
社等の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合
（％）

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
事実上
の関係

主要

株主

株式会社

アイネス

神奈川県横浜

市都筑区
31,457

情報処理

業

(被所有)

直接19.0

兼任

１人
─

製品の

販売
56,251 売掛金 8,145

　(注)１．同社との取引品目は当社のACMS製品を販売しております。同社とは他の代理店と同様の「ソフトウェア製品

販売代理店契約書」を締結し、その契約に基づいて取引を行っております。

　　　２．取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 50,571.36円

１株当たり当期純利益金額 8,724.66円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高がありますが、当社株式が非上場

であり、期中平均株価の算出が困難であるため記載してお

りません。

１株当たり純資産額 66,836.67円

１株当たり当期純利益金額 1,347.23円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
1,289.78円

　（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（千円） 123,715 21,614

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） （　　－ ） （　　－ ）

普通株式に係る当期純利益（千円） 123,715 21,614

期中平均株式数（株） 14,180 16,043

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 715

　（新株予約権） － (715)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権　　　　２種類

新株予約権の数

1,479個

該当事項はありません。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．平成19年３月22日及び平成19年４月４日開催の取締

　役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、

　平成19年４月24日に払込が完了いたしました。

　　この結果、資本金は386,435千円、発行済株式総数は

17,300株となっております。

①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方式に

よる募集)

②　発行する株式の種類及

び数

：普通株式　　　 2,000株

③　発行価格 ：１株につき　 200,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき　 185,600円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。

⑤　発行価額 ：１株につき　 127,500円

この金額は会社法上の払込金額であり、平成19年　

４月４日開催の取締役会において決定された金額で

あります。

⑥　資本組入額 ：１株につき　　 92,800円

⑦　発行価額の総額 ：　　　　　　255,000千円

⑧　払込金額の総額 ：　　　　　　371,200千円

⑨　資本組入額の総額 ：　　　　　　185,600千円

⑩　払込期日 ：平成19年４月24日

⑪　資金の使途 ：研究開発費

 

 

 １．当社は、平成20年１月31日開催の当社取締役会決議に

基づいて、平成20年４月１日付で下記のとおり当社全額

出資の子会社を設立登記いたしました。

 

 ①　子会社設立の目的

　　ソフトウェア製品の開発力の強化を図る

 ②　子会社の概要

　（1）商号

　　　 株式会社鹿児島データ・アプリケーション

　（2）本店所在地

　　　 鹿児島県鹿児島市東千石町１-３

　（3）主な事業内容

　　　 ソフトウェア製品の開発・保守

　（4）資本金の額

　　　 30,000千円

　（5）取得株式数（持分比率）

　　　 600株（100.0％）
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ２．当社は、平成19年５月30日開催の当社取締役会決議に

　 基づいて、同日付で株式会社ストークラボラトリーへ出

　 資（子会社化）を行い、当該異動子会社が、株式会社シ

　 ーフォーテクノロジーのワークフローソフトウェア事業

　 の譲受けを行いました。

 

 ①　子会社の異動（取得）の目的

　　ミドルウェア分野におけるソフトウェア製品ビジネ

　スの強化・拡大を図る

 ②　子会社の概要

　（1）商号

　　　 株式会社ストークラボラトリー

　　　（現社名：株式会社コンプレオ）

　（2）事業内容

　　　 1. 欧米のITベンチャーへの日本進出の為のコン

　　　　　サルテーション

　　　 2. 欧米のITベンチャーの製品の販売、サポート

　（3）本店所在地

　　　 東京都千代田区一番町17-6　一番町MSビル5F

　　　（現住所：東京都中央区日本橋人形町一丁目１番

　　　　10号）

　（4）株式取得の時期

 　　　平成19年５月31日

　（5）引受株式数

　　　 1,000株

　（6）引受価格

　　　 50,000円

　（7）引受価格の総額

　　　 50,000千円

　（8）取得株式数（持分比率）

　　　 1,000株（68.5％）

  ③　事業譲受けの概要

　（1）譲受ける事業の内容

　　株式会社ストークラボラトリーが、株式会社シーフ

　ォーテクノロジーから譲受けるワークフローソフトウ

　ェア事業は、汎用業務ワークフローソフトウェア製品

　である「ProcessBoard」の開発・販売に関する事業で

　あります。 

　（2）譲受けの時期

　　平成19年５月31日

 

 ２．当社は、平成20年２月14日開催の当社取締役会決

議に基づいて、平成20年４月１日を分割期日として、

下記のとおり会社分割（簡易分割）により、当社の

メンテナンス事業部門を承継する株式会社ホロンテ

クノロジーを設立登記いたしました。

 

 ①　会社分割の目的

　　メンテナンス事業（ソフトウェア製品のサポート

　　サービス）の体制強化を図る

 ②　分割当事会社の概要

　（1）商号

　　　 株式会社ホロンテクノロジー

　（2）本店所在地

　　　 東京都中央区日本橋人形町一丁目３番８号

　（3）主な事業内容

　　　 ソフトウェア製品の保守等

  （4）法的形式

　　　 当社を分割会社とし、新たに設立する「株式

　　　 会社ホロンテクノロジー」にメンテナンス事

　　　 業部門を承継させる簡易分割による新設分割

　　　 方式

　（5）資本金の額

　　　 50,000千円

　（6）取得株式数（持分比率）

　　　 1,000株（100.0％） 

 ③　会計処理の概要

　　 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議

　　 会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計

　　 基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

　　 針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改

　　 正平成20年３月10日）に基づき、共通支配下

　　 の取引として会計処理を行っております。 
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６．その他
(1）役員の異動

 該当事項はありません。
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