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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）

(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 1,815 △42.7 △886 － △909 － △2,590 －

19年３月期 3,167 56.0 438 120.3 433 120.0 10 △89.0

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 △165,168 03 － － － △25.6 △48.8

19年３月期 646 74 634 36 0.7 12.1 13.8

（参考）持分法投資損益 20年３月期 12百万円 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 3,054 △1,010 △33.7 △65,289 85

19年３月期 4,060 1,823 38.4 99,926 37

（参考）自己資本 20年３月期 △1,030百万円 19年３月期 1,561百万円

(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 △973 △243 1,321 539

19年３月期 47 △882 200 424

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 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

20年３月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

21年３月期（予想） 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 － 0.0 －

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

1,420 122.3 37 － 10 － 24 － 1,543 14

通期 4,000 120.4 382 － 340 － 425 － 27,100 77
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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）　有

新規 0社  除外 1社  (社名　㈱フォー・リンク・システムズ)

（注）詳細は、9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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、22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） 20年３月期 15,728株 19年３月期 15,632株

②　期末自己株式数 20年３月期 14株 19年３月期 11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、38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 1,389 △46.5 △679 － △994 － △2,895 －

19年３月期 2,598 50.7 435 115.8 431 118.2 32 △72.5

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 △184,583 24 － －

19年３月期 2,104 90 2,064 62

(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 2,484 △1,272 △51.7 △81,800 98

19年３月期 3,591 1,610 44.8 103,108 98

（参考）自己資本 20年３月期 △1,285百万円 19年３月期 1,610百万円

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

1,184 139.3 69 － 49 － 49 － 3,128 98

通期 3,420 146.2 379 － 350 － 446 － 28,383 19

※　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

　当社の顧客対象である製造業を取り巻く経営環境が、資源価格の高騰等によって一層変化を求められる中、製品の

QCD（品質・コスト・納期）コントロール能力向上等、当社の提供するソリューションに対するニーズは引き続き旺盛

です。

　当連結会計期間においては、平成19年11月12日に発表いたしましたとおり、前期に受注いたしました一部案件にお

いて、前期までは所定の要件を満たすため売上計上方法として「進行基準」を適用しておりましたが、当期に契約内

容の変更を行った結果、「進行基準」の要件を満たさなくなったことから、当該案件については検収時に売上を計上

するようにした影響に加え、前年同期に連結対象であった㈱フォー・リンク・システムズが、当期より持分法適用関

連会社となったこと、ソフトウェア評価損269百万円、ソフトウェア仮勘定評価損226百万円及び中国子会社ののれん

減損損失を435百万円計上したことなどから、前年同期比較では売上、利益とも減少いたしました。この結果、売上高

は1,815百万円（前年同期比42.7％減）、経常損失909百万円と大幅に減少し、当期純損失は2,590百万円になりました。

①売上高

　売上高は1,815,017千円(前年同期比42.7％減)となりました。これは主として、前期に受注いたしました一部案件に

おいて、契約内容変更に伴い売上計上方法が「進行基準」から検収時に売上を計上するようにした影響によるもので

す。

②売上原価、売上総利益

　売上高の減少に応じ売上原価は1,402,444千円(前年同期比15.7％減)となりましたが、一部案件で利益率が低下した

ことから、売上高総利益率は22.7％となりました。

③販売費及び一般管理費、営業利益

　販売費及び一般管理費は、人員の増強、並びにNextech Asia Holdings Ltd.等の子会社化及びネクステックウェイ

ブ㈱の設立による人件費の増加等により1,299,009千円(前年同期比21.9％増)となり、売上高に対する割合は71.5%と

なりました。この結果、営業損失は886,437千円(前年同期は438,595千円の利益）となっております。

④営業外損益、経常利益

　ポータル㈱を吸収合併した事により発生した負ののれん償却等の営業外収益が29,770千円(前年同期比105.2％増)、

借入金利息等の営業外費用が52,915千円(同166.3％増)となり、この結果、経常損失は909,581千円(前年同期は433,231

千円の利益)となっております。

⑤特別損益、税金等調整前当期純利益

　㈱フォー・リンク・システムズ株式の売却に伴い関係会社株式売却益を計上し、特別利益が14,939千円(前年同期比

44.4％増)となりました。また、当社の製造業向け総合PLMソフトウェアパッケージ「Speed PLMware.」の販売計画の

見直しによりソフトウェア評価損を、開発計画の見直しによりソフトウェア仮勘定評価損を計上したことに加え、中

国連結子会社ののれんを減損したことなどにより、特別損失が1,439,415千円(前年同期比334.5％増)発生した結果、

税金等調整前純損失2,334,058千円(前年同期は税金等調整前純利益112,255千円)となっております。

⑥法人税等、少数株主損失、当期純利益

　繰延税金資産350,294千円取り崩したため、税効果会計適用後の法人税等は358,109千円(前年同期比425.8％増)とな

りました。また子会社分の少数株主損失が101,342千円(前年同期は少数株主利益34,104千円)発生しました。この結果、

当期純損失は2,590,825千円(前年同期は10,042千円の利益)となっております。

（次期の見通し）

　製造業を取り巻く環境が著しく変化する中、引き続き当社の提供するソリューションサービスに対する強いニーズ

が見込まれます。こうした旺盛なニーズに応えながら、外注比率を極力抑えて利益率の更なる向上を実現し、中長期

的な成長企業を目指すことが重要課題と認識しております。このため、優秀な人材の採用を積極的に進めるとともに、

教育制度の拡充によって従業員の能力向上を図ってまいります。　

  このような状況下において、次期連結業績は、平成20年3月期に契約変更により売上計上方法として「進行基準」の

要件を満たさなくなった案件の大部分の売上が計上される見込みであるため、売上高4,000百万円（前年同期比

120.4％増）、営業利益382百万円、経常利益340百万円、当期純利益425百万円を見込んでおります。
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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）

【連結】  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 4,000 340 425

【個別】  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 3,420 350 446

上記の予想は、現時点において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての仮定を前提としております。実際の業績

等は、今後の様々な要因により、上記予想数値と異なる可能性がございます。

(2）財政状態に関する分析

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純損失、

減損損失、契約変更損や借入金の増加等により、当連結会計年度末には539,449千円(前年同期比27.0％増)となりまし

た。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動の結果使用したキャッシュ・フローは973,075千円(前年同期は47,753千円の資金の獲得)となりました。こ

れは税金等調整前当期純損失2,334,058千円（前年同期は税金等調整前当期純利益112,255千円）、減損損失464,127千

円(前年同期は－千円)、契約変更損439,806千円(前年同期は－千円)等の影響があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは243,469千円(前年同期比72.4％減)となりました。これは、主にＰＬ

Ｍパッケージソフトウェア「Speed PLMware.®」等の開発に伴う無形固定資産の取得による支出295,901千円(同42.1％

減)や、関係会社株式の売却による収入65,883千円(前年同期は－千円)によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果獲得したキャッシュ・フローは1,321,951千円(前年同期比559.7％増)となりました。これは、主に短

期借入金の純増610,666千円(前年同期は445,310千円)、長期借入による収入650,000千円(前年同期は100,000千円)によ

るものであります。

〈連結財務諸表ベース〉

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） － － 37.3 38.4 △33.7

時価ベースの自己資本比率（％） － － 501.3 110.8 31.9

債務償還年数（年） － － － 34.4 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － － 2.9 －

〈個別財務諸表ベース(参考)〉

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 87.5 81.0 42.6 44.8 △51.7

時価ベースの自己資本比率(％） － 1,388.3 560.3 125.3 39.2

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － － － －

(注)１．各指標は、以下の計算式により算出しております。

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

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．当社は、平成18年３月期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。

３．株式時価総額は、期末株価終値×自己株式を除く期末発行済株式総数により算出しております。

４．有利子負債は、連結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。
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５．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」

及び「利息の支払額」を用いております。

６．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスの場合は記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 当社は、株主への利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、今後の事業展開の拡大に備えた内部留保の充実

に努める目的から利益配当は実施しておりません。今後は、財務体質を強化しつつも、経営成績及び財政状態を勘案

しながら、利益成長に見合った配当を積極的に検討していく方針であります。

(4）事業等のリスク

　以下において当社グループの事業展開上のリスク要因となりうる事項を記載しております。

また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断において重要であると考えられる事

項については、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、

発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本

項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えられます。

また、以下の記載は当社グループの事業又は本株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんの

で、ご注意下さい。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断

したものであります。

①事業の環境について

　当社グループは、製造業特化型ソリューションサービス企業であります。従い、顧客である製造業の市場環境変化等

により事業及び設備への投資が消極化された場合、当社グループの業績に影響が出る可能性があります。

　また、当社グループは常に顧客の課題解決に向けた手法を研究し、サービスの高付加価値化及び差別化を図っており

ますが、当社の代表的なソリューションでありますPLM（プロダクト・ライフサイクル・マネジメント）に代わり新し

い課題解決方法が開発される等により、PLMの国内外における今後の市場拡大に影響が出た場合、或いは当社グループ

が提供するソリューションの優位性もしくは有用性が失われた場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性が

あります。

②事業の内容について

a. 最近の経営成績について

　当社グループの最近５事業年度の経営の概況を参考までに掲げると以下のとおりであります。

〈連結財務諸表ベース〉

回次 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期　

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月　

 売上高  （千円） － － 2,031,159 3,167,872 1,815,017

 経常利益  （千円） － － 196,941 433,231 △909,581

 当期純利益  （千円） － － 91,421 10,042 △2,590,825

 総資産額  （千円） － － 3,100,819 4,060,809 3,054,747

 純資産額  （千円） － － 1,155,679 1,823,502 △1,010,930

〈個別財務諸表ベース(参考)〉

回次 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期　

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月　

 売上高  （千円） 604,250 1,084,891 1,724,484 2,598,901 1,389,246

 経常利益  （千円） 77,324 239,957 197,586 431,151 △994,850

 当期純利益  （千円） 39,117 144,093 118,848 32,684 △2,895,372

 総資産額  （千円） 586,404 1,298,982 2,774,591 3,591,842 2,484,614

 純資産額  （千円） 513,103 1,052,797 1,183,105 1,610,753 △1,272,956

(注）１．当社グループは、平成18年３月期より連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第４期から第８期の財務諸表及び第６期から第８期の連結財務諸表に関しては、証券取引法第193条の２の規定に基づき三優監査法人

の監査を受けております。
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b. 業歴が浅いことについて

　当社グループは業歴が浅いことから、過年度の経営成績だけでは今後の当社グループの業績を予測する材料として

不十分な面があると考えられます。特に、積極的なM&Aの実施により当社グループの経営環境は変化を続けており、今

後の業績の予測が難しい状況であります。今後業績予測から実勢が大きく乖離した場合、当社グループの経営方針及

び事業計画等の変更を余儀なくされる可能性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

c. 少数かつ大口取引先への依存について

　当社グループでは、少数の取引先に対する売上が売上高の過半を占めております。より多くの顧客からの引合いに

応じるため、人員の増強によって取引先数を増加させ、またサービスの一部を当社グループの開発・販売するパッケー

ジソフトウェア等に代替させる事により取引先あたりの人員数の減少と新たな市場の開拓を図る方針でありますが、

現状では一取引先との間で契約内容の追加変更や契約の解除が行われた場合、当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。

d. 市場販売目的のソフトウェアについて

　当社グループでは、PLMパッケージソフトウェア「Speed PLMware.®」、３D-CAD教育ツール「toremas.com」等を開

発・販売しております。当該ソフトウェア等については、将来の受注販売見込みを合理的に見積もった上で計上して

おりますが、市場状況の急激な変化等により必ずしも将来の収益獲得に結びつかない可能性があります。

e. 契約締結について

　当社グループは、業界の慣行から内示書等によってプロジェクトを開始し、その後正式な契約を締結する場合があ

ります。しかしながら、最終的に当初の内示書等から契約内容が変更された場合には、最適な人的資源の配分を行え

ない可能性があり、その結果、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

f. プロジェクト管理について

　当社グループは、顧客の満足度を左右し、当社グループのブランドイメージ及び信用力に大きな影響を与える「プ

ロジェクト品質」を最重要の経営指標とし、「品質管理プログラム」を運用しております。これによりプロジェクト

の品質を維持し、かつ、適正な収益を確保する仕組みを構築しております。しかしながら偶発的なトラブルやその他

予見不可能な事態の発生等によるリスクを完全にゼロはできないことから、結果的に「品質管理プログラム」が機能

せず、プロジェクトの品質が低下し採算が悪化する可能性があります。

g. 売上計上時期について

　当社グループの請負契約に係る売上計上基準には原則として検収基準を採用しております。従って顧客の都合や当

社グループの納期遅延等により、契約上予定されていた期間内に顧客による検収を受けることができなかった場合、

売上計上時期にずれが生じ、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

h. 海外における事業展開について

　当社グループは現地法人３社をグループ会社化するなどアジア地域を中心とした海外での事業展開を行っておりま

す。将来順調に海外での事業規模が拡大してまいれば、現地での政治的・社会的混乱、税制や規制等の制度の変更、

為替相場の大幅な変動及びその他事情の変化等があった場合には、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があ

ります。

③当社グループの事業体制について

a. 小規模組織であることについて

　当社グループは平成20年３月31日現在、従業員241名と未だ規模が小さく、内部管理体制もこのような規模に応じた

ものになっております。当社グループでは事業拡大に応じて、適切な人員の増強、より充実した社内システムの構築、

内部管理体制の充実を図っておりますが、今後これらに対し適切かつ充分な組織的対応ができなかった場合には、組

織的効率が低下し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

b. 人材の確保と育成について

　当社グループにおいてプロフェッショナルサービスに直接携わるスタッフは、コンサルティングファーム、メーカー

及びＳＩ会社等出身のエキスパートによって構成され、当社グループの事業遂行上必要不可欠な経営資源であります。

当社グループは積極的かつ継続的な採用活動及び各種教育プログラムに基づく人材育成を行いスタッフの量的・質的

拡充に努めておりますが、計画どおりに採用が行われなかった場合や想定どおりに人材を育成できなかった場合、当

社グループの事業拡大及び将来性に影響を与える可能性があります。
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c. 特定の人物への依存度について

　ネクステック㈱代表取締役社長山田太郎は、当社グループの経営の最高責任者であり、著作活動やセミナー・外部

講演への出演、東京工業大学大学院（特任教授）、早稲田大学大学院(客員准教授)・東京大学大学院(非常勤講師)・

北京航空航天大学ソフトウェア学院(名誉教授)における教員としての活動等を通じて、当社グループの知名度を高め、

営業活動に多大な影響を与えてまいりました。現在、業務分掌や職務権限の委譲が進んだ事で山田太郎への依存度は

低下しつつありますが、今後何らかの理由により山田太郎が当社グループの業務を継続する事が困難になった場合、

当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

d. 情報管理について

　当社グループの事業においては、顧客に関わるデータを取り扱うことがあり、その中には顧客の機密情報や個人情

報が含まれる場合があります。当社グループでは保有する顧客情報について厳格な管理を行っており、過去に顧客デー

タの漏洩が起きた事実は認識しておりません。また、これらに起因するクレームや損害賠償請求を受けた事実もあり

ません。しかしながら、今後顧客情報管理における何らかの問題が生じた場合、損害賠償責任の発生や当社グループ

に対する信頼の低下等により、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

e. システムトラブル等の不具合について

　当社グループが提供するシステムにおいて、当社グループの責めに帰すべき事由による不具合（誤作動、バグ、納

期遅延等）が生じた場合、損害賠償責任の発生や顧客の当社グループに対する信頼を喪失することにより、当社グルー

プの経営成績に影響を与える可能性があります。また、当社グループは、社内のコンピュータシステムに関して、バッ

クアップにより災害対策を講じておりますが、地震や火災等の災害、コンピュータ・ウイルス、電力供給の停止、通

信障害、通信事業者に起因するサービスの中断や停止など、現段階では予測不可能な事由によりシステムトラブルが

生じた場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

f. 競合について

　当社グループは、PLMをはじめとする製造業特化型ソリューションサービスを展開しております。当社の提供する

サービスは、全社的な改革力、製造業に対する深い知識、システム化のための技術力等高度な専門性が問われるため、

市場への新規参入は比較的難しいと考えられます。しかしながら、同サービス領域において、競争の激化やそれに伴

う価格競争が発生した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

g. 知的財産権について

　当社グループは、当社商標に関し、平成20年3月31日付けをもってネクステックス・コンサルティング㈱より商標侵

害にもとづく損害賠償訴訟(損害賠償請求額10,000千円の一部請求)を提起されております。当社としてはこのような

訴訟を受ける根拠はないものと判断し現在係争中ですが、訴訟の結果によっては、当社グループの経営成績に影響を

与える可能性があります。

h. 新株予約権による株式希薄化について

　当社は、役員及び従業員の会社業績の向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプション制

度を導入しております。具体的には、平成14年７月15日開催の臨時株主総会特別決議及び平成14年８月26日開催の取

締役会決議と、平成15年９月30日開催の臨時株主総会特別決議及び平成16年９月27日開催の取締役会決議と、平成17

年６月29日開催の定時株主総会並びに平成17年６月29日、平成17年７月15日及び平成18年３月20日開催の取締役会決

議に基づき、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定によるストックオプション（新株予約権）を発行しており、

平成19年６月26日開催の定時株主総会特別決議及び平成19年７月５日開催の取締役会決議に基づき、会社法第236条、

第238条及び第239条の規定によるストックオプション（新株予約権）を発行しております。これらのストックオプショ

ンが行使された場合、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。また、当社株式の今後の株価動

向によっては短期的な需給バランスの変動が発生し、株価形成が影響を受ける可能性があります。また当社は、有能

な人材を確保するにあたっては、ストックオプション等のインセンティブの付与は有効な手段の一つであると認識し

ております。これらのインセンティブプランの権利行使による株式発行及び将来における追加的な発行により、更な

る株式価値の希薄化が生じる可能性があります。平成20年３月31日現在、これらのストックオプションによる潜在株

式は2,108株であり、発行済株式総数15,728.86株の13.4%に相当しております。
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④上場の維持について

  当社グループは、ソフトウェア評価損269,822千円、ソフトウェア仮勘定評価損226,201千円を特別損失として計上

したことなどから、2,590,825千円の当期純損失を計上した結果、1,010,930千円の債務超過になっております。

　当該状況について、資本の増強を予定しており、当期純利益による純資産の回復と併せて今期中の解消を見込んで

おりますが、計画の進捗が遅延し平成21年3月期末時に債務超過解消が実現しなかった場合、東証マザーズ市場の上場

廃止基準への抵触により当社株式が上場廃止の可能性があり、株価および株式の市場流動性について重大な影響が生

じ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、平成20年３月31日現在、当社（ネクステック（株））及び子会社6社、持分法適用関連会社1社で構

成され、製造業を中心としたソリューションサービスとして、グランドデザインからデータマネジメント、情報（IT）

システム構築（開発・導入・運用）、教育コンテンツ販売、ソフトウェア研究開発・販売、ネットワーク関連機器の販

売、データ・システムの保守・運用までトータルで行っております。

　当社と関係会社の当該事業における位置付けは、以下の通りです。　

 

Nextech  Asia  Holdings Ltd. 

Nextech  China  Ltd. 

Beijing C&W Nextech  Co., Ltd. 

Beijing Nextech  Systems Co., Ltd. 

ネクステックシステムズ（株） 

当 社 

顧客（国内） 顧客（海外） 

④⑥ 

①② 

②⑤⑥ 

＜取引内容＞ 

① グランドデザインサービス、 

データマネジメントサービス 

② 情報システム構築 

③ データ・システム保守・運用・メンテナンス 

④ ソフトウェア開発・販売 

⑤ ネットワーク関連機器の販売 

⑥ 教育コンテンツ販売 

④⑥ 

④⑥ 

④⑥ ②④ ②④ 

ネクステックウェイブ（株） 

③ 

③ 

 

（株）フォー・リンク・システムズ 
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社名 所在地 事業内容
株式所有

割合

ネクステックシステムズ（株） 東京都港区
情報処理システムの企画、設計開発及び

PLMパッケージソフトウェア製品の研究開発
100.0％

ネクステックウェイブ（株） 東京都港区
データマネジメント、システム運用デザイン、

データクレンジング
51.0％

（株）フォー・リンク・システムズ

※1
東京都渋谷区

３次元CADの教育コンサルティング、

教育システム及びコンテンツの開発、販売

組み込みソフトウェアの受託開発、

開発環境およびOSの販売

33.1％

Nextech Asia Holdings Ltd.
イギリス領

ケイマン
投資事業

（55.8％）

※2

Nextech China Ltd.

（金河科技有限公司）
中国香港 ソフトウェア受託開発、システム開発・販売

（100％）

※3

Beijing C&W Nextech Co., Ltd.

(北京兆維億方科技発展有限公司)
中国北京市

情報技術ソフトウェアの開発・生産、

コンピューターネットワーク工事接続、

インターネット技術及び技術サービス、

ビジネスコンサルティング、自社開発製品の販売

（85.0％）

※4

Beijing Nextech Systems Co., Ltd.

（北京力思泰信息技術有限公司
中国北京市

コンピュータソフトウェアの開発、設計、制作、

ネットワークシステムの開発、

自社生産製品の販売及びアフターサービスの提供、

関連技術コンサルティング及び技術サービス

（90.0％）

※4

※１　（株）フォー・リンク・システムズは、持分法適用関連会社です。

※２　 ネクステックシステムズ（株）の所有割合を指します。

※３　 Nextech Asia Holdings Ltd.の所有割合を指します。

※４   Nextech China Ltd.の所有割合を指します。
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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、製造業向けソリューションに軸足を置き、製造業の成長発展を促進するプロフェッショナル集団

として最良のブレインと目されるようになることを目指しております。そのためにも、より付加価値の高いソリュー

ションの研究開発を継続的におこない、実践を通じて実現することで、プロフェッショナルとして成長し続けてまい

ります。特に、PLM(プロダクト・ライフサイクル・マネジメント)分野においてはリーディングカンパニーとしての地

位を構築・維持し、当社グループの成長が製造業の成長に繋がり、ひいては日本の発展に寄与するとの信念のもと、

事業を推進していく所存であります。

(２）中長期的な会社の経営戦略

　現在、国内大手組立系製造業を顧客対象とし、PLM分野に重点を置いたソリューションの提供を行っております。今

期は、中国企業との資本提携により海外展開を具現化させたり、またシステムの運用・保守を専門に行う子会社の設

立を発表したりするなど、当社グループの中長期的成長に繋がる様々な施策が実現いたしました。

　今後は、PLM分野でのリーディングカンパニーとしての地位を固めつつ、製造業を取り巻く様々な課題に対してフル

ラインでソリューションを提供し、中堅・中小や海外の組立系製造業、そして組立系以外の大手製造業に顧客対象を

拡大していきたいと思います。

(３）会社の対処すべき課題

　今後も当社グループの顧客対象である大手製造業界は、「コスト競争力強化」「製品市場投入の迅速化」「設計と

製造のコラボレーション強化」といった課題に取り組む必要があります。それらの課題を解決するための手法として

有力とされるPLMへの投資意欲は依然旺盛な状況です。それに加え、「環境規制物質対応」や「日本版SOX法」などの

法改正をきっかけとしたBOM（部品表）の整備の需要も高まってきております。このような環境下で、当社グループの

更なる成長を実現するため、以下の事項を課題として認識し、対応してまいります。

①優秀な人材の確保と育成

　当社グループのプロフェッショナルサービスにとって重要な経営資源は優秀な人材であります。今後、優秀な人材

の採用を積極的に進めるため、採用体制を更に強化するとともに、教育制度の拡充によって従業員の能力向上を図っ

てまいります。

②内部管理体制の強化とコーポレート・ガバナンスの充実

　当社グループにおきましては、今後、より一層の事業拡大を見込んでおります。そのため今後当社グループの事業

拡大に応じた内部管理体制の強化を図るとともにコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

③プロジェクト品質の向上

　当社グループの受注案件数は、年々拡大傾向にあり、プロジェクト品質管理の必要性がこれまで以上に高まってき

ております。今後、当社グループがこれまで蓄積したノウハウをテンプレート群として整備し、それに基づいた教育

を行うとともに、品質管理チェック体制を強化することにより、プロジェクトの品質の向上を図ってまいります。

④研究開発の強化

　高品質の製品開発、更なるコスト競争力強化、短納期対応等、市場のニーズが多様化している現在の環境下におい

て、PLMのニーズはますます高まっております。当社グループにおきましては、このような状況をビジネスチャンスと

捉え、研究開発を目的としたチームを編成し、これまで培ってきた製品情報管理を軸とするPLMのノウハウに基づいて、

ソリューションの開発を進めてまいります。

⑤知的財産権管理の強化

　当社グループの競争力の源泉となるソリューションモデルや技術等の知的財産権を保護し、競合他社との差別化を

図るため、知的財産権管理の強化を図ってまいります。

⑥債務超過の解消について

　債務超過を解消すべく、資本の増強を予定しており、当期純利益による純資産の回復と併せて、今期中の解消を見

込んでおります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 　当社グループの関連当事者との取引に関する基本的な考え方としましては、当社グループの業務上の必要性に応じ、

他の取引先と同等の条件により取引を行います。
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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19年３月31日）
当連結会計年度

（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  425,895 539,449  

２．売掛金  1,316,367 635,092  

３．たな卸資産  47,595 774,866  

４．前渡金  － 324,677  

５．繰延税金資産  － 65,448  

６．その他  101,181 86,496  

貸倒引当金  △21,630 －  

流動資産合計  1,869,410 46.0 2,426,031 79.4 556,621

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物  119,859 112,779

減価償却累計額  25,533 94,325 37,399 75,379  

(2）器具及び備品  89,612 76,040

減価償却累計額  39,658 49,954 50,623 25,417  

有形固定資産合計  144,280 3.6 100,797 3.3 △43,483

２．無形固定資産  

(1）ソフトウェア  276,411 79,499  

(2）ソフトウェア仮勘定  348,710 2,406  

(3）のれん  681,913 －  

(4）その他  24,116 2,960  

無形固定資産合計  1,331,151 32.8 84,866 2.8 △1,246,284

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券  32,750 9,700  

(2）関係会社株式  － 282,998  

(3）繰延税金資産  527,474 －  

(4）その他  160,611 142,413  

貸倒引当金  △4,869 －  

投資その他の資産合計  715,966 17.6 435,112 14.2 △280,854

固定資産合計  2,191,399 54.0 620,776 20.3 △1,570,622

Ⅲ　繰延資産  

１．試験研究費  － 7,939  

繰延資産合計  － － 7,939 0.3 7,939

資産合計  4,060,809 100.0 3,054,747 100.0 △1,006,062
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（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）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金  186,319  221,434   

２．短期借入金  1,025,000  1,600,000   

３．１年内返済予定
　　長期借入金

 244,092  356,000   

４．１年内償還予定社債  －  133,600   

５．前受金  －  669,011   

６．未払法人税等  5,341  8,530   

７．繰延税金負債  111,731  －   

８．受注損失引当金  －  76,595   

９．事業所閉鎖損失引当金  －  16,077   

10．その他  253,303  153,664   

流動負債合計  1,825,788 45.0 3,234,914 105.9 1,409,125

Ⅱ　固定負債       

１．社債  －  266,400   

２．長期借入金  373,700  536,000   

３．その他  37,818  28,363   

固定負債合計  411,518 10.1 830,763 27.2 419,245

負債合計  2,237,306 55.1 4,065,677 133.1 1,828,370

  

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   402,790 9.9  402,980 13.2 190

２．資本剰余金   844,996 20.8  845,186 27.7 190

３．利益剰余金   319,012 7.9  △2,271,813 △74.4 △2,590,825

４．自己株式   △5,763 △0.2  △6,948 △0.2 △1,185

　　株主資本合計   1,561,034 38.4  △1,030,596 △33.7 △2,591,630

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．為替換算調整勘定   － －  4,628 0.2 4,628

　　評価・換算差額等合計   － －  4,628 0.2 4,628

Ⅲ　新株予約権   － －  12,468 0.4 12,468

Ⅳ　少数株主持分   262,467 6.5  2,568 0.0 △259,899

純資産合計   1,823,502 44.9  △1,010,930 △33.1 △2,834,433

負債純資産合計   4,060,809 100.0  3,054,747 100.0 △1,006,062
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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）

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   3,167,872 100.0  1,815,017 100.0 △1,352,855

Ⅱ　売上原価   1,663,710 52.5  1,402,444 77.3 △261,266

売上総利益   1,504,162 47.5  412,572 22.7 △1,091,589

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※１,２  1,065,566 33.6  1,299,009 71.5 233,442

営業利益又は営業損失(△)   438,595 13.9  △886,437 △48.8 △1,325,032

Ⅳ　営業外収益         

１．印税収入  2,797   －    

２．負ののれん償却  9,454   9,454    

３．持分法による投資利益  －   12,082    

４．受取手数料  －   3,950    

５．その他  2,256 14,508 0.4 4,283 29,770 1.6 15,261

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  16,663   32,058    

２．社債発行費  －   7,600    

３．為替差損  －   9,797    

４．その他  3,209 19,873 0.6 3,458 52,915 2.9 33,041

経常利益又は経常損失(△)   433,231 13.7  △909,581 △50.1 △1,342,812

Ⅵ　特別利益         

  １．貸倒引当金戻入益  9,533   －    

  ２．償却債権取立益  －   5,558    

  ３．関係会社株式売却益  －   9,380    

  ４．その他  810 10,343 0.3 － 14,939 0.8 4,596

Ⅶ　特別損失         

１．ソフトウェア評価損  －   269,822    

２．ソフトウェア仮勘定評価損  321,318   226,201    

３．契約変更損  －   439,806    

４．減損損失
※３
　

－   464,127    

５．その他  10,000 331,318 10.5 39,457 1,439,415 79.3 1,108,097

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)

  112,255 3.5  △2,334,058 △128.6 △2,446,314

法人税、住民税及び事業税  1,620   7,296    

法人税等調整額  66,488 68,109 2.1 350,813 358,109 19.7 290,000

 少数株主利益又は
 少数株主損失(△)

  34,104 1.1  △101,342 △5.6 △135,446

当期純利益又は
当期純損失(△)

  10,042 0.3  △2,590,825 △142.7 △2,600,868
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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４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計

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３月31日　残高

（千円）
399,480 447,580 308,619 － 1,155,679 150,321 1,306,000

当連結会計年度中の変動額

新株の発行 3,310 3,310 － － 6,620 － 6,620

当期純利益 － － 10,042 － 10,042 － 10,042

自己株式の取得 － － － △5,763 △5,763 － △5,763

株式交換 － 394,106 － － 394,106 － 394,106

連結子会社の合併による

増加
－ － 350 － 350 － 350

株主資本以外の項目の当連結

会計年度中の変動額(純額)
－ － － － － 112,146 112,146

当連結会計年度中の変動額合計

（千円）
3,310 397,416 10,393 △5,763 405,355 112,146 517,501

平成19年３月31日　残高

（千円）
402,790 844,996 319,012 △5,763 1,561,034 262,467 1,823,502

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）
402,790 844,996 319,012 △5,763 1,561,034

当連結会計年度中の変動額

新株の発行 190 190 － － 380

当期純損失 － － △2,590,825 － △2,590,825

自己株式の取得 － － － △1,185 △1,185

株主資本以外の項目の当連結

会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

当連結会計年度中の変動額合計

（千円）
190 190 △2,590,825 △1,185 △2,591,630

平成20年3月31日 残高(千円) 402,980 845,186 △2,271,813 △6,948 △1,030,596

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
為替換算調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
－ － － 262,467 1,823,502

当連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － － 380

当期純損失 － － － － △2,590,825

自己株式の取得 － － － － △1,185

株主資本以外の項目の当連結

会計年度中の変動額(純額)
4,628 4,628 12,468 △259,899 △242,802

当連結会計年度中の変動額合計

（千円）
4,628 4,628 12,468 △259,899 △2,834,433

平成20年3月31日 残高(千円) 4,628 4,628 12,468 2,568 △1,010,930
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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４月１日
至　平成19年３月31日）

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）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

増減

（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  112,255 △2,334,058  

減価償却費  174,734 125,632  

のれん償却額  19,388 33,652  

負ののれん償却額  △9,454 △9,454  

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △9,533 2,864  

受注損失引当金の増加額  ― 76,595  

事業所整理損失引当金の増加額  ― 16,077  

ソフトウェア評価損  ― 269,822  

ソフトウェア仮勘定評価損  321,318 226,201  

契約変更損  ― 439,806  

減損損失  ― 464,127  

受取利息及び受取配当金  △359 △1,965  

支払利息  16,663 34,107  

為替差損益（益：△）  △7,596 9,100  

持分法による投資益  ― △12,082  

売上債権の増加額  △455,142 301,231  

破産更生債権等の減少額  21,198 ―  

未収入金の増減額（減少：△）  △29,943 33,528  

たな卸資産の増減額（増加：△）  △37,612 △399,535  

仕入債務の増減額（減少：△）  △32,492 △182,477  

未払金の増減額（減少：△）  8,981 △13,027  

前払費用の増加額  △5,741 △2,964  

未払費用の増減額（減少：△）  10,962 △2,400  

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 10,016 △8,666  

未収消費税等の増減額
（増加：△）

 17,890 △5,697  

その他  17,351 5,001  

小計  142,885 △934,577 △1,077,463

利息及び配当金の受取額  359 1,965  

利息の支払額  △15,108 △39,621  

法人税等の支払額  △80,383 △841  

営業活動によるキャッシュ・フロー  47,753 △973,075 △1,020,828
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円）

増減

（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  △72,311 △5,289  

無形固定資産の取得による支出  △448,858 △295,901  

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出

※２ △326,397 －  

株式交換による子会社資金
の受入額 

 5,462 －  

関係会社株式の取得による支出  － △22,459  

関係会社株式の売却による収入  － 65,883  

敷金・保証金の支出  △40,288 －  

敷金・保証金の返還による収入  900 －  

少数株主からの払込みによる収入  － 12,148  

その他  △1,215 2,147  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △882,707 △243,469 639,238

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  1,230,000 4,810,666  

短期借入金の返済による支出  △784,690 △4,200,000  

長期借入れによる収入  100,000 650,000  

長期借入金の返済による支出  △345,001 △330,000  

社債の発行による収入  － 392,367  

株式の発行による収入  5,831 101  

自己株式の取得による支出  △5,763 △1,185  

財務活動によるキャッシュ・フロー  200,377 1,321,951 1,121,574

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  7,596 9,348 1,752

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 △626,981 114,754 741,735

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,051,676 424,695 △626,981

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 424,695 539,449 114,754
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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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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、当連結会計年度において、886,437千円

の重要な営業損失および909,581千円の重要な経常損失、

並びに1,439,415千円の特別損失の発生により、2,590,825

千円の当期純損失を計上した結果、1,010,930千円の債務

超過になっております。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。

　

 当社グループの当連結会計年度における重要な営業損失

および経常損失は、①ソフトウェア販売において販売計画

が未達であったこと、②一部プロジェクトおいて、契約の

見直しを行ったこと等によるものであります。

 ①のソフトウェア販売につきましては販売計画の見直し

を行うこと等により496,023千円を、②のプロジェクト契

約の見直しにより439,806千円を、特別損失に計上致しま

した。

 これに加えて、中国の連結子会社における収益計画の未

達に伴い、のれんの帳簿価額435,619千円の減損により特

別損失を計上致しました。

 当社グループは、当該状況を解消すべく以下の施策を進

めております。

１． 資金面における施策

① 債務超過の解消

債務超過を解消すべく、資本の増強を予定しており、当期

純利益による純資産の回復と併せて今期中の解消を見込ん

でおります。 

２． 今期以降の利益回復を実現させる施策

① プロジェクトの品質管理体制の強化

契約期間・契約形態など受注方法を見直し、品質管理の徹

底を図ります。

② コスト削減

販売促進費の抑制等、経費の削減に努めます。

③ 中国の連結子会社における経営改善

人員削減等のリストラクチャリングを行います。

 

当連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を当連結財務諸表には反映

しておりません。
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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
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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 連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

　㈱フォー・リンク・システムズ

　Goldsworth Assets Ltd.

　金河科技有限公司

　北京兆維億方科技発展有限公司

※Goldsworth Assets Ltd.については平成19年３月

19日に株式取得及び第三者割当増資引受により当社

の連結子会社であるネクステックシステムズ㈱の子

会社となったため、同社及び同社の子会社である金

河科技有限公司及び北京兆維億方科技発展有限公司

を当連結会計年度より連結の範囲に含めておりま

す。

連結子会社の数　６社

連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

　ネクステックウェイブ㈱

  Nextech Asia Holdings Ltd.

  金河科技有限公司

　北京兆維億方科技発展有限公司

　北京力思泰信息技術有限公司

※ネクステックウェイブ㈱については当連結会計年

度中に新たに設立したため、連結の範囲に含めてお

ります。

※㈱フォー・リンク・システムズについては当連結

会計年度に株式を売却したことにより、連結の範囲

から除外しております。

※Nextech Asia Holdings Ltd.については、当連結

会計年度中にGoldsworth Assets Ltd.から社名変更

しております。

※北京力思泰信息技術有限公司については、当連結

会計年度中に新たに設立したため、連結の範囲に含

めております。

２．持分法の適用に関する

　　事項

非連結子会社及び関連会社がないため、該当事項

はありません。

持分法適用の関連会社の数 １社

会社の名称

　㈱フォー・リンク・システムズ

※㈱フォー・リンク・システムズ

については、当連結会計年度に株式を売却したこ

とから、連結の範囲から除外し、持分法適用の関

連会社に含めております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

決算日が連結決算日と異なる連結子会社は次の通

りです。

会社名　 決算日

 Goldsworth Assets Ltd. 1月31日

 金河科技有限公司 9月30日

 北京兆維億方科技発展有限公司 12月31日

※Goldsworth Assets Ltd.については同社の事業

年度に係る財務諸表を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。

※金河科技有限公司及び北京兆維億方科技発展有

限公司については、平成19年1月31日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

決算日が連結決算日と異なる連結子会社は次の通

りです。

会社名　 決算日

 Nextech Asia Holdings Ltd. 12月31日

 金河科技有限公司 9月30日

 北京兆維億方科技発展有限公司 12月31日

 北京力思泰信息技術有限公司 12月31日

※Nextech Asia Holdings Ltd.、北京兆維億方科

技発展有限公司及び北京力思泰信息技術有限公司

については各社の事業年度に係る財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っております。

※金河科技有限公司については、平成19年12月31

日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っております。

※従来、Nextech Asia Holdings Ltd.については、

1月31日を決算日としていましたが、当連結会計年

度より12月31日に決算日を変更しました。

　この決算期変更により、Nextech Asia Holdings 

Ltd.及びその子会社３社については、平成19年2月

1日から平成19年12月31日までの11ヶ月決算となっ

ております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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．会計処理基準に関する事

項

  

 (1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

 イ 有価証券

(イ)その他有価証券

────────

 イ 有価証券

(イ)その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価等に基づく時価法(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。

 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

 ロ　たな卸資産

(1) 商品

総平均法による原価法を採用しております。

(2) 仕掛品

個別法による原価法を採用しております。

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

ロ　たな卸資産

(1) 商品

同左

(2) 仕掛品

同左

(3) 貯蔵品

同左

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

イ 有形固定資産

定率法によっております。ただし在外子会社につ

いては定額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　　8～18年

器具及び備品　4～15年

イ 有形固定資産

同左

ロ 無形固定資産

定額法によっております。なお、市場販売目的のソ

フトウェア及びコンテンツについては、見込有効期

間(３年)における見込販売収益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計上しております。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)に基づく定額法によっております。

ロ 無形固定資産

定額法によっております。なお、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

る見込販売収益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

金額を計上しております。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

づく定額法によっております。

ハ 長期前払費用

当社は均等償却によっております。

ハ 長期前払費用

同左

(3) 重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

イ 貸倒引当金

同左

ロ　　　　　　───────── ロ 受注損失引当金

 受注案件に係る将来の損失に備えるため、当連結

会計年度末における受注案件のうち、損失の発生

が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積るこ

とができるものについて、その損失見込額を計上

しております。 

ハ　　　　　　───────── ハ 事業所閉鎖損失引当金

 事業所の閉鎖に伴い、発生が見込まれる原状回復

費用・固定資産除却損等について合理的な見積額

を計上しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社等の資産及び

負債は連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算しております。 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社の資産及び負

債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為替換算

調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しており

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。

同左

(6) 収益及び費用の計上基準 当社の収益及び費用の計上は、原則として検収基準

によっております。ただし、作業期間が６ヶ月超、

かつ、受注金額が５千万円以上で、収益及び費用の

見積りが可能なプロジェクトについては、進行基準

を採用しております。

同左

(7) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

イ 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

イ 消費税等の会計処理

同左

ロ　　　　　　───────── ロ 繰延資産の処理方法　

　試験研究費

在外子会社１社は自国の会計基準に基づき、試験

研究に要した費用を繰延資産として計上しており

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。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれん及び負ののれんは、発生年度において実質的

判断による償却期間の見積りが可能なものはその見

積り年数で、その他については5年間の均等償却を

行っております。

同左

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

負わない短期的な投資であります。

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４月１日
至　平成19年３月31日）

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）

（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。これまでの「資本の部」

の合計に相当する金額は1,561,034千円であります。なお、

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、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財

務諸表規則により作成しております。

（企業結合に係る会計基準等） ─────────

 当連結会計年度より、「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「事業分離等に関する

会計基準」(企業会計基準第7号 平成17年12月27日)並びに

「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18年12

月22日)を適用しております。

 これに伴い、連結貸借対照表上、前連結会計年度におい

て無形固定資産として区分掲記していた「連結調整勘定」

については、「のれん」とし、連結キャッシュ・フロー計

算書上、前連結会計年度において区分表示していた「連結

調整勘定償却額」については、「のれん償却額」として表

示しております。

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） ─────────

 当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（実務対応報告第19号 平成18年8月11日）を

適用しております。

 これに伴い、前連結会計年度において営業外費用の内訳

として表示しております「新株発行費」については「株式

交付費」（当連結会計年度は788千円）とし、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いたしました。

（ストック・オプション等に関する会計基準） ─────────

 当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第11号 最終改正平成18年５月

31日)を適用しております。これによる損益に与える影響

はありません。

───────── (減価償却方法の変更）

 当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度から、法人

税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固

定資産の減価償却方法については、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。これによる損益に与える影

響は軽微であります。

－ 22 －



表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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）

 (連結損益計算書関係)

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「助成金

収入」(当連結会計年度は78千円)は、営業外収益の総額の

100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含

めて表示することにいたしました。 

―――――――――――

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「為替差

損」(当連結会計年度は294千円)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

て表示することにいたしました。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差益」は、

前連結会計年度は「その他」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増したため区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の「その他」に含まれている「為替差

益」は74千円であります。 

――――――――――― 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「破産更生債権

等の減少額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記

しております。なお、前連結会計年度の「その他」に含ま

れている「破産更生債権等の増加額」は△4,644千円であり

ます。 

３．営業活動によるキャッシュ・フローの「前払費用の増

加額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「前払費用の増加額」は6,719千円であります。  

４．営業活動によるキャッシュ・フローの「未払費用の増

加額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「未払費用の増加額」は4,866千円であります。  

５．営業活動によるキャッシュ・フローの「未収入金の増

加額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「未収入金の増加額」は5,947千円であります。   

６．前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活動

によるキャッシュ・フローの「預り金の増加額」は金額的

重要性が乏しくなったため、「その他」に含めております。

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「預り

金の増加額」は1,460千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

　１．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に

基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　１．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に

基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

 当座貸越限度額の総額 2,500,000千円 

 借入実行残高 1,000,000千円

 差引額 1,500,000千円

 当座貸越限度額の総額 2,300,000千円 

 借入実行残高 1,600,000千円

 差引額 700,000千円

　２．偶発債務

当社商標に関し、平成20年3月31日付けをもってネクステッ

クス・コンサルティング㈱より商標侵害にもとづく損害賠

償訴訟(損害賠償請求額10,000千円の一部請求)を提起され

ております。なお、当社としてはこのような訴訟を受ける

根拠はないものと判断し現在係争中ですが、訴訟の結果に

よっては、当社の業績に影響を与える可能性がありま

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４月１日
至　平成19年３月31日）

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。

給与手当　　　　　　　　　　　　309,697千円

役員報酬      　　　　　　　　　109,509千円

賃借料　  　　　　　　　　   　 113,900千円

のれん償却額　　　　　　　　　　 19,388千円

※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。

給与手当　　　　　　　　　　　　437,296千円

のれん償却額　　　　　　　　　　 33,652千円

※２．一般管理費に含まれる研究開発費

231千円

※２．　　　　　―――――――――――

※３．　　　　　――――――――――― ※３．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。

(１)減損損失を認識した主な資産

用途 種類　 会社名

遊休資産 ソフトウェア 北京兆維億方科技発展有限公司

その他　
のれん　 北京兆維億方科技発展有限公司

のれん　 Nextech Asia Holdings Ltd.

(２)減損損失の認識に至った経緯

　遊休資産については、将来における具体的な使用計画が

なく、将来の利用見込みが極めて不透明であるため、当該

資産の帳簿価額を全額減額し、またのれんについては、株

式取得時に策定した事業計画において、当初想定していた

収益を見込めなくなったことから当該資産の帳簿価額を全

額減額し、減損損失として特別損失に計上しております。

(３)減損損失の金額

のれん 435,619千円

ソフトウェア 28,508千円

合計 464,127千円

(４)資産のグルーピングの方法

　当社グループは減損会計の適用にあたり投資先（関係会

社）ごとに資産のグルーピングを行っております。遊休資

産については当該資産単位にてグルーピングを行っており

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 14,948.00 684.86 － 15,632.86

合計 14,948.00 684.86 － 15,632.86

自己株式

普通株式（注）２ － 11.01 － 11.01

合計 － 11.01 － 11.01

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加684.86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352株、ポータル㈱との

株式交換（ポータル㈱の普通株式1株に対して当社の普通株式0.013株を割当）による増加332.86株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取によるものであります。

２．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）１ 15,632.86 96.00 － 15,728.86

合計 15,632.86 96.00 － 15,728.86

自己株式

普通株式（注）２ 11.01 3.80 － 14.81

合計 11.01 3.80 － 14.81

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行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は、端株の買取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  

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計

年度末残高

（千円）
前連結会計

年度末

当連結会計

年度増加

当第連結会

計年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
― ― ― ― ― 12,468

合計 ― ― ― ― ― 12,468

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４月１日
至　平成19年３月31日）

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19年３月31日現在）

※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）

現金及び預金勘定 425,895千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金及び定期積金

1,200千円

現金及び現金同等物 424,695千円

現金及び預金勘定      539,449千円

現金及び現金同等物      539,449千円

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

 株式の取得により新たにGoldsworth Assets Ltd.とその

連結子会社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額と取得のための支

出(純額)との関係は次のとおりです。
 流動資産 52,626千円 

 固定資産 52,059千円 

 のれん 454,103千円 

 流動負債 △109,261千円 

 少数株主持分 △78,041千円 

 株式の取得価額 371,486千円 

 未払額 △12,861千円 

 新規連結子会社の現金及び現金同等物 △32,227千円 

 差引:新規連結子会社取得のための支出 326,397千円 

※２．　　　　――――――――――

３．当連結会計年度にポータル㈱より引き継いだ資産及び

負債の主な内訳は次のとおりであります。また、合併によ

り増加した資本準備金は394,106千円であります。
 流動資産 102,033千円 

 固定資産 1,718千円 

  資産計 103,752千円 

 流動負債 102,215千円 

  負債計 102,215千円 

３．　　　　――――――――――

４．　　　　――――――――――　  ４．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなく

なった会社の資産及び負債の主な内訳　

　株式の売却により㈱フォー・リンク・システムズが連

結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債

の内訳並びに㈱フォー・リンク・システムズの売却価額

と売却による収入は次のとおりであります。
 流動資産 254,575千円　

 固定資産　 265,189千円　

 のれん　 227,809千円　

 流動負債　 108,855千円　

 固定負債　 29,700千円　

 少数株主持分　 443,637千円　

 株式売却益　 9,380千円　

 ㈱フォー・リンク・システムズ売却価額

　

156,000千円　

 ㈱フォー・リンク・システムズ現金及び

 現金同等物　　

90,116千円　

 売却による収入　 65,883千円　
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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、

減損損失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、

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）

期末残高
相当額
（千円）

器具及び備品 44,345 11,029 33,316

車両 4,067 1,468 2,598

ソフトウェア 45,169 39,702 5,466

合計 93,581 52,200 41,381

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具及び備品 44,345 19,466 24,878

ソフトウェア 20,400 5,372 15,027

合計 64,745 24,839 39,906

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 11,173千円

１年超 31,435千円

合計 42,609千円

１年内 12,558千円

１年超 28,860千円

合計 41,419千円

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 15,743千円

減価償却費相当額 10,509千円

支払利息相当額 1,664千円

支払リース料 12,336千円

減価償却費相当額 11,277千円

支払利息相当額 1,343千円

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

２．　　―――――――――――― ２．オペレーティングリース取引

 　　未経過リース料

１年内 16,665千円

１年超 1,500千円

合計 18,165千円

 (減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

 (減損損失について)

同左
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（有価証券関係）

 １．その他有価証券で時価のあるもの  

区分

前連結会計年度

（平成19年3月31日）

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) 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

超えないもの

      

株式 ― ― ― 9,700 9,700 ―

合計 ― ― ― 9,700 9,700 ―

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容  

区分

前連結会計年度

（平成19年3月31日）

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) 連結貸借対照表計上額(千円)

 (１)その他有価証券   

非上場株式 32,750 0

合計 32,750 0

 (２)子会社株式及び関連会社株式   

関連会社株式 ― 282,998

合計 ― 282,998

（注）当連結会計年度において、有価証券について、23,049千円（その他有価証券で時価のある株式21,550千円、そ

の他有価証券で時価のない株式1,499千円）減損処理を行っております。

　　　なお、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っております。

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日）

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

（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日）

　　　　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）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

２．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

平成16年ストック

・オプション①

平成16年ストック

・オプション②

平成17年ストック

・オプション①

平成17年ストック

・オプション②

平成18年ストック

・オプション

付与対象者の

区分及び数
当社の従業員　　 21名

当社の取締役　　 4名

当社の監査役　　 1名

当社の従業員　　46名

当社の取締役　　 4名

当社の監査役　　 1名

当社の従業員　　39名

当社の取締役　　 4名

当社の監査役　　 3名

当社の従業員　　 3名

当社の従業員　　62名
当社の取締役　　 3名

当社の従業員　　44名

ストック・オプ

ション数(注)３
普通株式　536株 普通株式　656株 普通株式　536株 普通株式 1,020株 普通株式   257株 普通株式　 659株

付与日 平成14年８月26日 平成16年９月27日 平成16年９月27日 平成17年６月29日 平成17年７月15日 平成18年３月20日

権利確定条件 (注)１ (注)１ (注)１ (注)２ (注)２ (注)２

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間

平成14年９月１日から

平成19年８月31日まで

平成16年９月27日から

平成21年９月26日まで

　ただし会社が株式を証

券取引所又は店頭市場に

上場した日から６ヶ月を

経過した日までは行使で

きない

平成16年９月27日から

平成21年９月26日まで

　ただし会社が株式を証

券取引所又は店頭市場に

上場した日から１年を経

過した日までは行使でき

ない

平成19年７月１日から

平成24年６月30日まで

平成19年７月１日から

平成24年６月30日まで

平成19年７月１日から

平成24年６月30日まで

㈱フォー・リンク・

システムズ　第１回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第２回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第３回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第４回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第５回

ストック・オプション

付与対象者の

区分及び数

㈱フォー・リンク・システム

ズの取締役　　　　3名

㈱フォー・リンク・システム

ズの従業員　　　　8名

その他　　　　　　　2名

㈱フォー・リンク・システム

ズの取締役　　　　2名

㈱フォー・リンク・システム

ズの従業員　　　　7名

その他　　　　　　　4名

その他　　　　　　　1名

㈱フォー・リンク・システム

ズの取締役　　　　1名

㈱フォー・リンク・システム

ズの従業員　　　　4名

その他　　　　　　　2名

ネクステック㈱

ストック・オプ

ション数(注)４
普通株式　　500株 普通株式　　715株 普通株式　　150株 普通株式　　315株 普通株式　1,160株

付与日 平成14年10月21日 平成15年12月26日 平成16年６月30日 平成16年６月24日 平成17年12月13日

権利確定条件 (注)５ (注)５ 定めはありません。 (注)６ (注)７

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間
平成16年10月22日から

平成21年10月21日まで

平成16年10月22日から

平成21年10月21日まで

平成16年７月１日から

平成22年６月30日まで

平成18年７月１日から

平成23年６月30日まで

平成19年12月14日から

平成23年６月30日まで

㈱フォー・リンク・

システムズ　第６回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第７回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第８回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第９回

ストック・オプション

付与対象者の

区分及び数
ネクステック㈱

㈱フォー・リンク・システ

ムズの取締役　　　 2名

㈱フォー・リンク・システ

ムズの従業員　　　 8名

ネクステック㈱

㈱フォー・リンク・システ

ムズの取締役　　　 1名

㈱フォー・リンク・システ

ムズの従業員　　　 4名

ストック・オプ

ション数(注)４
普通株式　　370株 普通株式　　365株 普通株式　　365株 普通株式　　200株

付与日 平成17年12月13日 平成17年12月13日 平成18年7月31日 平成18年7月31日

権利確定条件 (注)７ (注)５ (注)７ (注)５

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間
平成19年12月14日から

平成29年12月13日まで

平成19年12月14日から

平成27年12月13日まで

平成20年６月17日から

平成28年６月16日まで

平成20年６月17日から

平成28年６月16日まで

（注)１．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の役員又は従業員であることを要します。また、権

利行使は、行使時において会社が株式を証券取引所又は店頭市場に上場している場合のみに限ります。

  ２．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の役員又は従業員であることを要します。
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  ３．平成15年11月１日付株式分割(株式１株につき２株)及び平成16年10月13日付株式分割(株式１株につき４株)によ

る分割後の株式数に換算して記載しております。

  ４．株式数に換算して記載しております。

  ５．新株予約権の割当を受けた役員又は従業員は、権利行使時においても㈱フォー・リンク・システムズの役員又は

従業員であることを要します。

  ６．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても㈱フォー・リンク・システムズの役員、従業員又は顧問

であることを要します。

  ７．当社と㈱フォー・リンク・システムズとの業務提携が解消されていないことを要します。

(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

平成16年ストック

・オプション①

平成16年ストック

・オプション②

平成17年ストック

・オプション①

平成17年ストック

・オプション②

平成18年ストック

・オプション

権利確定前（株）       

前連結会計年度末 － － － 1,020 216 659

付与 － － － － － －

失効 － － － － 28 26

権利確定 － － － － － －

未確定残 － － － 1,020 188 633

権利確定後（株）       

前連結会計年度末       

権利確定 112 68 396 － － －

権利行使 24 28 300 － － －

失効 － － 4 － － －

未行使残 88 40 92 － － －

㈱フォー・リンク・

システムズ　第１回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第２回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第３回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第４回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第５回

ストック・オプション

権利確定前（株）      

前連結会計年度末 － － － － 1,160

付与 － － － － －

失効 － － － － －

権利確定 － － － － －

未確定残 － － － － 1,160

権利確定後（株）      

前連結会計年度末      

権利確定 350 495 150 165 －

権利行使 － － － － －

失効 10 15 － － －

未行使残 340 480 150 165 －
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㈱フォー・リンク・

システムズ　第６回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第７回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第８回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第９回

ストック・オプション

権利確定前（株）     

前連結会計年度末 370 365 － －

付与 － － 365 200

失効 － 250 － 15

権利確定 － － － －

未確定残 370 115 365 185

権利確定後（株）     

前連結会計年度末     

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 － － － －

②　単価情報

平成14年ストック

・オプション

平成16年ストック

・オプション①

平成16年ストック

・オプション②

平成17年ストック

・オプション①

平成17年ストック

・オプション②

平成18年ストック

・オプション

権利行使価格(円) 2,500 20,000 20,000 1,244,250 1,244,250 1,157,835

行使時平均株価(円) 539,333 858,143 569,813 － － －

公正な評価単価

（付与日）(円)
－ － － － － －

㈱フォー・リンク・

システムズ　第１回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第２回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第３回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第４回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第５回

ストック・オプション

権利行使価格(円) 60,000 80,000 100,000 100,000 120,000

行使時平均株価(円) － － － － －

公正な評価単価

（付与日）(円)
－ － － － －

㈱フォー・リンク・

システムズ　第６回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第７回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第８回

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・

システムズ　第９回

ストック・オプション

権利行使価格(円) 120,000 120,000 120,000 120,000

行使時平均株価(円) － － － －

公正な評価単価

（付与日）(円)
－ － － －

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度における連結子会社の㈱フォー・リンク・システムズが平成18年７月31日に付与した第８回ス

トック・オプション及び第９回ストック・オプションについて、未公開企業であるため公正な評価単価を本源的

価値により算定しております。　なお、本源的価値は以下のとおりです。

①１株当たり評価方法及び１株当たりの評価額

ＤＣＦ法による評価額　　　120,000円

②新株予約権の行使価格　120,000円

　算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値はゼロとな

り、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
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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）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　　売上原価　　　　　　　　　5,900千円

　　　販売費及び一般管理費　　　6,568千円

２．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

平成16年ストック

・オプション①

平成16年ストック

・オプション②

付与対象者の

区分及び数
当社の従業員　　 21名

当社の取締役　　 4名

当社の監査役　　 1名

当社の従業員　　46名

当社の取締役　　 4名

当社の監査役　　 1名

当社の従業員　　39名

ストック・オプ

ション数(注)４
普通株式　536株 普通株式　656株 普通株式　536株

付与日 平成14年８月26日 平成16年９月27日 平成16年９月27日

権利確定条件 (注)１ (注)１ (注)１

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間

平成14年９月１日から

平成19年８月31日まで

平成16年９月27日から

平成21年９月26日まで

　ただし会社が株式を金融商

品取引所又は店頭市場に上場

した日から６ヶ月を経過した

日までは行使できない

平成16年９月27日から

平成21年９月26日まで

　ただし会社が株式を金融商

品取引所又は店頭市場に上場

した日から１年を経過した日

までは行使できない

平成17年ストック

・オプション①

平成17年ストック

・オプション②

平成18年ストック

・オプション

平成19年ストック

・オプション

付与対象者の

区分及び数

当社の取締役　　 4名

当社の監査役　　 3名

当社の従業員　　 3名

当社の従業員　　62名
当社の取締役　　 3名

当社の従業員　　44名

当社の取締役　　 ３名

当社の監査役　　 ４名

当社の従業員　　108名

ストック・オプ

ション数(注)４
普通株式 1,020株 普通株式   257株 普通株式　 659株 普通株式　 502株

付与日 平成17年６月29日 平成17年７月15日 平成18年３月20日 平成19年７月５日

権利確定条件 (注)２ (注)２ (注)２ (注)３

対象勤務期間 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。 定めはありません。

権利行使期間
平成19年７月１日から

平成24年６月30日まで

平成19年７月１日から

平成24年６月30日まで

平成19年７月１日から

平成24年６月30日まで

平成21年７月１日から

平成23年６月30日まで

（注)１．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の役員又は従業員であることを要します。また、権

利行使は、行使時において会社が株式を金融商品取引所又は店頭市場に上場している場合のみに限ります。

  ２．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の役員又は従業員であることを要します。

  ３．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社及び当社関係会社の役員又は従業員であることを要

します。

  ４．平成15年11月１日付株式分割(株式１株につき２株)及び平成16年10月13日付株式分割(株式１株につき４株)によ

る分割後の株式数に換算して記載しております。
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(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

平成16年

ストック・

オプション①

平成16年

ストック・

オプション②

平成17年

ストック・

オプション①

平成17年

ストック・

オプション②

平成18年

ストック・

オプション

平成19年

ストック・

オプション

権利確定前（株）        

前連結会計年度末 － － － 1,020 188 633 －

付与 － － － － － － 502

失効 － － － 40 18 28 67

権利確定 － － － 980 170 605 －

未確定残 － － － － － － 435

権利確定後（株）        

前連結会計年度末 88 40 92 － － － －

権利確定 － － － 980 170 605 －

権利行使 88 － 8 － － － －

失効 － － － 60 49 97 －

未行使残 － 40 84 920 121 508 －

②　単価情報

平成14年

ストック・

オプション

平成16年

ストック・

オプション①

平成16年

ストック・

オプション②

平成17年

ストック・

オプション①

平成17年

ストック・

オプション②

平成18年

ストック・

オプション

平成19年

ストック・

オプション

権利行使価格(円) 2,500 20,000 20,000 1,244,250 1,244,150 1,157,835 500,000

行使時平均株価(円) 299,091 － 200,500 － － － －

公正な評価単価

（付与日）(円)
－ － － － － － 89,062

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以

下のとおりであります。

①使用した評価技法　　ブラック・ショールズ式

②主な基礎数値及び見積方法

 平成19年ストック・オプション

株価変動性 　　（注）１ 62.16％

予想残存期間 　（注）２ 3.000年

予想配当 　　　（注）３ 0円／株

無リスク利子率 （注）４ 1.580％

　(注)１　平成17年３月16日～平成19年６月29日の週次株価に基づき算出しております。

　　　２　十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点に

　　　　　おいて行使されるものと推定して見積もっております。　

　　　３　平成19年３月期の配当実績によっております。

　　　４　予想残存期間に対応する国債の利回りであります。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　過去の退職による失効率を参考に、権利不確定による失効数を見積り算定しております。
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（企業結合等関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

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）

（パーチェス法適用関係）

ポータル㈱との企業結合 

１　企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称　　　　ポータル㈱

(2) 被取得企業の事業の内容　製造業向けデータコンサルティング

(3) 企業結合を行った主な理由

　　データクレンジング分野の強化のため

(4) 企業結合日

　  平成18年４月６日(株式交換)、平成18年6月30日(合併)

(5) 企業結合の法的形式

　　株式交換による完全子会社化及び当社との吸収合併

(6) 結合後企業の名称　　　ネクステック㈱（存続会社）

(7) 取得した議決権比率　　100％（株式交換時）

２　連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　自　平成18年４月１日　至　平成18年６月29日

３　取得企業の取得原価及びその内訳

 (1) 被取得企業の取得原価　395,606千円

 (2) 取得原価の内訳

　株式取得費用　394,106千円

　株式取得に直接要した支出額(デューデリジェンス費用)1,500千円

４　交付株式の内訳

 (1) 交換比率　普通株式 ネクステック㈱ 1：ポータル㈱ 0.013

 (2) 算定方法　中央青山PwCコンサルティング㈱に株式交換比率の算

定を依頼し、同社から提出された参考資料に基づきポータル㈱と協

議の上、算定

 (3) 交付株式数及びその評価額　332.86株　394,106千円

５　発生した負ののれんの金額等

 (1) 負ののれんの金額　47,272千円

 (2) 発生原因　ポータル㈱の今後の事業展開によって期待される将

来の収益力から、同社より引き継ぐ繰越欠損金から生ずる税効果を

控除したことにより発生

 (3) 償却方法及び償却期間　　負ののれんの償却については、5年間

で均等償却いたします。

６　企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な

内訳

　　(平成18年６月30日現在)

　　流動資産　　　　　102,033千円

　　固定資産　　　　　　1,718千円

　　資産計　　　　　　103,752千円

　　流動負債　　　　　102,215千円

　　負債計　　　　　　102,215千円

７　取得原価の配分

繰延税金資産等の項目において、連結財務諸表作成時点における

入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的な会計処理を行ってい

るため、取得原価の配分は完了しておりません。

該当事項はありません
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産   

  未払事業税否認 1,634 千円

  未払事業所税否認 1,175 千円

  商品評価損 4,069 千円

  仕掛品 128,308 千円

  貯蔵品 514 千円

  一括償却資産限度超過額 3,293 千円

  ソフトウェア仮勘定評価損 130,744 千円

繰越欠損金 455,543 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 16,732 千円

ソフトウェア 11,341 千円

その他 7,263 千円

　　　　計 760,621 千円

評価性引当額 △41,844 千円

繰延税金資産小計 718,777 千円

繰延税金負債   

  売掛金 △303,034 千円

繰延税金負債合計 △303,034 千円

繰延税金資産の純額 415,742 千円

繰延税金資産   

未払事業税否認 180 千円

未払事業所税否認 1,400 千円

商品 4,069  千円

新株予約権 1,304 千円

一括償却資産限度超過額 3,615 千円

関係会社株式評価損 192,748  千円

ソフトウェア評価損 100,707  千円

ソフトウェア仮勘定評価損 262,326  千円

貸倒引当金 120,035  千円

受注損失引当金 31,166  千円

事業所閉鎖損失引当金 6,541  千円

  繰越欠損金 712,431  千円

繰延税金資産合計 1,436,527 千円

評価性引当額 △1,371,079 千円

繰延税金資産の純額 65,448  千円

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法人税等の負担率

との差異の主な項目別の内訳

    税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を

省略しております。

法定実効税率 40.7 ％ 

（調整）   

のれん償却額 7.0  

負ののれん償却額 △3.4  

交際費等永久に損金に算入されない

項目
25.0  

繰越欠損金 △10.5  

その他 1.9  

税効果会計適用後の法人税の負担率 60.7  
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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４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１

日　至　平成20年３月31日）

  当社グループは製造業特化型ソリューションサービスベンダーとして、同一セグメントに属するグランドデザ

イン、データマネジメント、情報（IT）システム構築（開発・導入・運用）等のプロフェッショナルサービスを

行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報

 前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

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

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）

 
日本

(千円)

アジア

(千円)

計

(千円)

消去又は全社 

(千円)

連結 

(千円)

 Ⅰ　売上高      

 (1)外部顧客に対する売上高 1,494,166 320,850 1,815,017 － 1,815,017

 (2)セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
8,820 185,546 194,366 △194,366 －

 計 1,502,986 506,396 2,009,383 △194,366 1,815,017

 営業費用 2,208,629 619,209 2,827,839 △126,385 2,701,454

 営業利益 △705,642 △112,812 △818,455 △67,981 △886,437

 Ⅱ　資産 1,789,350 350,343 2,139,694 915,052 3,054,747

 　(注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　 ２．日本以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　 　アジア・・・中国（香港含む）

　　　 ３．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972,327千円であり、その主なものは、

　　　　　 当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門にかかる資産であります。

ｃ．海外売上高

 前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。

 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）

 アジア

Ⅰ　海外売上高（千円） 320,850

Ⅱ　連結売上高（千円） 1,815,017

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 17.7

  (注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　アジア・・・中国（香港含む）

　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日）

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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 99,926円37銭

１株当たり当期純利益金額 646円74銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
634円36銭

１株当たり純資産額 △65,289円85銭

１株当たり当期純損失金額 △165,168円03銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後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。

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額（△）

　当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 10,042 △2,590,825

　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

　又は当期純損失(△)（千円）
10,042 △2,590,825

　期中平均株式数（株） 15,535 15,686

   

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） － －

（うち支払利息（税額相当額控除後））  (－)  (－)

　普通株式増加数（株） 303 －

（うち新株予約権）  (303)  (－)

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

ストック・オプション　６種類

新株予約権の数　     1,841個

(普通株式　     　　 1,841株)

ストック・オプション　 ６種類

新株予約権の数　      2,015個

(普通株式　     　　  2,108株)
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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）

(子会社の設立)

　当社は、平成19年3月26日開催の取締役会において、当社51%出資に

よる子会社を設立することを決議しました。

（1）子会社設立の目的

　当社は、製造業専門のコンサルティング会社として、業務改革グラ

ンドデザインからシステム開発・導入、ソフトウェア開発・販売まで、

PLMソリューションサービスを提供しておりますが、現在、顧客のニー

ズがデータクレンジングサービスやデータメンテナンスといったシス

テムの運用・保守領域まで拡大してきているため、当社のサービスラ

イン拡大のため、同サービス領域における専門メンバーを迎え、共同

出資にて子会社を設立するに至りました。

 （2）子会社の概要

①商号　ネクステックウェイブ㈱

②設立年月　平成19年4月2日

③本店所在地　東京都港区港南二丁目16番1号

④代表者名　首藤　晴美

⑤資本金　20,000千円

⑥大株主

ネクステック㈱　　　　51%

首藤　晴美　　　　　　29% 

⑦主な事業内容　データマネジメント、システム運用デザイン、デー

タクレンジング

⑧決算期　3月

⑨当社との人的関係

　取締役1名及び監査役1名はネクステック㈱役員が兼務いたします。

(子会社の設立)

当社の連結子会社である金河科技有限公司（香港）は、平成19年4月6

日に90%出資による子会社を設立しました。

（1）子会社設立の目的

　当社は、開発リソースを安定確保し開発を内包化することで、コス

ト削減や開発スピードの加速化、ソリューションレベル向上を図る目

的で、中国企業と資本提携を行い、中国展開を本格化させましたが、

現地のシステム開発会社と共同で合弁会社を設立し中国における当社

グループのシステム開発機能を強化させることにいたしました。

 （2）子会社の概要

①商号　北京力思泰信息技術有限公司

②設立年月　平成19年4月6日

③本店所在地　Jiuxianqiao Road, Beijing, P.R.C(中国北京市)

④代表者名　孫　国健

⑤資本金　20万USドル

⑥大株主

金河科技有限公司　90%

北京思特亦源技術開発有限公司　10% 

⑦主な事業内容　コンピュータソフトウェアの開発、設計、制作、

ネットワークシステムの開発、自社生産製品の販売及びアフターサー

ビスの提供、関連技術コンサルティング及び技術サービス

⑧決算期　12月

⑨当社との人的関係

　なし

――――――――――――
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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）

（子会社株式の売却）

平成19年4月9日開催の取締役会において、当社子会社である㈱フォー・

リンク・システムズの株式の一部の譲渡契約を締結することを決議し

ました。

(1）譲渡の理由：業務提携を含めた連携強化の為

(2）当該子会社の概要

・商号　　：㈱フォー・リンク・システムズ

・事業内容：3次元CADの教育コンサルティング、教育システム及びコ

ンテンツの開発、販売

(3）譲渡の日程：平成19年4月12日

(4）当該子会社株式の売却に関する内容

①譲渡先：三菱UFJキャピタル㈱

②譲渡株数：1,200株

          （発行済株式数（議決権総数）に対する割合　17.68％）

③譲渡金額：156,000千円

④売却後の持分比率：33.1％

⑤関係会社株式売却益：9,380千円

（資金の借入）

平成19年4月19日に、㈱りそな銀行より450,000千円の資金の借入(長

期借入金)を行っております。

(1）利率：1.94％

(2）最終返済期限：平成24年2月29日

(3）資金の使途：子会社向け増資資金

（ストック・オプション）

当社は平成19年６月26日開催の定時株主総会において、会社法第236

条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社関係会社の取

締役、監査役、執行役員及び従業員に対し特に有利な条件をもってス

トック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当

社取締役会に委任することを決議いたしました。

なお、ストック・オプション制度の詳細は、「４ 提出会社の状況 1．

株式等の状況 (8）ストックオプション制度の内容」に記載しており

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  166,245  232,951    

２．売掛金  ※１  1,143,930  439,062    

３．仕掛品  38,988  735,994    

４．貯蔵品  4,613  6,986    

５．前渡金  －  206,325    

６．前払費用  21,493  26,816    

７．短期貸付金  ※１  －  85,000    

８．繰延税金資産  －  65,448    

９．未収入金   55,430  23,290    

10．その他  2,903  18,306    

流動資産合計  1,433,605 39.9  1,840,183 74.1 406,577

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

（１）建物 110,177   110,177    

減価償却累計額 23,821 86,355  37,159 73,018   

（２）器具及び備品 66,069   65,583    

減価償却累計額 34,538 31,530  44,372 21,211   

有形固定資産合計  117,886 3.3  94,229 3.8 △23,657

２．無形固定資産        

（１）商標権  2,923   2,563   

（２）ソフトウェア  146,296   85,831   

（３）ソフトウェア仮勘定  284,558   2,797   

（４）その他  397   397   

無形固定資産合計  434,175 12.1  91,588 3.7 △342,586

３．投資その他の資産        

（１）投資有価証券  32,750   9,700   

（２）関係会社株式  914,000   306,499   

（３）関係会社長期貸付金   －   295,000   

（４）長期前払費用  3,306   2,234   

（５）繰延税金資産  515,939   －   

（６）敷金保証金  140,179   140,179   

　　　貸倒引当金  －   △295,000   

投資その他の資産合計  1,606,174 44.7  458,613 18.4 △1,147,561

固定資産合計  2,158,237 60.1  644,431 25.9 △1,513,805

資産合計  3,591,842 100.0  2,484,614 100.0 △1,107,227
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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）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  ※１  142,919   61,139   

２．短期借入金   1,000,000   1,600,000   

３．１年内返済予定長期
　　借入金

 228,000   356,000   

３．１年内償還予定社債  ―   133,600   

４．未払金  43,198   41,777   

５．未払費用  21,100   18,556   

６．未払法人税等  2,915   1,394   

７．未払消費税等  12,534   ―   

８．前受金  10,982   610,989   

９．預り金  16,088   10,677   

10. 繰延税金負債  111,731   ―   

11．受注損失引当金  ―   76,595   

12．事業所閉鎖損失引当金  ―   16,077   

13．その他  9,800   ―   

流動負債合計  1,599,271 44.6  2,926,807 117.8 1,327,535

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金  344,000   536,000   

２．社債  ―   266,400   

３．負ののれん  37,818   28,363   

 固定負債合計  381,818 10.6  830,763 33.4 448,945

負債合計  1,981,089 55.2  3,757,570 151.2 1,776,481

       

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   402,790 11.2  402,980 16.2 190

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  844,996   845,186    

資本剰余金合計   844,996 23.5  845,186 34.0 190

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  368,730   △2,526,642    

利益剰余金合計   368,730 10.3  △2,526,642 △101.6 △2,895,372

４．自己株式   △5,763 △0.2  △6,948 △0.3 △1,185

株主資本合計   1,610,753 44.8  △1,285,424 △51.7 △2,896,177

Ⅱ　新株予約権   ― ―  12,468 0.5 12,468

純資産合計   1,610,753 44.8  △1,272,956 △51.2 △2,883,709

負債純資産合計   3,591,842 100.0  2,484,614 100.0 △1,107,227
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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   2,598,901 100.0  1,389,246 100.0 △1,209,655

Ⅱ　売上原価   1,337,363 51.5  1,110,386 79.9 △226,976

売上総利益   1,261,538 48.5  278,859 20.1 △982,679

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．販売促進費  47,924   61,639    

２．役員報酬  48,055   61,535    

３．給与手当  250,995   314,334    

４．法定福利費  29,749   38,472    

５．採用費  86,568   110,743    

６．事務用消耗品費  24,637   19,570    

７．賃借料  104,433   104,957    

８．減価償却費  22,918   27,721    

９．旅費交通費  42,345   51,354    

10．通信費  11,381   19,928    

11．業務委託費  41,468   46,432    

12．支払報酬手数料  17,825   18,501    

13．その他  97,878 826,181 31.8 83,361 958,552 69.0 132,371

営業利益又は
営業損失(△)

  435,357 16.7  △679,693 △48.9 △1,115,050
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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 ※１ 468   3,518    

２．印税収入  2,797   －    

３. 負ののれん償却  7,073   9,454    

４．受取手数料  －   3,950    

５．業務受託料 ※１ －   2,500    

６．その他  1,714 12,054 0.5 2,769 22,194 1.6 10,139

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  15,472   32,156    

２．貸倒引当金繰入額 ※１ －   295,000    

３．その他  788 16,260 0.6 10,194 337,351 24.3 321,090

経常利益又は
経常損失(△)

  431,151 16.6  △994,850 △71.6 △1,426,002

Ⅵ　特別利益         

１．関係会社株式売却益  － － － 12,000 12,000 0.8 12,000

Ⅶ　特別損失         

１．関係会社株式評価損  －   473,700    

２．ソフトウェア評価損  －   296,704    

３．ソフトウェア仮勘定 
    評価損 

 321,318   323,377    

４．契約変更損  －   439,806    

５．その他   10,000 331,318 12.8 39,225 1,572,813 113.2 1,241,495

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)

  99,833 3.8  △2,555,664 △184.0 △2,655,497

法人税、住民税及び
事業税

 704   950    

法人税等調整額  66,443 67,148 2.5 338,758 339,708 24.4 272,559

当期純利益又は
当期純損失(△)

  32,684 1.3  △2,895,372 △208.4 △2,928,057
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売上原価明細書

  
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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　労務費  493,099 31.3 656,301 37.4 163,202

Ⅱ　外注費  905,148 57.4 794,305 45.2 △110,843

Ⅲ　経費 ※２ 178,806 11.3 305,655 17.4 126,849

当期総製造費用  1,577,054 100.0 1,756,261 100.0 179,207

期首仕掛品たな卸高  －  38,988  38,988

契約変更損に伴う調整額  －  332,920  332,920

合計  1,577,054  2,128,169  551,115

期末仕掛品たな卸高  38,988  735,994  697,006

他勘定振替高 ※３ 281,430  366,063  84,633

当期製品製造原価  1,256,635  1,026,112  △230,524

期首商品たな卸高  10,000  －  △10,000

当期商品仕入高  7,353  8,600  1,247

合計  17,353  8,600  △8,753

期末商品たな卸高  －  －  －

他勘定振替高 ※４ 10,000  －  △10,000

    差引計  7,353  8,600  1,247

ソフトウェア減価償却費  73,373  75,674  2,301

売上原価  1,337,363  1,110,386  △226,977

（脚注）

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．原価計算の方法は実際原価による個別原価計算によっ

ております。

１．同左

※２．経費の内訳は次のとおりであります。 ※２．経費の内訳は次のとおりであります。

地代家賃 67,872 千円

減価償却費 19,506 千円

旅費交通費 48,395 千円

通信費 11,350 千円

その他 31,681 千円

計 178,806 千円

地代家賃 76,962 千円

減価償却費 14,113 千円

旅費交通費 74,401 千円

通信費 15,520 千円

受注損失引当金繰入額 76,595 千円

その他 48,060 千円

計 305,655 千円

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定 281,430 千円

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定 366,063 千円

※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※４．　　　　　――――――――――

商品評価損 10,000 千円
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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

純資産合計
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

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 399,480 447,580 336,045 － 1,183,105 1,183,105

当事業年度中の変動額

新株の発行 3,310 3,310 － － 6,620 6,620

当期純利益 － － 32,684 － 32,684 32,684

自己株式の取得 － － － △5,763 △5,763 △5,763

株式交換 － 394,106 － － 394,106 394,106

当事業年度中の変動額合計（千円） 3,310 397,416 32,684 △5,763 427,647 427,647

平成19年３月31日　残高（千円） 402,790 844,996 368,730 △5,763 1,610,753 1,610,753

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

新株予約権 純資産合計
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
利益剰余金

繰越
利益剰余金

平成19年３月31日　残高（千円） 402,790 844,996 368,730 △5,763 1,610,753 － 1,610,753

当事業年度中の変動額

新株の発行 190 190 － － 380 － 380

当期純損失 － － △2,895,372 － △2,895,372 － △2,895,372

自己株式の取得 － － － △1,185 △1,185 － △1,185

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額(純額）
－ － － － － 12,468 12,468

当事業年度中の変動額合計（千円） 190 190 △2,895,372 △1,185 △2,896,177 12,468 △2,883,709

平成20年３月31日　残高（千円） 402,980 845,186 △2,526,642 △6,948 △1,285,424 12,468 △1,272,956

－ 46 －



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）

 ――――――――――

 

 

　当社は、当事業年度において、679,693千円の重要な営

業損失および994,850千円の重要な経常損失、並びに

1,572,813千円の特別損失の発生により、2,895,372千円の

当期純損失を計上した結果、1,272,956千円の債務超過に

なっております。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。

　

 当社の当事業年度における重要な営業損失および経常損

失は、①ソフトウェア販売において販売計画が未達であっ

たこと、②一部プロジェクトおいて、契約の見直しを行っ

たこと等によるものであります。

 ①のソフトウェア販売につきましては販売計画の見直し

を行うこと等により620,081千円を、②のプロジェクト契

約の見直しにより439,806千円を、特別損失に計上致しま

した。

 これに加えて、中国の連結子会社における収益計画の未

達に伴い、関係会社株式評価損473,700千円を特別損失に

計上致しました。

 当社は、当該状況を解消すべく以下の施策を進めており

ます。

１． 資金面における施策

① 債務超過の解消

債務超過を解消すべく、資本の増強を予定しており、当期

純利益による純資産の回復と併せて、今期中の解消を見込

んでおります。

２． 今期以降の利益回復を実現させる施策

① プロジェクトの品質管理体制の強化

契約期間・契約形態など受注方法を見直し、品質管理の徹

底を図ります。

② コスト削減

販売促進費の抑制等、経費の削減に努めます。

 

 当財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

記のような重要な疑義の影響を当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

(1）子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

　　・ ―──────

(2）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。

・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

(1）商品

総平均法による原価法を採用しております。

(1）商品

同左

(2）仕掛品

個別法による原価法を採用しております。

(2）仕掛品

同左

(3）貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

(3）貯蔵品

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　　　　　　　８～18年

器具及び備品　　　４～８年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

　　 定額法によっております。

なお、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

収益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

い金額を計上しております。

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

によっております。

(2) 無形固定資産

同左

（3）長期前払費用

均等償却によっております。

（3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 （1）株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

（1）株式交付費

同左

（2）───── （2）社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。 

５．引当金の計上基準 （1）───── （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、回収不能見込額を計上しており

ます。

（2）───── （2）受注損失引当金

受注案件に係る将来の損失に備えるため、当

事業年度末における受注案件のうち、損失の

発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に

見積ることができるものについて、その損失

見込額を計上しております。

（3）───── （3）事業所閉鎖損失引当金

事業所の閉鎖に伴い、発生が見込まれる原状

回復費用・固定資産除却損等について合理的

な見積額を計上しております。
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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）

６．収益及び費用の計上基準 　収益及び費用の計上は、原則として検収基準に

よっております。ただし、作業期間が６ヶ月超、

かつ、受注金額が５千万円以上で、収益及び費用

の見積りが可能なプロジェクトについては、進行

基準を採用しております。

同左

７．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

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）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）   ─────────

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月９日)

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月

９日)を適用しております。これまでの「資本の部」の合

計に相当する金額は1,610,753千円であります。なお、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、財

務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。

（企業結合に係る会計基準等）   ─────────

 当事業年度より、「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「事業分離等に関する会計

基準」(企業会計基準第７号 平成17年12月27日)並びに「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18年12月

22日)を適用しております。

（繰延資産の会計基準に関する当面の取扱い）   ─────────

 当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（実務対応報告第19号 平成18年8月11日）を適用

しております。

 これに伴い、前事業年度において営業外費用の内訳とし

て表示しております「新株発行費」については「株式交付

費」（当事業年度は788千円）とし、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いたしました。

  ───────── （減価償却方法の変更）

　当事業年度から、法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産の減価償却方法について

は、改正後の法人税法に基づく方法に変更しておりま

す。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

表示方法の変更

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）

 （貸借対照表）

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収入金」は、当期において資産の総額の100分の

１を超えたため区分掲記しました。

 なお、前期末の「未収入金」は25,091千円であります。

─────────
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追加情報

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）

───────── 当事業年度より、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。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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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．関係会社に対する資産・負債

　　　各科目に含まれている関係会社に対するものは次

　　　のとおりであります。

売掛金　　　　　　　　　　　 74,069千円

※１．関係会社に対する資産・負債

　　　各科目に含まれている関係会社に対するものは次

　　　のとおりであります。

売掛金　　　　　　　　　　　26,343千円

短期貸付金　　　　　　　　  85,000千円

買掛金　　　　　　　　　　　26,268千円

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため銀行　

４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

 当座貸越限度額の総額 2,500,000 千円

 借入実行残高 1,000,000 千円 

 差引額 1,500,000 千円 

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため銀行　

４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

 当座貸越限度額の総額 2,300,000 千円

 借入実行残高 1,600,000 千円 

 差引額 700,000 千円 

　３．偶発債務

当社商標に関し、平成20年3月31日付けをもってネクステッ

クス・コンサルティング㈱より商標侵害にもとづく損害賠

償訴訟(損害賠償請求額10,000千円の一部請求)を提起され

ております。なお、当社としてはこのような訴訟を受ける

根拠はないものと判断し現在係争中ですが、訴訟の結果に

よっては、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。 

（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．　　　　　──────── ※１．関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

ております。

　　　　受取利息　　　　　　　　　2,689千円

　　　　業務受託料　　　　　　　　2,500千円

　　　　貸倒引当金繰入額　　　　295,000千円

（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）

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 － 11.01 － 11.01

合計 － 11.01 － 11.01

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

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
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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 11.01 3.80 － 14.81

合計 11.01 3.80 － 14.81

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取り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、

減損損失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、

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）

期末残高
相当額
（千円）

器具及び備品 44,345 11,029 33,316

ソフトウェア 45,169 39,702 5,466

合計 89,514 50,731 38,782

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額

（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具及び備品 44,345 19,466 24,878

ソフトウェア 20,400 5,372 15,027

合計 64,745 24,839 39,906

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 9,818千円

１年超 30,192千円

合計 40,010千円

１年内 12,558千円

１年超 28,860千円

合計 41,419千円

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 15,029千円

減価償却費相当額 10,102千円

支払利息相当額 1,357千円

支払リース料 12,336千円

減価償却費相当額 11,277千円

支払利息相当額 1,343千円

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

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

　前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20年３月31日）における子会社株式で時価のあるもの

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）

　　　　（パーチェス法適用関係）

　　　　当事業年度における「企業結合会計（パーチェス法適用関係）」については、連結財務諸表における注記事項

        として記載しておりますので、財務諸表における注記事項としては記載しておりません。

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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（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   

未払事業税否認 1,007 千円

未払事業所税否認 1,175 千円

商品評価損 4,069  千円

仕掛品 128,308 千円

貯蔵品 514 千円

一括償却資産限度超過額 3,293 千円

ソフトウェア仮勘定評価損 130,744  千円

  繰越欠損金 438,128  千円

繰延税金資産合計 707,241 千円

繰延税金負債   

  売掛金 △303,034  千円

繰延税金負債合計 △303,034  千円

繰延税金資産の純額 404,207  千円

繰延税金資産   

未払事業税否認 180 千円

未払事業所税否認 1,400 千円

商品 4,069  千円

新株予約権 1,304 千円

一括償却資産限度超過額 3,615 千円

関係会社株式評価損 192,748  千円

ソフトウェア評価損 100,707  千円

ソフトウェア仮勘定評価損 262,326  千円

貸倒引当金 120,035  千円

受注損失引当金 31,166  千円

事業所閉鎖損失引当金 6,541  千円

  繰越欠損金 712,431  千円

繰延税金資産合計 1,436,527 千円

評価性引当額 △1,371,079 千円

繰延税金資産の純額 65,448  千円

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 27.2

負ののれん償却額 △2.9

寄付金の損金不算入額 1.1

その他 1.2

税効果会計適用後の法人税の負担率 67.3

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

との差異の主な項目別の内訳

    税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略し

ております。
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（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 103,108円98銭

１株当たり当期純利益金額 2,104円90銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
2,064円62銭

１株当たり純資産額 △81,800円98銭

１株当たり当期純損失金額 △184,583円24銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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）

１株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額（△）
  

　当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 32,684 △2,895,372

　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

　又は当期純損失(△)（千円）
32,684 △2,895,372

　期中平均株式数（株） 15,535 15,686

   

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） ― ―

（うち支払利息（税額相当額控除後）） (―) (―) 

　普通株式増加数（株） 303 ―

（うち新株予約権）  (303) (―)

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

ストック・オプション　６種類

新株予約権の数　　　 1,841個

(普通株式　　　　　　1,841株)

ストック・オプション　６種類

新株予約権の数　　　 2,015個

(普通株式　　　　　　2,108株)
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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）

(子会社の設立)

当社は、平成19年3月26日開催の取締役会において、当社51%出資によ

る子会社を設立することを決議しました。

（1）子会社設立の目的

当社は、製造業専門のコンサルティング会社として、業務改革グランド

デザインからシステム開発・導入、ソフトウェア開発・販売まで、PLM

ソリューションサービスを提供しておりますが、現在、顧客のニーズが

データクレンジングサービスやデータメンテナンスといったシステムの

運用・保守領域まで拡大してきているため、当社のサービスライン拡大

のため、同サービス領域における専門メンバーを迎え、共同出資にて子

会社を設立するに至りました。

 （2）子会社の概要

①商号　ネクステックウェイブ㈱

②設立年月　平成19年4月2日

③本店所在地　東京都港区港南二丁目16番1号

④代表者名　首藤　晴美

⑤資本金　20,000千円

⑥大株主

ネクステック㈱　　　　51%

首藤　晴美　　　　　　29% 

⑦主な事業内容　データマネジメント、システム運用デザイン、デー

タクレンジング

⑧決算期　3月

⑨当社との人的関係

　取締役1名及び監査役1名はネクステック㈱役員が兼務いたします。

─────────

（子会社株式の売却）

平成19年4月9日開催の取締役会において、当社子会社である㈱フォー・

リンク・システムズの株式の一部の譲渡契約を締結することを決議し

ました。

(1）譲渡の理由：業務提携を含めた連携強化の為

(2）当該子会社の概要

・商号　　：㈱フォー・リンク・システムズ

・事業内容：3次元CADの教育コンサルティング、教育システム及びコ

ンテンツの開発、販売

(3）譲渡の日程：平成19年4月23日

(4）当該子会社株式の売却に関する内容

①譲渡先：三菱UFJキャピタル㈱

②譲渡株数：1,200株

　　　　（発行済株式数（議決権総数）に対する割合 17.68％）

③譲渡金額：156,000千円

④売却後の持分比率：33.14％

⑤関係会社株式売却益：12,000千円

（資金の借入）

平成19年4月19日に、㈱りそな銀行より450,000千円の資金の借入(長期

借入金)を行っております。

(1）利率：1.94％

(2）最終返済期限：平成24年2月29日

(3）資金の使途：子会社向け増資資金
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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）

（ストック・オプション）

当社は平成19年６月26日開催の定時株主総会において、会社法第236条、

第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役、

監査役、執行役員及び従業員に対し特に有利な条件をもってストック・

オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役

会に委任することを決議いたしました。

なお、ストック・オプション制度の詳細は、「４ 提出会社の状況 1．

株式等の状況 (8）ストックオプション制度の内容」に記載しておりま

す。
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