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4. � �その他 
(1) �重要な会計方針の変更 

(2) �発行済株式数（普通株式） 

① �会計基準等の改正に伴う変更 無
② �①以外の変更 無

① �期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年2月期 � 16,364株 20年2月期 � 16,364株
② �期末自己株式数 21年2月期 � ―株 20年2月期 � ―株

※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本資料の３ページを参照して下さい。 

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当事業年度におけるわが国の経済状況は、米国に端を発する世界的な金融危機の拡大による株式市場の低迷や不安定

な為替市場、および原材料価格の乱高下等の影響により、企業収益や雇用情勢の悪化が著しく、先行きは依然不透明な

状況にあります。

　このような環境のもと、インターネットビジネス市場は、総務省発表のブロードバンドサービス契約数が平成20年12

月末で3,011万と同年９月末比35万増加しており、拡大基調が続いております。

　また、平成20年４月に総務省の推進する「ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度」が開始されるなど、企業

や地方自治体の生産性向上のために、コスト、業務プロセスなどの削減効果が見込めるASP・SaaSの普及促進が期待され

ています。

　一方で、迷惑メールに対する規制強化を目的として、平成20年12月１日に「特定電子メールの送信の適正化等に関す

る法律」および「特定商取引に関する法律」の改正法が施行されるなど、電子メール送信環境の適正化がより一層求め

られる状況となっております。

　このような状況の中、当社は、スパイラル・メッセージングプレース(R)において、お客様の要望を基に新機能を強化

いたしました。上記改正法に対応した「オプトイン記録保管サービス」や、「個人情報閲覧不可ID」、給与明細書の発

行に係るコスト削減を実現する「給与明細書電子化サービス」の提供を開始するなど、お客様の操作性向上やセキュリ

ティ対策の強化、利用シーンの拡充に努めてまいりました。これによって、新規顧客の獲得や既存顧客との取引拡大へ

と繋げることができました。

　この他、世界が低炭素社会を目指す中、当社ではグリーンIT基本方針を制定し、スパイラル・メッセージングプレー

ス(R)が、自社サーバー導入型と比較してCO2排出量93%の削減効果を実証するなど、地球環境保全と事業活動との調和に

取り組んでまいりました。

　以上の結果、平成21年２月28日時点における有効アカウント数は、前期末1,108件より254件増加し、1,362件となりま

した。当社平成21年２月期の状況につきましては、売上高は1,034百万円（前年同期比21.1%増）、営業利益は251百万円

（前年同期比並）、経常利益は252百万円（前年同期比並）、当期純利益は146百万円（前年同期比0.7%減）となりまし

た。

 

  〔次期の見通し〕

　次期（平成22年２月期）につきましては、持続的な業容拡大を目指し、１）サービス競争力の強化、２）適材適所を

軸とした執行役員体制の拡充、３）機動力を増進する組織のシンプル化、を進め、組織体制の強化及び生産性の向上を

図って参ります。 　 

　また、４月の新卒新入社員約18名の増員、本店事務所拡張に伴う改装、社員成長プログラムの稼動、ならびにサービ

ス認知の向上を目的とした広告宣伝、販売促進の拡大など、引き続き将来の業容拡大に備えた先行投資を行って参りま

す。 

　新規営業拠点の設置につきましては、現時点においては未定であります。社員の育成を優先し、マネジメント体制の

充実を見極めながら引き続き実施時期を検討して参ります。 

　有効アカウント数につきましては、以上の体制強化の方針に基づく新規顧客の開拓と既存顧客の満足度向上のための

施策を展開し、純増数の拡大に努めて参ります。純増数の目標を262件（対前期比約3.1％増）、期末残高の目標を1,624

件（対前期比約19.2％増）と設定しております。 

　研究開発活動につきましては、既存サービスの機能強化に関する研究開発、および新サービスのソフトウエアに関す

る研究開発を進めて参ります。研究開発費は、前期比約24百万円増の93百万円（対前期比約35.3％増）を見込んでおり

ます。 

　以上の積極的な投資により、次期の業績の見通しにつきましては、売上高1,200百万円（対前期比約16.0％増）、営業

利益230百万円（対前期比約8.4％減）、経常利益230百万円（対前期比8.8％減）、当期純利益136百万円（対前期比約

6.9％減）を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

　当事業年度末における総資産は、事務所の借り増しに伴う差入保証金の増加12百万円、現金及び預金の増加141百万円

等により、前事業年度末比で177百万円増加し、1,059百万円となっております。負債につきましては、前事業年度末比

で26百万円増加し、162百万円となっております。負債の変動の主な要因は未払費用の増加19百万円、未払消費税等の増

加6百万円、繰延税金負債の減少5百万円であります。以上により、純資産は前事業年度末比で151百万円増加し、897百

万円となっております。

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べ141百万円増加し、817百万

円となりました。各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、税引前当期純利益252百万円の計上、未払費用の増加19百万円、

法人税等の支払額114百万円等により168百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における投資活動の結果支出した資金は、本店事務所の改装等による固定資産の取得による支出12百万円

および、事務所の借り増しに伴う敷金保証金の支出12百万円等により27百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度における財務活動の結果取得した資金はございません。

(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、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと位置付けております。

  しかしながら、最近の不透明な経済状況におきましては、単一のサービスに依存した収益基盤、且つ、売上、収益の

規模も小さい当社は、人材の確保・育成、拠点設置等に伴う運転資金や設備投資、研究　開発投資その他今後の成長に

必要な投資を継続し、また今後の成長のための投資機会に備えるために、当面は内部留保の充実を優先させていただき、

一層の業績向上に努めたいと考えております。

 

(4）事業等のリスク

　当社の事業の状況及び経理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及

びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を以下に記載しております。

　当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありま

すが、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本資料中の本項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ております。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本資料発表日現在において当社が独自に判

断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

　また、以下の記載は、当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご留意くださ

い。

 

１）事業環境悪化リスク

① 特定サービスへの依存によるリスク

　当社は、ＡＳＰサービス「スパイラル・メッセージングプレース(R)」（以下、「当サービス」という）の提供を主な

事業内容としており、平成21年２月末日における全売上高が当サービス及び附帯サービスによるものであります。

　当サービスでは、クライアントが顧客リスト等の重要な情報資産を登録し、その登録された情報資産に対して電子メー

ル等による情報配信を行うためのソフトウェアを提供しています。このように、法人または個人事業者が当サービスを

活用することが当社の成長の基本的な前提条件であると考えております。

　しかしながら、予測不能な何らかの技術革新や社会情勢の変化等が、法人または個人事業者に対する当サービスの普

及促進の妨げとなり、当社の事業および業績に影響を与える可能性があります。

② 技術革新によるリスク

　インターネット業界においては絶え間なく技術革新が起こっており、各事業者が自身の持つ技術優位性及び販売価格

を維持し続けるためには、常に既存製品の機能強化版の投入または新しい切り口での新サービスを開発・導入していく

必要があります。

　しかしながら、機能強化版または新製品が市場動向・ニーズに合わない場合、機能強化版または新製品の開発に時間

を要することによって市場投入が遅延した場合、あるいは販売担当者やサポート担当者の知識・経験レベルが技術革新

に追いつかず、運用体制に支障を来たす場合等、当社のサービスがクライアントからの要請に適わない状況が発生した

場合には、当社の事業および業績に影響を与える可能性があります。

③ 競合との競争激化によるリスク

　当サービスは、技術的な障壁は必ずしも高いものとは言えず、資金力、ブランド力を有する大手企業をはじめとする

競合他社等によって類似したサービスが開発され、競争が一層激化した場合には、当社の財政状態及び経営成績に悪影

響を与える可能性があります。また、インターネット業界の技術革新や新規参入等により、全く新しいコンセプト及び

技術を活用した画期的なサービスが開発された場合、当社の事業および業績に悪影響を与える可能性があります。

④ サービス価格の改定によるリスク

　当社は、当サービスの更なる普及拡大を図るにあたり、競争力を維持または強化する為に、やむを得ず当サービスの

価格を引き下げる可能性があります。当サービス価格の改定が既存取引に影響を与え、当社の業績に影響を与える可能

性があります。
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⑤ 法令等改定によるリスク

　現在、日本国内においてインターネットに関連する主要な法規制には電気通信事業法があります。当社は電気通信事

業を営んでおります。したがって、当社は、電気通信事業者の届出をしております。(届出番号A-13-4621)

　また、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」は電子メールの送信者に対し、「特定商取引に関する法律」

はインターネット上の販売業者に対し、受信者の同意を得ていない広告・宣伝メールの送信を制限し、氏名・住所、メー

ルアドレス等連絡先の表示を義務づけております。当社のサービスを利用するクライアントはこれらの法規制の影響を

受けており、「スパイラル・メッセージングプレース利用規約」(以下、「利用規約」という)においてこれらの遵守を

義務づけ、これに違反する場合、配信停止等の措置をとれること等のリスク対策をとっております。

　その他、当社事業を規制する法律として、ホームページや掲示板など不特定多数の人が閲覧可能なネット上に、問題

情報が発信された場合、仲介的立場におかれたプロバイダーの責任の制限等を定めた「特定電気通信役務提供者の損害

賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」（プロバイダー責任制限法）があります。

　電気通信事業法、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及

び発信者情報の開示に関する法律に基づく制限等や法令が変更された場合、当社の事業および業績に影響を与える可能

性があります。

 

２） 業績悪化リスク

① ＳＬＡ（サービスレベルアグリーメント）賠償適用によるリスク

　当社は、当サービスの月間の稼働時間(操作画面、登録機能及び配信機能のいずれかの機能が停止せずに稼動した時

間)及び一定時間あたりの電子メールの配信速度等の能力に関して、一定の保証水準を設けており、「スパイラル・メッ

セージングプレースサービス品質保証制度(Service Level Agreement)」(以下、「ＳＬＡ」という)に定め、取引開始時

にクライアントに提示しております。保証水準を達成できなかった場合にはＳＬＡに規定される賠償条項に基づき月次

利用料金の範囲内で月次利用料金の減額に応じる可能性があり、かかる減額が多額になった場合には、当社の業績に影

響を与える可能性があります。

② 知的財産権の侵害によるリスク

　当社は、提供しているサービスの名称について商標登録をしております。一方、自社開発のシステムや当社ビジネス

モデルのうち、特許権や実用新案権などの対象となる可能性のあるものについては、技術情報の流出の恐れがある等の

理由から特許権等の申請をしておりません。過去もしくは現時点におきましては、当社が第三者の知的財産権を侵害し

たことによる損害賠償等の訴訟が発生している事実はありませんが、今後、当社の事業分野で当社の認識していない特

許等が成立した場合又は競業他社が特許等を取得した場合、その内容によっては競争の激化又は当社への損害賠償やロ

イヤリティの支払要求、差止請求等が発生し、当社の事業および業績に影響を与える可能性があります。

③ システム障害によるリスク

当社はＡＳＰサービスを提供しており、同サービスの保守・運営・管理は通信ネットワークに依存しているため以下の

システム障害が発生した場合には、当社の事業および業績に影響を与える可能性があります。

イ）パソコンやコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークが、自然災害や事故等によって切断された場合。

ロ）サービス提供コンピュータシステムへの急激なアクセスの増加や電力供給の停止等の予測不可能な様々な要因によっ

て当該コンピュータシステムおよび周辺システムがダウンした場合。

ハ）当社のコンピュータシステムは、適切なセキュリティ手段を講じて外部からの不正アクセスを回避するよう努めて

おりますが、コンピュータウィルスやハッカーの侵入等によりシステム障害が生じた場合。

④ 災害等によるリスク

　当サービスにおけるクライアントの情報資産が格納されるサーバーは、東京都内にあるデータセンターに集約されて

おります。

　したがって、データセンターやその周辺ネットワーク設備等に被害を及ぼす災害、事故等が発生し、情報資産が消失

又はサービスの提供が維持できない状態に至った場合には、当社の事業および業績に影響を与える可能性があります。

 

３） 投資失敗リスク

① 新規顧客獲得に係る投資によるリスク

　当社は、主に取引先候補に直接訪問して提案する販売方法を採用しております。現在の当サービスの対象マーケット

は、本社のある首都圏および大阪支店のある関西地区が中心となっております。当社は、引続き首都圏および関西地区

のマーケットを対象として事業拡大を図るほか、これら以外の地域にも進出する計画であります。したがって、当社が

事業拡大を図るための新規顧客獲得に係る競争力を維持または向上するためには、既存のマーケットや新たな地域に営

業拠点を開設する必要が生じる可能性があります。

　営業拠点を新規に開設する場合、当社は先行的に人材の確保および育成、設備投資等を行います。しかしながら、当

社の事業環境が想定以上に激変し、人材の確保および育成が想定以上に遅れ、当該新規営業拠点における新規顧客獲得

件数または販売単価等が当社の想定から大きく乖離する等、当社の計画どおりに事業が進まなかった場合には、当該投
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下資金等を回収できなくなり、当社の業績に影響を与える可能性があります。

② 研究開発に係る投資によるリスク

　当社では、新サービスの開発を目的として、研究開発活動に資金を充当しております。

　しかしながら、予測不能な技術革新等当社を取り巻く外部環境の変化等に伴い、当該投下資金が期待どおりの成果を

あげられず、当社の業績に影響を与える可能性があります。

③ Ｍ＆Ａや業務提携に係る投資によるリスク

　当社は、今後の業容拡大を目的として、Ｍ＆Ａや業務提携に係る投資等を行う可能性があります。Ｍ＆Ａや業務提携

の実施に際しては、十分な情報収集と検討を実施致しますが、予期し得ない種々の環境変化等により、当初意図した成

果が得られない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

 ４） 信用不安リスク

① プログラム不良によるリスク

　当社が開発したシステムの動作不良が生じた場合、当社の提供するサービスが中断又は停止する可能性があります。

当社はこのような場合にＳＬＡによる一定の保証水準を設けておりますが、このような事態が過度に発生した場合には、

当社の事業および業績に影響を与える可能性があります。

② 小規模組織であることによるリスク

　当社は、平成21年２月28日現在、取締役４名、監査役３名および従業員116名（パートタイマーを除く）と小規模の組

織であり、内部管理体制もこのような規模に応じたものとなっております。当社は、当社事業に欠かすことのできない

重要なポストへの人材登用のほか、業務内容に応じて適切な人材を配置しており、現状の規模においては組織的な対応

に十分な人員であると考えております。しかしながら、今後、事業を拡大する過程において、当社が、適切かつ十分な

人員の増強および組織の整備を行うことができなかった場合、経営活動に支障が生じ、当社の信用および業績に影響を

与える可能性があります。

③ 法令等違反によるリスク

　当社は、法令遵守の徹底を目的として内部統制の整備を図り、より充実した内部管理体制の整備に努めるとともに、

役職員の教育・研修等の徹底を通じ、その啓蒙を図っております。しかしながら、当社の事業は、役職員の活動を通じ

て執行されており、そのプロセスに関与する役職員の故意または過失により法令に違反する行為がなされ、当社の信用

および業績に影響を与える可能性があります。

④ クライアントのサービス利用上の紛争によるリスク

　クライアントが当サービスを利用して作成する電子メール等の表示において、法令の定めに違反する表示又は第三者

の権利を侵害する表示等をしてはならない旨利用規約に定めており、これに違反した場合、当社は当該電子メールの配

信停止等の措置を取ることが出来ます。

しかしながら、クライアントが当該利用規約に反し電子メール等に上記の表示を行った場合、当サービスの社会的信用

が低下する可能性がある他、クライアントと第三者との紛争に当社が巻き込まれ、当社の事業および業績に影響を与え

る可能性があります。

⑤ 個人情報に関する事件・事故によるリスク

　当社が提供する当サービスは、情報資産を管理するためのプラットフォームをクライアントに提供しており、個人情

報等のデータの閲覧・編集・削除等の一切の管理はクライアントが行い、当社はデータの管理を行わない旨、利用規約

で確認しておりますが、設定代行業務および配信代行業務においてクライアントから一時的にクライアント保有の個人

情報を預かることがあります。また、クライアントの担当者及び新卒・中途採用時の応募者等の個人情報を有している

ため、個人情報取扱事業者に該当し、個人情報の保護に関する法律の適用を受けております。

　当社は個人情報の取扱いに関する重要性、危険性を十分に認識し、個人情報の適切な管理を実現するために個人情報

保護規程を整備しております。さらに、当社のホームページにて個人情報保護方針を公開し、これら規程および方針に

準拠した行動指針やガイドラインを制定すると共に、教育、研修を通じて個人情報管理の徹底を図っております。

　なお、当社は平成13 年７月にプライバシーマーク制度（企業の個人情報保護体制がJIS Q 15001 に準拠しているか否

かを財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）が認証する制度）の認証を受けております。

　しかしながら、情報の収集や管理の過程等において、不測の事態により個人情報の漏洩等が発生した場合、当社への

多額の損害賠償請求やプライバシーマークの認証取消処分または罰金等が課される可能性があると共に、当社の事業お

よび業績に影響を与える可能性があります。

⑥ 情報セキュリティに関する事件・事故によるリスク

　当社は情報セキュリティに関する重要性、危険性を十分に認識し、適切な情報セキュリティを実現するために情報セ

キュリティマネジメントシステムを整備しております。さらに、当社のホームページにて情報セキュリティ基本方針を

公開し、当該方針に準拠した行動指針やガイドラインを制定すると共に、教育、研修を通じて情報セキュリティの実現

を図っております。

　なお、当社は情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際規格であるISO/IEC27001:2005/JIS Q27001:2006
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（平成17年３月に取得したBS7799-2 およびISMS 認証基準Ver.2.0より平成19年１月に移行取得）の認証を受けておりま

す。しかしながら、不測の事態により情報セキュリティ事故等が発生した場合、当社への多額の損害賠償請求や当該認

証資格の取消処分または罰金等が課される可能性があると共に、当社の事業および業績に影響を与える可能性がありま

す。

⑦ 財務報告の修正又は開示の遅延によるリスク

　当社は、法令および証券取引所の規則に基づき、有価証券報告書や決算短信等の財務報告を行っております。現在当

社は、当該財務報告の適正性を確保するために充分な内部管理体制を整備しているものと考えております。しかしなが

ら、今後の事業拡大や各種法令等の変化等に対して、適切かつ充分な内部管理体制の整備拡充を行うことができなかっ

た場合、財務報告の修正または遅延が生じ、当社の信用および株価、業績ならびに事業に影響を与える可能性がありま

す。

 

５） 株価形成リスク

① 配当政策によるリスク

　当社は、株主への利益還元を経営上の最重要課題の一つと位置付けておりますが、単一のサービスに依存した収益基

盤にあり、かつ未だ売上、収益の規模も小さい現状におきましては、人材の確保・育成、拠点設置等に伴う運転資金や

設備投資、研究開発投資、その他今後の成長に必要な投資を継続し、また今後の成長のための投資機会に備えるために、

内部留保の充実に注力し、当面は、配当を実施しない方針であります。

　しかしながら、当該方針が投資家の支持を得られなかった場合、当社株価の形成に影響を与える可能性があります。

② 新株予約権等行使によるリスク

　当社は、株主価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、当社の業績向上に対する役職員等の就業意欲を一層

高めること等を目的として、新株予約権を発行しております。当社は、これらの目的のもと、今後も役職員等に対して

新株予約権等の付与を行うことを検討しております。これらの新株予約権等が行使された場合、１株当たりの株式価値

が希薄化し、当社株価の形成に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社には、関係会社がないため、当社の事業内容について記載します。

　当社は、顧客情報資産を管理・運用するためのアプリケーション・ソフトウェアを提供する「アプリケーション・サー

ビス事業」を行っております。

　クライアントは、当社のサービスを利用することにより、顧客リスト等の重要な情報資産を管理すると共に、Ｗｅｂ

サイトや電子メール等による情報配信を通じて情報資産を活用することができます。

(アプリケーション・サービス事業について)

　近年、記憶媒体の技術革新が進み、情報検索や電子商取引など、オンラインサービス上の様々なシーンで大量の情報

が記録されております。これらの記録は統計手法などにより整理され、従前から管理してきた顧客情報等の情報とあわ

せて、事業者にとって、経営資源を構成する重要な「情報資産」として認識しております。

　また、平成17年４月の個人情報の保護に関する法律の完全施行を機に、個人情報を中心とした「情報資産管理」とい

う経営上の課題が発生しております。当社は、これら情報資産の安全な管理と価値の最大化が引き続き事業者の重要な

課題であり続けるものと認識しております。

　このような中、当社は、今までクライアントが自社内等で管理していた個人情報等の重要な情報資産を管理するプラッ

トフォームの提供を実現し、情報資産を各種マーケティング活動や従業員管理等に活用できる情報管理アプリケーショ

ン・ソフトウェア「スパイラル・メッセージングプレース(R)」（以下、当サービス）をＡＳＰ方式にて提供するアプリ

ケーション・サービス事業を主たる事業としております。

　当サービスは、ホームページ上のメールマガジン・アンケート・資料請求等の各種登録フォームの自動作成や、デー

タベースで管理された情報のＷｅｂサイト表示が可能であり、収集した顧客情報をデータベースで管理・分析し、電子

メールの自動配信等で顧客毎の嗜好に合せたアプローチを行えるほか、給与明細書電子化などの、従業員情報管理にも

活用することができます。管理された顧客情報などの情報資産は集計してグラフで表示したり、条件に応じて抽出をか

けたり、一括で編集をすることができます。アプローチを行う際は、一斉に電子メールを配信するだけでなく、あらか

じめ設定された日時に抽出条件に合致した対象者に対して配信することができます。各種登録フォームは入力必須項目

や締切期限などの制限をかけることができ、デザインや項目表示の位置など柔軟に加工することができます。

　クライアントとしては、インターネットにアクセスできるコンピュータを用意することがソフトウェアを利用する前

提となり、サーバーを構築する必要やソフトウェアをインストールする必要はありません。

　当社は、これら上記の機能を実現するためのソフトウェアを開発しており、セキュリティ監査会社等による診断を受

けながら、サービスを安全に運用管理するために必要なセキュリティ対策を施しております。ソフトウェアの開発から

プラットフォームの運営、サービスの提供に至るまで、すべてのプロセスを原則として自社で行っております。これに

より、クライアントの情報資産管理に関するセキュリティ、新機能等に関するニーズに速やかに対応できる体制を敷き、

サービスの安全性と可用性を常に高めるよう努めております。
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図１　「スパイラル・メッセージングプレース(R)」の概要
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図２　サービス系統図 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「明日の豊かな情報生活に貢献する」という経営理念を掲げ、社会の情報生活を豊かにすることによって、

多くの企業並びに個人の皆様から信頼される企業となることを目指して参ります。

　この理念に基づく事業の展開にあたり、当社は「データベースの銀行」という基本的なコンセプトを掲げております。

データベースの銀行とは、クライアントに対して、１）情報資産管理のプラットフォーム、２）サービスとしてのソフ

トウェア、３）情報資産管理ノウハウを提供することから成る、当社のアプリケーション・サービス事業の目指すべき

姿であります。

　当社は、データベースの銀行の普及拡大を進めることで、社会の情報生活の質の向上に貢献し、お客様、株主の皆様、

従業員などすべてのステークホルダー（利害関係者）のご期待に応えて参ります。

　当事業の推進にあたり、当社は、１）サービスの品質、２）情報セキュリティ、３）個人情報保護、４）情報開示、

５）内部統制、６）株主への利益還元の重要性、７）変化に強い社員、組織、８）地球環境保全と事業活動の調和を認

識しながら経営を実践して参ります。

(2）目標とする経営指標

　当社は、データベースの銀行の普及拡大を重要課題として位置付け、有効アカウント数（継続利用中のクライアント

数）を重要な経営指標と考えております。有効アカウント数の増加が当社の継続的な収益力の向上に資するものと考え

ております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、事業コンセプトである「データベースの銀行」の啓蒙及び普及拡大に基づいた成長を目指し、主力サービス

である「スパイラル・メッセージングプレース(R)」を展開しております。

　データベースの銀行の中期的成長に向けて、１）営業力の強化に伴う有効アカウント数の増加、２）既存サービスの

拡充に伴うレコード件数の増加や利用シーン拡大など既存顧客への付加価値の増加、３）新サービスの開発に伴う対象

情報資産の種類の増加（顧客リスト以外に拡充）の３つの軸に注力して参ります。

(4）会社の対処すべき課題

　昨今のわが国における情報セキュリティへの関心の高さから、当社の事業環境は、良好に推移するものと認識してお

ります。当社は、以下の項目を今後の課題と位置付け、更なる事業拡大とともに、信用力の強化を図って参ります。

 

１）競合優位性の確保について

　昨今、ソフトウェア業界では、従来のＳＩ（システムインテグレーション）型やパッケージ型の提供モデルだけでな

く、サービス型の提供モデルが注目されており、今後、新旧ソフトウェアベンダや新興企業が当社のサービスドメイン

に参入する流れが加速する可能性があります。当社では、今後も競合優位性を持続するために、次の取り組みを実施し

て参ります。　

　①潜在市場の開拓によるサービスのシェア拡大

これまで当社は、首都圏及び関西圏における上場企業等を中心に新規獲得を行って参りました。しかしながら中小企業

や地方企業も含めた潜在市場の大きさに比べ、当社のサービスの知名度はまだ低く、普及度合いは十分ではありません。

今後は積極的に支店展開を進め、販売エリア及び顧客層を拡大して取引顧客の普及拡大に努めて参ります。

　②商品力の強化

インターネット業界においては常に技術革新が起こっており、機能優位性及び販売価格の競争力を維持することは容易

ではありません。当社は、今後も顧客の声を広く収集すると共に、その要望と仕様を入念に吟味しながら、既存サービ

スの機能強化版を継続的にリリースして商品力を強化して参ります。

　③技術部門の陣容の強化

当社のサービスは高度な安全性や処理能力などが常に求められますが、それらを実現するための高い技術力を継続して

持ち続けることは容易ではありません。当社は、コア技術を独自開発することを基本方針として、技術部門の陣容を強

化することにより、持続可能な高品質サービスの実現を図って参ります。

　④自立的運営体制の充実

当社のサービスでは、販売、サポート及び開発という事業のコア業務を外部に委託することなく、自立的運営体制を構

築し、保全し、継続的に強化することが競合優位性を確保する上で重要であると認識しています。しかしながら、自立

的運営体制を保全することは容易ではありません。当社は引き続き、知識の集約と活用によってコア業務に対する自立

的運営体制の充実強化を図って参ります。

　⑤マネジメント・システムを活用した組織力の強化

当社は、個人情報保護、情報セキュリティ、品質管理のマネジメント・システムを構築しており、これらシステムが当
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社の競合優位性の確保に貢献しているものと認識しております。当社は、これらのマネジメント・システムに関して第

三者機関による認証（注）を取得しております。これからも継続的にマネジメント・システムを改善し、有効活用する

ことによって、販売、サポート及び開発の各部門を有機的に連携させ、組織力をより一層強化して参ります。

２） 人材の確保・育成について

　当社は、前項の競合優位性を確保、保全しながら持続的に成長するために、優秀な人材を数多く確保し、育成するこ

とが重要であると認識しております。したがって当社は、知名度向上策の実施、採用活動、教育、研修の強化を通して、

人材の確保、育成に努めて参ります。

３）内部管理体制の強化について

　当社は、今後のより一層の事業拡大に向けて、社会からの信用を得ることが極めて重要であると考えております。そ

のために当社は、更なる内部管理体制の強化を図るとともに、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実に努めて参

ります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　　該当事項はありません。

 

注意事項

（注）第三者機関による認証

　当社は、個人情報保護について「プライバシーマーク」（平成13年７月取得、以後継続取得）、情報セキュリティに

ついて「ISO/IEC 27001:2005」及び「JIS Q 27001:2006」（平成17年３月にBS7799：PART2:2002及びISMS 

Certification Criteria(Ver.2.0)を取得、平成19年１月に現認証規格へ移行）、品質管理について「ISO9001:2000」及

び「ISO/IEC 20000-1:2005」並びに「JIS Q 20000-1:2007」（平成17年12月にISO9001:2000及びBS15000-1:2002を取得、

平成19年１月にBS15000-1:2002からISO/IEC 20000-1:2005へ移行）の認証を取得しております。また、総務省の推進す

る「ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度」（平成20年５月取得）の認定を取得しております。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成20年２月29日）
当事業年度

（平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   676,855   817,881  

２．売掛金   125,384   145,409  

３．仕掛品   2,558   1,848  

４．前払費用   6,143   7,125  

５．繰延税金資産   2,443   3,748  

６．その他   101   906  

貸倒引当金   △1,019   △2,190  

流動資産合計   812,467 92.1  974,730 92.0

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物  28,914   34,930   

減価償却累計額  5,690 23,223  10,267 24,662  

(2)工具器具備品  32,379   39,133   

減価償却累計額  22,304 10,075  28,165 10,967  

有形固定資産合計   33,298 3.8  35,630 3.4

２．無形固定資産        

(1)商標権   1,393   1,219  

(2)ソフトウェア   2,978   4,082  

無形固定資産合計   4,371 0.5  5,301 0.5

３．投資その他の資産        

(1)長期前払費用   ―   202  

(2)差入保証金   31,571   43,731  

(3)破産更生債権   357   1,352  

貸倒引当金   △357   △1,352  

投資その他の資産合計   31,571 3.6  43,933 4.1

固定資産合計   69,242 7.9  84,864 8.0

資産合計   881,709 100.0  1,059,595 100.0
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前事業年度

（平成20年２月29日）
当事業年度

（平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．未払金   10,885   13,351  

２．未払費用   34,150   53,860  

３．未払法人税等   63,357   62,343  

４．未払消費税等   10,686   17,211  

５．前受金   3,142   3,163  

６．預り金   2,708   7,518  

流動負債合計   124,931 14.2  157,449 14.9

Ⅱ　固定負債        

１．繰延税金負債   10,539   4,646  

固定負債合計   10,539 1.2  4,646 0.4

負債合計   135,470 15.4  162,095 15.3

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   186,791 21.2  186,791 17.6

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  96,791   96,791   

資本剰余金合計   96,791 11.0  96,791 9.1

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

　プログラム等準備金  23,180   16,882   

　繰越利益剰余金  434,429   586,775   

利益剰余金合計   457,610 51.9  603,657 57.0

株主資本合計   741,192 84.1  887,239 83.7

Ⅱ　新株予約権   5,046 0.5  10,260 1.0

純資産合計   746,238 84.6  897,500 84.7

負債純資産合計   881,709 100.0  1,059,595 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   854,772 100.0  1,034,899 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．当期製品製造原価  133,843 133,843 15.7 154,075 154,075 14.9

売上総利益   720,929 84.3  880,823 85.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．役員報酬  28,352   38,321   

２．給与手当  185,776   245,905   

３．賞与  28,111   54,011   

４．福利厚生費  42,934   55,099   

５．採用費  26,615   13,464   

６．減価償却費  7,774   8,358   

７．賃借料  33,183   31,196   

８．消耗品費  8,788   13,882   

９．支払手数料  26,741   16,578   

10．租税公課  4,116   6,083   

11．貸倒引当金繰入額  263   2,343   

12．研究開発費 ※ 21,549   69,168   

13．その他  55,609 469,818 54.9 75,373 629,786 60.8

営業利益   251,110 29.4  251,036 24.3

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  961   1,082   

２．その他  ― 961 0.1 1 1,084 0.1

経常利益   252,072 29.5  252,121 24.4

税引前当期純利益   252,072 29.5  252,121 24.4

法人税、住民税及び事
業税

 107,125   113,271   

法人税等調整額  △2,078 105,046 12.3 △7,197 106,073 10.3

当期純利益   147,025 17.2  146,047 14.1
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費  107,870 68.2 169,084 75.2

Ⅱ　外注加工費  2,510 1.6 1,123 0.5

Ⅲ　経費 ※１ 47,786 30.2 54,505 24.3

　当期総製造費用  158,166 100.0 224,714 100.0

　期首仕掛品たな卸高  734  2,558  

合計  158,901  227,272  

　期末仕掛品たな卸高  2,558  1,848  

　他勘定振替高 ※２ 22,499  71,347  

　当期製品製造原価  133,843  154,075  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原価計算の方法　　　　　　　　　　　原価計算の方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別原価計算による実際原価計算　　　　　　　同左

（注）※１.　主な内訳は、次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

消耗品費（千円） 3,804 6,805

賃借料（千円） 11,585 14,437

維持管理費（千円） 16,741 19,772

　　 ※２.　他勘定振替高の内訳は、次のとおりです。

項目
前事業年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

研究開発費（千円） 21,549 69,168

ソフトウェア（千円） 949 2,179

合計（千円） 22,499 71,347

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計プログラム

等準備金
繰越利益剰
余金

平成19年２月28日　残高
（千円）

186,791 96,791 25,192 285,392 310,584 594,166 ― 594,166

事業年度中の変動額         

当期純利益    147,025 147,025 147,025  147,025

プログラム等準備金の取崩   △2,011 2,011 ― ―  ―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

      5,046 5,046

事業年度中の変動額合計
（千円）

― ― △2,011 149,037 147,025 147,025 5,046 152,072

平成20年２月29日　残高
（千円）

186,791 96,791 23,180 434,429 457,610 741,192 5,046 746,238

当事業年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28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

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計プログラム

等準備金
繰越利益剰
余金

平成20年２月29日　残高
（千円）

186,791 96,791 23,180 434,429 457,610 741,192 5,046 746,238

事業年度中の変動額         

当期純利益    146,047 146,047 146,047  146,047

プログラム等準備金の取崩   △6,298 6,298 ― ―  ―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

      5,213 5,213

事業年度中の変動額合計
（千円）

― ― △6,298 152,345 146,047 146,047 5,213 151,261

平成21年２月28日　残高
（千円）

186,791 96,791 16,882 586,775 603,657 887,239 10,260 897,500

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

   

税引前当期純利益  252,072 252,121

減価償却費  10,589 12,035

貸倒引当金の増加額  263 2,166

受取利息及び受取配当金  △961 △1,082

売上債権の増加額  △11,918 △20,024

たな卸資産の増減額（△：
増加額）

 △1,823 709

未払消費税等の増減額
（△：減少額）

 △2,827 6,524

その他  7,756 29,258

小計  253,151 281,707

利息及び配当金の受取額  961 1,082

法人税等の支払額  △102,845 △114,491

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 151,268 168,299

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

 △22,252 △12,585

無形固定資産の取得による
支出

 △1,233 △2,527

敷金保証金の差入による支
出

 △56 △12,160

敷金保証金の返還による収
入

 240 ―

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △23,302 △27,272

Ⅲ　財務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

 ― ―

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加額  127,965 141,026

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

 548,889 676,855

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

※ 676,855 817,881

    

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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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

　該当事項はありません。

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

１．たな卸資産の評価基

準及び評価方法

仕掛品

　個別法による原価法によっております。

仕掛品

同左

２．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とおりで

あります。

　　建物　　　　　　８～15年

　　工具器具備品　　４～10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。

　これに伴う影響は軽微であります。

(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とおりで

あります。

　　建物　　　　　　８～15年

　　工具器具備品　　４～10年

―――――――

  ――――――― (追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年3月

31日以前に取得した資産については、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。

　これに伴う影響は軽微であります。

(２)無形固定資産

　　　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間（最長５

年）における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．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権等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る

計算額を、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て回

収不能見込額を計上しております。

貸倒引当金

同左

４．リース取引の処理方

法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。

同左

５．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。

同左

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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項目
前事業年度

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

６．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

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年２月29日）

当事業年度
（平成21年２月28日）

――――――――― ―――――――――

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

※研究開発費の総額 ※研究開発費の総額

　　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 　　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

一般管理費  21,549千円 一般管理費 69,168千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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 16,364 ― ― 16,364

合計 16,364 ― ― 16,364

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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）
当事業年度
末残高
（千円）

前事業
年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

ストック・オプションとしての

新株予約権
― ― ― ― ― 5,046

合計  ― ― ― ― 5,046

３．配当に関する事項

          該当事項はありません。

当事業年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28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 16,364 ― ― 16,364

合計 16,364 ― ― 16,364

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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）
当事業年度
末残高
（千円）

前事業
年度末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

ストック・オプションとしての

新株予約権
― ― ― ― ― 10,260　

合計  ― ― ― ― 10,260　

３．配当に関する事項

          該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28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

※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20年２月29日現在） （平成21年２月28日現在）

 (千円)

現金及び預金勘定 676,855

現金及び現金同等物 676,855

 (千円)

現金及び預金勘定 817,881

現金及び現金同等物 817,881

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

リース物件の所有権が借手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

　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額な

リース取引のため財務諸表等規則第８条の６第６項の規定

により記載を省略しております。

リース物件の所有権が借手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

同左

（有価証券関係）

　　　前事業年度（平成20年２月29日）

　　　　当社は、有価証券を所有しておりませんので、該当事項はありません。

　　　当事業年度（平成21年２月28日）

　　　　当社は、有価証券を所有しておりませんので、該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　　　前事業年度（自 平成19年３月１日　至 平成20年２月29日）

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

　　　当事業年度（自 平成20年３月１日　至 平成21年２月28日）

　　　　当社は、デリバティブ取引を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19年３月１日　至 平成20年２月29日）

　　　　当社は、退職金制度を採用していないため、該当事項はありません。

　　　当事業年度（自 平成20年３月１日　至 平成21年２月28日）

　　　　当社は、退職金制度を採用していないため、該当事項はありません。

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１．当事業年度における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　5,046千円

 

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17年

ストック・オプション
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
当社取締役　　　　　１名

当社従業員　　　　　29名

当社取締役　　　　　２名

当社従業員　　　　　32名

当社取締役　　　　　２名

当社従業員　　　　　15名

ストック・オプション数

（注１）
普通株式 　　　　　174株 普通株式　　　　　 112株 普通株式　　　　　　64株

付与日 平成17年５月30日 平成18年５月29日  平成19年６月15日

権利確定条件 （注２）  （注２）  （注３）

対象勤務期間
自　平成17年５月30日

至　平成21年５月29日

自　平成18年５月29日

至　平成22年５月28日

自　平成19年６月15日

至　平成21年６月14日 

権利行使期間
自　平成21年５月30日

至　平成26年５月29日 

自　平成22年５月29日

至　平成27年５月28日

自　平成21年６月15日

至　平成22年６月14日 

（注１）平成18年７月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴い平成17年ストック・オプション数及び

平成18年ストック・オプション数は分割後の数値によっております。

（注２）① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社、当社の連結

子会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役又は従業員の地位を保有して

いる場合に限ります。

② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。

③ 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。

④ その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによります。 

（注３）① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要します。但し、

特別な理由のある場合はこの限りではありません。　

② 本新株予約権の一部行使を行うことはできません。　

③ 新株予約権者が法令または当社の諸規則に違反した場合は、新株予約権者は本新株予約権を行使することがで

きません。

④ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、本新株予約権を行使することができません。

⑤ その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当に関す

る契約に定めるところによります。

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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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

①　ストック・オプションの数

  
平成17年

ストック・オプション
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）    

前事業年度末  94 84 －

付与  － － 64

分割  － － －

失効  10 24 －

権利確定  － － －

未確定残  84 60 64

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17年

ストック・オプション
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（注） （円） 13,500 24,000 361,566

行使時平均株価（注） （円） － － －

公正な評価単価 （付与日） （円） － － 219,043

（注）平成18年７月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴い平成17年ストック・オプション及び平成

18年ストックオプションの権利行使価格は分割後の数値によっております。

 

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  当事業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． 121.2%

 予想残存期間（注）２． ２年６ヶ月

 予想配当（注）３． ０円/株

 無リスク利子率（注）４． 1.13%

（注）１．当社は上場後の日が浅く、予想残存期間に対応する株価変動性を見積ることが出来ないため、「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」に基づき、当社と類似する企業に関する株価変動性の見積りを加重

平均することにより不足する情報量を補っております。

なお、株価変動性の見積りに使用した株価実績は以下の期間に係るものであります。

　　類似企業       　　　 平成17年３月28日から平成19年６月15日

（注）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。

（注）３．平成19年２月期の配当実績によっております。

（注）４．予想残存期間に対応する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

　　基本的には、将来の失効数の見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

 

５．事業年度末日におけるストック・オプションの本源的価値の合計額　　　　　　　　　　　7,740千円 

 

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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当事業年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

１．当事業年度における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　5,213千円

 

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17年

ストック・オプション
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
当社取締役　　　　　１名

当社従業員　　　　　29名

当社取締役　　　　　２名

当社従業員　　　　　32名

当社取締役　　　　　２名

当社従業員　　　　　15名

ストック・オプション数

（注１）
普通株式 　　　　　174株 普通株式　　　　　 112株 普通株式　　　　　　64株

付与日 平成17年５月30日 平成18年５月29日  平成19年６月15日

権利確定条件 （注２）  （注２）  （注３）

対象勤務期間
自　平成17年５月30日

至　平成21年５月29日

自　平成18年５月29日

至　平成22年５月28日

自　平成19年６月15日

至　平成21年６月14日 

権利行使期間
自　平成21年５月30日

至　平成26年５月29日 

自　平成22年５月29日

至　平成27年５月28日

自　平成21年６月15日

至　平成22年６月14日 

 
平成20年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社取締役　　　　　３名

ストック・オプション数

（注１）
普通株式 　　　　 　50株

付与日 平成20年７月１日

権利確定条件 （注３） 

対象勤務期間
自　平成20年７月１日

至　平成22年６月30日

権利行使期間
自　平成22年７月１日

至　平成23年６月30日 

（注１）平成18年７月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴い平成17年ストック・オプション数及び

平成18年ストック・オプション数は分割後の数値によっております。

（注２）① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社、当社の連結

子会社、当社の親会社又は当社の親会社の連結子会社の取締役、監査役、執行役又は従業員の地位を保有して

いる場合に限ります。

② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができません。

③ 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要します。

④ その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによります。 

（注３）① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要します。但し、

特別な理由のある場合はこの限りではありません。

② 本新株予約権の一部行使を行うことはできません。

③ 新株予約権者が法令または当社の諸規則に違反した場合は、新株予約権者は本新株予約権を行使することがで

きません。

④ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、本新株予約権を行使することができません。

⑤ その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当に関す

る契約に定めるところによります。

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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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

①　ストック・オプションの数

  
平成17年

ストック・オプション
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
平成20年

ストック・オプション

権利確定前 （株）     

前事業年度末  84 60 64 －

付与  － － － 50

分割  － － － －

失効  26 24 18 －

権利確定  － － － －

未確定残  58 36 46 50

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17年

ストック・オプション
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（注） （円） 13,500 24,000 361,566

行使時平均株価（注） （円） － － －

公正な評価単価 （付与日） （円） － － 219,043

  
平成20年

ストック・オプション

権利行使価格（注） （円） 198,048

行使時平均株価（注） （円） －

公正な評価単価 （付与日） （円） 107,792

（注）平成18年７月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴い平成17年ストック・オプション及び平成

18年ストックオプションの権利行使価格は分割後の数値によっております。

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  当事業年度において付与された平成20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20年ストック・オプション

 株価変動性（注）１． 99.3%

 予想残存期間（注）２． ２年６ヶ月

 予想配当（注）３． ０円/株

 無リスク利子率（注）４． 0.88%

（注）１．当社は上場後の日が浅く、予想残存期間に対応する株価変動性を見積ることが出来ないため、「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」に基づき、当社と類似する企業に関する株価変動性の見積りを加重

平均することにより不足する情報量を補っております。

なお、株価変動性の見積りに使用した株価実績は以下の期間に係るものであります。

　　類似企業       　　　 平成18年１月３日から平成20年７月１日

（注）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。

（注）３．平成20年２月期の配当実績によっております。

（注）４．予想残存期間に対応する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

　　基本的には、将来の失効数の見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

 

５．事業年度末日におけるストック・オプションの本源的価値の合計額　　　　　　　　　　　2,430千円 

 

(株)パイプドビッツ(3831)平成 21 年２月期決算短信(非連結)
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28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） （繰延税金資産）

未払事業税否認    5,082千円

未払社会保険料否認 1,266千円

貸倒引当金繰入超過額   487千円

減価償却費超過額 970千円

繰延税金資産計   7,807千円

未払事業税否認 5,044千円

未払事業所税否認 441千円

未払社会保険料否認 1,691千円

貸倒引当金繰入超過額 1,166千円

減価償却費超過額 2,339千円

繰延税金資産計 10,684千円

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

プログラム等準備金 15,902千円

繰延税金負債計 △15,902千円

繰延税金資産（負債）の純額 △8,095千円

プログラム等準備金 11,582千円

繰延税金負債計 △11,582千円

繰延税金資産（負債）の純額 △897千円

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め、注記を省略しております。

２.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

同左

（持分法損益等）

　　　前事業年度（自 平成19年３月１日　至 平成20年２月29日）

　　　　当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。

　　　当事業年度（自 平成20年３月１日　至 平成21年２月28日）

　　　　当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前事業年度（自 平成19年３月１日　至 平成20年２月29日）

 該当事項はありません。

当事業年度（自 平成20年３月１日　至 平成21年２月28日）

属性
会社等
の名称

住所

資本金
又は
出資金
（千円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等

事業上

の関係

役員及びそ

の近親者が

決議権の過

半数を有し

ている会社

株式会社

マーケティ

ング・ボイ

ス

東京都

新宿区
10,000

インター

ネットビジ

ネスの企

画・製作・

コンサル

ティング、

その他

(所有)

直接

0.1%

－
営業上の

取引
売上 1,558 売掛金 135

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．株式会社マーケティング・ボイスは、当社取締役鶴本浩司がその議決権の100％を有しております。

３．取引条件及び取引条件の決定方法等は、他の取引先と同一であります。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

１株当たり純資産額 45,294.06円

１株当たり当期純利益金額 8,984.70円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  8,911.19円

１株当たり純資産額 54,219.00円

１株当たり当期純利益金額 8,924.93円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 8,880.97円

 
　（注）１株当たり純資産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

(平成20年２月29日)
当事業年度

(平成21年２月28日)

純資産の部の合計額（千円） 746,238 897,500

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 5,046 10,260

（うち新株予約権） (5,046) (10,260)　

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 741,192 887,239

１株当たりの純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株）
16,364 16,364

 
  （注）１株当たり当期純利益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19年３月１日
 至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
 至　平成21年２月28日）

１株当たり当期純利益   

　当期純利益　　　　　　　（千円） 147,025 146,047

　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（千円） 147,025 146,047

　期中平均株式数　　　　　（株） 16,364 16,364

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

 　当期純利益調整額　　　（千円） ― ―

 　普通株式増加数　　　　（株） 135 81

　（うち新株予約権） 　　　　　　 　　  （135） 　　 　　  （81）

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）

株主総会決議

平成19年５月30日

（新株予約権　64個）

（新株予約権）

株主総会決議

平成19年５月30日

 （新株予約権　46個）

株主総会決議

平成20年５月29日

 （新株予約権　50個）

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

  ―――――――――   ―――――――――
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５．その他
(1）役員の異動

①　代表者の異動

該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

・役職の異動

 取締役副社長　深井雄一郎（現　取締役）

 

③　就任日

平成21年３月１日

(2）その他

 該当事項はありません。
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