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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 2,657 46.4 △338 ― △667 ― △726 ―
20年3月期 1,815 △42.7 △886 ― △909 ― △2,590 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 △20,995.47 ― ― △24.6 △12.7
20年3月期 △165,168.03 ― ― △25.6 △48.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  10百万円 20年3月期  12百万円

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

21年3月期 2,363 △294 △12.8 △5,925.01
20年3月期 3,054 △1,010 △33.7 △65,289.85

（参考） 自己資本   21年3月期  △301百万円 20年3月期  △1,030百万円

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

21年3月期 △56 21 357 853
20年3月期 △964 △227 1,321 539

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 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 0.0
22年3月期 

（予想）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

290 △79.7 △102 ― △121 ― △121 ― △2,379.84

通期 800 △69.9 38 ― 0 ― 0 ― 0.00



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  

（注）詳細は、8ぺージ「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） 

（注）詳細は、23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） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の基礎となる株式数については、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 0社 （社名 ） 除外 3社 （社名 Nextech Asia Holdings Ltd. 他2社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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3月期 50,927株 20年3月期 15,728株
② 期末自己株式数 21年3月期  35株 20年3月期  14株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 2,457 76.9 △136 ― △184 ― △501 ―
20年3月期 1,389 △46.5 △679 ― △994 ― △2,895 ―

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

21年3月期 △14,476.78 ―
20年3月期 △184,583.24 ―

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

21年3月期 2,341 △316 △13.8 △6,343.37
20年3月期 2,484 △1,272 △51.7 △81,800.98

（参考） 自己資本 21年3月期  △322百万円 20年3月期  △1,285百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※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はあります。 
なお、上記予想数値に関する事項は添付資料の4ページを参照してください。 

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

290 ― △102 ― △121 ― △121 ― △2,379.84

通期 800 ― 38 ― 0 ― 0 ― 0.00



(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機による各国経済の急速な悪化により、厳しい景気後退局

面となっております。 

 当社の顧客対象である製造業では、需要の減少や急激な円高等の影響を受け、生産調整が行われるなど、総じて厳

しい経営環境が続いており、今後も注意を要する状態にあります。 

 当社グループにおいては、このような厳しい環境のもと、当連結会計期間において、経営体制の刷新、受注強化体

制の構築を目的とした組織変更、オフィス一部解約等のコスト削減に努めましたが、受注減少傾向が続いたため、平

成21年２月16日に「特別損失の発生および通期業績予想修正に関するお知らせ」にて発表いたしましたとおり、売上

高の減少に伴い、営業利益、経常利益、当期純利益ともに下方修正を致しました。 

 この結果、売上高は2,657百万円（前年同期比46.4％増）、経常損失667百万円となり、当期純損失は726百万円に

なりました。 

①売上高 

 売上高は2,657,187千円(前年同期比46.4％増)となりました。これは主として、前々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を「進行基準」から検収時に売上を計上するよう変更し、この検収の

大部分が当期に完了し、売上計上をおこなった影響によるものです。 

②売上原価、売上総利益 

 売上高の増加に応じ売上原価は1,959,526千円(前年同期比39.7％増)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、新規の採用を抑制したこと、及びNextech Asia Holdings Ltd.、ネクステックウェイブ

㈱等の子会社の売却をおこなったことにより、人件費、採用費が減少し、また、その他のコスト削減に努めたこと等

により1,036,296千円(前年同期比20.2％減)となり、売上高に対する割合は38.9%となりました。この結果、営業損失

は338,636千円(前年同期は886,436千円の損失）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35,792千円(前年同期比20.2％増)と

なりました。また、中国子会社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額295,000千円を計上しており、借入金利息等と

合わせ、営業外費用が364,279千円(同588.4％増)となりました。この結果、経常損失は667,123千円(前年同期は

909,581千円の損失)となっております。 

⑤特別損益、税金等調整前当期純利益 

 Nextech Asia Holdings Ltd.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280,169千円(前年同期比

1,775.4％増)となりました。また、オフィスの一部を解約したことによる賃貸借契約解約損の発生に加え、本社オフ

ィス移転の決定に伴う本社移転損失引当金を計上したことなどにより、特別損失が270,808千円(前年同期比81.2％

減)発生した結果、税金等調整前純損失は657,762千円(前年同期は税金等調整前純損失2,334,058千円)となっており

ます。 

⑥法人税等、少数株主損失、当期純利益 

 繰延税金資産を65,448千円取り崩したため、税効果会計適用後の法人税等は68,848千円(前年同期比80.3％減)とな

りました。この結果、当期純損失は726,611千円(前年同期は2,590,825千円の損失)となっております。 

（次期の見通し） 

 翌期の見通しにつきましては、世界的な経済情勢は引き続き減速傾向にあり、当社の顧客対象である製造業におい

ても、厳しい経営環境が続いております。これに伴い当社の受注環境も厳しい状況となっております。このような厳

しい経営環境の中で、当社は、コスト削減等、財務基盤の強化を図るとともに、「私たちは人を中心に、製造業向け

付加価値サービスを提供することにより、お客様の企業価値向上を通じて、社会に貢献します」という理念のもと、

これまでのソリューションおよびサービスに加え、受注拡大策、人材育成策等の施策を推進していくことにより、中

長期的な再成長を図ってまいります。 

 以上のことから、次期連結業績は、売上高800,000千円（前年同期比69.9％減）、営業利益38,736千円、経常利益

200千円、当期純利益０千円を見込んでおります。 

１．経営成績



平成22年３月期の連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

(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、

株式の発行、借入金の返済等により、当連結会計年度末には853,184千円(前年同期比58.2％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56,320千円(前年同期比94.2％減)となりました。これは税金等調整

前当期純損失657,762千円（前年同期は税金等調整前当期純損失2,334,058千円）、売上債権の増加520,948千円(前年

同期は574,030千円の減少)、棚卸資産の減少724,470千円(前年同期は399,535千円の増加)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) 

 投資活動の結果獲得したキャッシュ・フローは21,330千円(前年同期は227,046千円の資金の使用)となりました。こ

れは、主に関係会社株式の売却による収入55,200千円(前年同期比16.2％減)や、連結の範囲の変更を伴なう子会社株

式の売却による支出18,235千円(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357,060千円(前年同期比73.0％減)となりました。これは、主に株式

の発行による収入787,986千円(前年同期は21千円)、長期借入金の返済による支出358,765千円(同8.7％増)によるもの

であります。 

〈連結財務諸表ベース〉 

〈個別財務諸表ベース(参考)〉 

(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。 

【連結】 

  売上高 経常利益 当期純利益 

  千円 千円 千円

通期  800,000  200  0

【個別】 

  売上高 経常利益 当期純利益 

  千円 千円 千円

通期  800,000  200  0

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。 

  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 平成21年３月期

自己資本比率（％）  －  37.3  38.4  △33.7  △12.8

時価ベースの自己資本比率（％）  －  501.3  110.8  31.9  8.6

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  －  －

  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 平成21年３月期

自己資本比率（％）  81.0  42.6  44.8  △51.7  △13.8

時価ベースの自己資本比率(％）  1,388.3  560.3  125.3  39.2  8.7

債務償還年数（年）  －  －  －  －  13.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)  －  －  －  －  3.5



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、今後の事業運営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、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、製造業を中心としたソリューションサービス企業であります。従って、主要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に努めてお

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.  近の経営成績について 

 当社グループの 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〉 

〈個別財務諸表ベース(参考)〉 

 (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５期から第７期の財務諸表及び第６期から第７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、第８期から

第９期の財務諸表及び第８期から第９期の連結財務諸表に関しては、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、三優監査

法人の監査を受けております。 

回次 第５期 第６期 第７期 第８期  第９期  

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

 売上高  （千円）  －  2,031,159  3,167,872  1,815,017  2,657,187

 経常利益  （千円）  －  196,941  433,231  △909,581  △667,123

 当期純利益  （千円）  －  91,421  10,042  △2,590,825  △726,611

 総資産額  （千円）  －  3,100,819  4,060,809  3,054,747  2,363,068

 純資産額  （千円）  －  1,155,679  1,823,502  △1,010,930  △294,811

回次 第５期 第６期 第７期 第８期  第９期  

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

 売上高  （千円）  1,084,891  1,724,484  2,598,901  1,389,246  2,457,532

 経常利益  （千円）  239,957  197,586  431,151  △994,850  △184,201

 当期純利益  （千円）  144,093  118,848  32,684  △2,895,372  △501,012

 総資産額  （千円）  1,298,982  2,774,591  3,591,842  2,484,614  2,341,564

 純資産額  （千円）  1,052,797  1,183,105  1,610,753  △1,272,956  △316,102



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、足元の当社グループの経営環境については、外的環境の影響を受けてお

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、当社グループの経営成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。当該リスクを減らすため、売上

受注機会の増加およびサービスラインの拡充を図っていく方針でありますが、新たな顧客と当社ノウハウや経験にミ

スマッチがあった場合、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. 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、 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、 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。 

e. 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 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に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。 

ｆ. 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。 

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21年３月31日現在、従業員82名と規模が小さく、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。今後においても継続的な改善により、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

図って参りますが、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

社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

b. 人材のリテンションと育成について 

 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質的拡充に努めるとともに、必要人材の

離職の 小化に努めておりますが、想定どおりに人材を育成できなかった場合や想定以上の離職者が発生した場合

は、当社グループの事業運営及び将来性に影響を与える可能性があります。 

c. 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。 

d. 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。 



e. 競合について 

 当社グループは、PLMをはじめとする製造業を中心とした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。 

f. 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。 

④上場廃止基準抵触について 

 当社グループは２期連続の債務超過となっており、有価証券報告書提出予定日（平成21年６月19日）より整理銘柄

指定となり、その１か月後に上場廃止となる見込みです。その結果、与信危惧による受注活動への影響が及ぶこと等

により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、株式の流動性について重大な影響が及ぶ

可能性があります。 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループでは、当連結会計年度において、株式会社ＦＩＮＥホールディングスを割当先とする第三者割当増資

による資本増強を行い、当連結会計年度内において債務超過の状況は一時的に解消されました。 

 しかしながら、前連結会計年度において886,436千円の重要な営業損失が発生し、2,590,825千円の当期純損失を計

上したことに引き続き、当連結会計年度において338,636千円の営業損失が発生し、726,611千円の当期純損失を計上

した結果、294,811千円の債務超過となっております。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような状況が存在しております。 

 当社グループは当該状況を解消すべく、翌連結会計年度以降の利益回復を実現させる施策として、受注拡大、財務

基盤の強化、人材育成に向けた取り組みを推進しております。 

① 受注拡大に向けた取り組み 

a．ターゲット顧客および業種の拡大 

 対象顧客を、東証一部上場企業もしくはそれに準ずる売上高500億円以上の大手企業から、東証二部上場企業から非上場

までの中堅・中小企業へ拡大することで、受注機会の増加を図って参ります。 

   対象業種を、組立製造業主体から周辺関連分野である素材、プロセス部品、物流等へ拡大することにより、受注機会の増

加を図って参ります。 

b．サービスの拡大 

 従前の組立製造業に対するソリューションサービスに加え、ビジネスデューデリジェンスサービス分野に新規参

入することで、受注機会の増加を図って参ります。 

② 財務基盤の強化に向けた取り組み 

a． 経営資源の集中 

  当社グループはこれまで、中国連結子会社や国内連結子会社の一部を売却整理することにより、本業に注力する体制を

構築して参りました。今後はパッケージソフトウェア事業の売却など更なる経営資源の集中を図って参ります。 

b．コスト削減 

  当社グループはこれまで、オフィス移転、役員報酬の削減、諸経費の節減等のコスト削減を実行してきましたが、より一層の

経費節減、将来に向けた安定基盤の確立を図るべく、平成21年4月20日に「希望退職者募集に関するお知らせ」にて発表い

たしましたとおり、希望退職者の募集を行いました。 

c．有利子負債の圧縮 

 現在保有している不動産および有価証券の売却を図ることで、有利子負債の圧縮を図って参ります。 

③ 人材育成に向けた取り組み 

 中長期的な再成長に向け、各種教育プログラムを行うことにより、新規の顧客および業種の案件獲得や、新規サ

ービス拡大への対応、並びに、既存プロジェクトの品質向上を目的とし、社員の質的拡充に努めて参ります。 



  当社グループは、平成21年３月31日現在、当社（ネクステック（株））及び子会社１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・販売を行っております。 

 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。   

 
  

※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 平成20年８月に特定子会社であったNextech Asia Holdings Ltd.及び同社の子会社３社（うち金河科技有限公 

司および北京兆維億方科技発展有限公司の２社が特定子会社）を売却したため、連結の範囲から除外しておりま 

す。 

２．企業集団の状況

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

㈱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 

％ 27.2



(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 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 

 当社グループは、「私たちは人を中心に、製造業向け付加価値サービスを提供することにより、お客様の企業価値

向上を通じて、社会に貢献します」という理念のもと、これまでのソリューションおよびサービスに加え、以下の施

策を実行することにより、中長期的な再成長を図ります。 

①受注拡大 

a.ターゲット顧客および業種の拡大 

 対象顧客を、東証一部上場企業もしくはそれに準ずる売上高500億円以上の大手企業から、東証二部上場企業か

ら非上場までの中堅・中小企業へ拡大することで、受注機会の増加を図ります。 

 対象業種を、組立製造業主体から周辺関連分野である素材、プロセス部品、物流等へ拡大することにより、受注

機会の増加を図ります。 

b.サービスの拡大 

 従前の組立製造業に対するソリューションサービスに加え、ビジネスデューデリジェンスサービス分野に新規参

入することで、受注機会の増加を図ります。 

②人材育成 

 中長期的な再成長に向け、各種教育プログラムを行うことにより、新規の顧客および業種の案件獲得や、新規サ

ービス拡大への対応、並びに、既存プロジェクトの品質向上を目的とし、社員の質的拡充に努めます。 

(3)会社の対処すべき課題 

 当社グループは、創業以来一貫して、製造業のお客様の製品や商品のQCD（品質、コスト、納期）をコントロール

するためのソリューションおよびサービスを提供してまいりました。しかしながら、平成21年３月期において２期連

続の債務超過となり、東京証券取引所マザーズ市場の上場廃止基準に抵触しており、平成21年４月１日より監理銘柄

指定となっております。 

 現在、損益分岐点を引き下げるべく経費節減等の社内改革を実行しており、今期中には収益体質の改善が完了する

見込みです。 

 このような環境下で、当社グループの再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債務超過の解消について 

 受注拡大策に加え、以下の財務基盤強化策の実行により、早期の債務超過解消を目指します。 

ａ．経営資源の集中 

 当社グループはこれまで、中国連結子会社や国内連結子会社の一部を売却整理することにより、本業に注力する

体制を構築して参りました。今後はパッケージソフトウェア事業の売却など更なる経営資源の集中を図ります。 

ｂ．コスト削減 

 当社グループはこれまで、オフィス移転、役員報酬の削減、諸経費の節減等のコスト削減を実行してきました

が、より一層の経費節減、将来に向けた安定基盤の確立を図るべく、平成21年４月20日に「希望退職者募集に関す

るお知らせ」にて発表いたしましたとおり、希望退職者の募集を行いました。 

ｃ．有利子負債の圧縮 

 現在保有している不動産および有価証券の売却を図ることで、有利子負債の圧縮を図ります。 

②優秀な人材のリテンションと育成 

 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質的拡充に努めるとともに必要人材の離

職の 小化に努めております。 

３．経営方針



③プロジェクト品質の向上 

 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 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することで、プロジェクトの品質の向上を図ってまいり

ます。 

④ソリューション開発の強化 

 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、これまで培ってきたプロジェクトノウハウに基づいて、新たなソリューションの開発を進めてまいります。

⑤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、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

が、今後においても継続的な改善により、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。 

⑥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。 

(4）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。  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 539,449 853,184

売掛金 635,092 403,967

たな卸資産 774,866 －

仕掛品 － 11,156

前渡金 324,677 －

繰延税金資産 65,448 －

その他 86,496 90,645

流動資産合計 2,426,031 1,358,954

固定資産   

有形固定資産   

建物 112,779 ※2  106,207

減価償却累計額 △37,399 △18,297

建物（純額） 75,379 ※2  87,909

工具、器具及び備品 76,040 38,024

減価償却累計額 △50,623 △35,186

工具、器具及び備品（純額） 25,417 2,837

土地 － ※2  605,061

有形固定資産合計 100,797 695,808

無形固定資産   

ソフトウエア 79,499 －

ソフトウエア仮勘定 2,406 －

その他 10,899 0

無形固定資産合計 92,806 0

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  292,698 ※1  235,850

破産更生債権等 － 295,000

その他 142,413 72,454

貸倒引当金 － △295,000

投資その他の資産合計 435,112 308,305

固定資産合計 628,715 1,004,113

資産合計 3,054,747 2,363,068



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 221,434 630

短期借入金 1,600,000 ※2  1,580,000

1年内返済予定の長期借入金 356,000 ※2  192,000

1年内償還予定の社債 133,600 ※2  133,600

前受金 669,011 －

未払金 － 54,117

未払法人税等 8,530 8,739

未払消費税等 － 70,343

受注損失引当金 76,595 5,142

事業所閉鎖損失引当金 16,077 －

本社移転損失引当金 － 80,955

その他 153,664 27,612

流動負債合計 3,234,914 2,153,140

固定負債   

社債 266,400 ※2  132,800

長期借入金 536,000 ※2  344,000

負ののれん 28,363 18,909

その他 － 9,030

固定負債合計 830,763 504,739

負債合計 4,065,677 2,657,880

純資産の部   

株主資本   

資本金 402,980 1,134,982

資本剰余金 845,186 1,577,188

利益剰余金 △2,271,813 △3,006,539

自己株式 △6,948 △7,167

株主資本合計 △1,030,596 △301,535

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 4,628 －

評価・換算差額等合計 4,628 －

新株予約権 12,468 6,724

少数株主持分 2,568 －

純資産合計 △1,010,930 △294,811

負債純資産合計 3,054,747 2,363,068



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,815,017 2,657,187

売上原価 1,402,444 1,959,526

売上総利益 412,572 697,660

販売費及び一般管理費 ※1  1,299,009 ※1  1,036,296

営業損失（△） △886,436 △338,636

営業外収益   

負ののれん償却額 9,454 9,454

為替差益 － 5,498

受取家賃 － 4,967

持分法による投資利益 12,082 10,968

受取手数料 3,950 －

その他 4,283 4,903

営業外収益合計 29,770 35,792

営業外費用   

支払利息 33,271 45,411

社債発行費 7,600 －

為替差損 9,797 －

貸倒引当金繰入額 － 295,000

その他 2,245 23,868

営業外費用合計 52,915 364,279

経常損失（△） △909,581 △667,123

特別利益   

償却債権取立益 5,558 －

関係会社株式売却益 9,380 265,782

その他 － 14,387

特別利益合計 14,939 280,169

特別損失   

ソフトウェア評価損 269,822 －

ソフトウェア仮勘定評価損 226,201 －

契約変更損 439,806 －

減損損失 ※2  464,127 ※2  54,462

事業所閉鎖損失引当金繰入 16,077 －

本社移転損失引当金繰入額 － 80,955

賃貸借契約解約損 － 90,852

その他 23,379 44,537

特別損失合計 1,439,415 270,808

税金等調整前当期純損失（△） △2,334,058 △657,762

法人税、住民税及び事業税 7,296 3,400

法人税等調整額 350,813 65,448

法人税等合計 358,109 68,848

少数株主利益 △101,342 －

当期純損失（△） △2,590,825 △726,611



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 402,790 402,980

当期変動額   

新株の発行 190 732,002

当期変動額合計 190 732,002

当期末残高 402,980 1,134,982

資本剰余金   

前期末残高 844,996 845,186

当期変動額   

新株の発行 190 732,002

当期変動額合計 190 732,002

当期末残高 845,186 1,577,188

利益剰余金   

前期末残高 319,012 △2,271,813

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △7,939

当期変動額   

当期純損失（△） △2,590,825 △726,611

自己株式の消却 － △176

当期変動額合計 △2,590,825 △726,787

当期末残高 △2,271,813 △3,006,539

自己株式   

前期末残高 △5,763 △6,948

当期変動額   

自己株式の取得 △1,185 △394

自己株式の消却 － 176

当期変動額合計 △1,185 △218

当期末残高 △6,948 △7,167

株主資本合計   

前期末残高 1,561,034 △1,030,596

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △7,939

当期変動額   

新株の発行 380 1,464,005

当期純損失（△） △2,590,825 △726,611

自己株式の取得 △1,185 △394

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △2,591,630 736,999

当期末残高 △1,030,596 △301,535



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定   

前期末残高 － 4,628

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,628 △4,628

当期変動額合計 4,628 △4,628

当期末残高 4,628 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － 4,628

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,628 △4,628

当期変動額合計 4,628 △4,628

当期末残高 4,628 －

新株予約権   

前期末残高 － 12,468

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,468 △5,744

当期変動額合計 12,468 △5,744

当期末残高 12,468 6,724

少数株主持分   

前期末残高 262,467 2,568

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △259,899 △2,568

当期変動額合計 △259,899 △2,568

当期末残高 2,568 －

純資産合計   

前期末残高 1,823,502 △1,010,930

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △7,939

当期変動額   

新株の発行 380 1,464,005

当期純損失（△） △2,590,825 △726,611

自己株式の取得 △1,185 △394

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △242,802 △12,941

当期変動額合計 △2,834,433 724,057

当期末残高 △1,010,930 △294,811



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △2,334,058 △657,762

減価償却費 125,632 52,555

減損損失 464,127 54,462

のれん償却額 33,652 －

負ののれん償却額 △9,454 △9,454

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 295,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） 76,595 △71,452

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 16,077 △16,077

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） － 80,955

ソフトウェア評価損 269,822 －

ソフトウェア仮勘定評価損 226,201 －

契約変更損 439,806 －

賃貸借契約解約損 － 35,383

受取利息及び受取配当金 △1,965 △2,426

支払利息 33,271 45,411

株式交付費 － 12,018

社債発行費 7,600 －

為替差損益（△は益） 9,100 △4,540

関係会社株式売却損益（△は益） － △265,782

持分法による投資損益（△は益） △12,082 △10,968

売上債権の増減額（△は増加） 574,030 △520,948

未収入金の増減額（△は増加） 21,962 13,626

たな卸資産の増減額（△は増加） △399,535 724,470

仕入債務の増減額（△は減少） △415,352 109,719

未払金の増減額（△は減少） △18,442 △58,678

前払費用の増減額（△は増加） △2,964 5,856

未払費用の増減額（△は減少） △7,311 35,827

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,666 71,740

未収消費税等の増減額（△は増加） △5,697 8,114

預り金の増減額（△は減少） － 13,466

その他 △10,661 50,126

小計 △928,308 △9,355

利息及び配当金の受取額 1,965 1,956

利息の支払額 △37,572 △47,496

法人税等の支払額 △853 △1,425

営業活動によるキャッシュ・フロー △964,768 △56,320



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

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 △5,289 △8,076

無形固定資産の取得による支出 △295,901 △15,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ ※2  △18,235

関係会社株式の売却による収入 ※2  65,883 55,200

少数株主からの払込みによる収入 12,148 －

投資有価証券の売却による収入 － 5,700

敷金及び保証金の回収による収入 － 4,004

その他 △3,888 △1,863

投資活動によるキャッシュ・フロー △227,046 21,330

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 4,810,666 －

短期借入金の返済による支出 △4,200,000 －

短期借入金の純増減額（△は減少） － △8,166

長期借入れによる収入 650,000 70,000

長期借入金の返済による支出 △330,000 △358,765

社債の発行による収入 392,367 －

社債の償還による支出 － △133,600

株式の発行による収入 21 787,986

自己株式の取得による支出 △1,185 △394

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,321,870 357,060

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,301 △8,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 114,754 313,735

現金及び現金同等物の期首残高 424,695 539,449

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  539,449 ※1  853,184



(5)継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

 当社グループは、当連結会計年度において、886,436千

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． 翌連結会計年度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。 

  

２． 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、平成20年６月23日開催の取締役

会において、山田太郎及び山口博之を割当先とする第三者

割当増資の実施を決議しました。これによる資本の増強

と、当期純利益による純資産の回復と併せて翌連結会計年

度中の解消を見込んでおります。 

 なお、当連結会計年度に契約内容の変更を行い、検収時

の売上計上となった案件の売上が、翌連結会計年度に計上

される見通しであり、利益回復の実現を見込んでおりま

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。  

 当社グループでは、当連結会計年度において、株式会社

ＦＩＮＥホールディングスを割当先とする第三者割当増資

による資本増強を行い、当連結会計年度内において債務超

過の状況は一時的に解消されました。  

  しかしながら、前連結会計年度において886,436千円の

重要な営業損失が発生し、2,590,825千円の当期純損失を

計上したことに引き続き、当連結会計年度において

338,636千円の営業損失が発生し、726,611千円の当期純損

失を計上した結果、294,811千円の債務超過となっており

ます。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは当該状況を解消すべく、翌連結会計年度

以降の利益回復を実現させる施策として、受注拡大、財務

基盤の強化、人材育成に向けた取り組みを推進しておりま

す。 

  

１．受注拡大に向けた取り組み 

① ターゲット顧客および業種の拡大 

 対象顧客を、東証一部上場企業もしくはそれに準ずる

売上高500億円以上の大手企業から、東証二部上場企業か

ら非上場までの中堅・中小企業へ拡大することで、受注

機会の増加を図って参ります。 

 対象業種を、組立製造業主体から周辺関連分野である

素材、プロセス部品、物流等へ拡大することにより、受

注機会の増加を図って参ります。 

②サービスの拡大 

 従前の組立製造業に対するソリューションサービスに

加え、ビジネスデューデリジェンスサービス分野に新規

参入することで、受注機会の増加を図って参ります。  

２．財務基盤の強化に向けた取り組み 

① 経営資源の集中 

 当社グループはこれまで、中国連結子会社や国内連結

子会社の一部を売却整理することにより、本業に注力す

る体制を構築して参りました。今後はパッケージソフト

ウェア事業の売却など更なる経営資源の集中を図って参

ります。 

② コスト削減 

 当社グループはこれまで、オフィス移転、役員報酬の

削減、諸経費の節減等のコスト削減を実行してきました

が、より一層の経費節減、将来に向けた安定基盤の確立

を図るべく、平成21年４月20日に「希望退職者募集に関

するお知らせ」にて発表いたしましたとおり、希望退職

者の募集を行いました。 

③ 有利子負債の圧縮 

 現在保有している不動産および有価証券の売却を図る

ことで、有利子負債の圧縮を図って参ります。 



前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  ３．人材育成に向けた取り組み 

 中長期的な再成長に向け、各種教育プログラムを行うこ

とにより、新規の顧客および業種の案件獲得や、新規サー

ビス拡大への対応、並びに、既存プロジェクトの品質向上

を目的とし、社員の質的拡充に努めて参ります。 

  

 しかしながら、これらの施策は実行途上であり、現時点

では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。  

  
 なお、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、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を

当連結財務諸表に反映しておりません。 



(6)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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 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。 

連結子会社の数 １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㈱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

会計年度に株式を売却したことにより、Nextech 

Asia Holdings Ltd.及び同社子会社３社を連結の

範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する 

  事項 

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。 

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 

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。 
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決

算日と一致しております。 

  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。 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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 

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。 

 イ 有価証券 

(イ)その他有価証券 

―――――― 

  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  

終仕入原価法による原価法を採用しておりま

す。 

ロ たな卸資産 

(1) ―――――― 

  

(2) 仕掛品 

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用し

ております。 

(3) ―――――― 

(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(リース資産を除く) 

建物(建物付属設備を除く)は定額法、その他の有

形固定資産については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     ８～45年 

器具及び備品 ４～15年 

  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。 

ロ 無形固定資産(リース資産を除く) 

同左  

  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 

  ニ ――――――  ニ リース資産     
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の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。  



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(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 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。  

ロ 受注損失引当金 

同左  

  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。 

ハ ――――――――             

  ニ ―――――――  ニ 本社移転損失引当金      

本社の移転に伴い、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。              

(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。 

同左 

 (5) 重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

――――――― 

(6) 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 

 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 

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 



(7)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19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(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。 

───────── 

───────── (リース取引に関する会計基準） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」(企業会計基準13号(平成５年６月17日(企業会計審

議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会会計制度委

員会)、平成19年３月30日改正))を適用し、通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

  これによる損益の影響はありません。 

───────── (棚卸資産)  

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９

号 平成18年７月５日)を当連結会計年度から適用し、評

価基準については原価法から原価法(収益性の低下による

簿価切下げの方法) に変更しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。  

───────── (連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い) 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告

第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。 

  また、この修正において、当連結会計年度期首の利益剰

余金が7,939千円減少しております。 

  これによる損益に与える影響及びセグメントに与える影

響は軽微であります。   



表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

 (連結貸借対照表関係) 

１．      ───────── 

  

  

  

  

  

  

  

２．流動資産の「前渡金」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「前渡金」は31千円でありま

す。 

３．流動負債の「前受金」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「前受金」は11,342千円でありま

す。 

 (連結貸借対照表関係) 

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度に

おいて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当

連結会計年度から「仕掛品」として区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品」「仕掛品」「貯蔵品」は、それぞれ31,885千円、

735,994千円、6,986千円であります。 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「ソフト

ウェア仮勘定」(当連結会計年度末の残高０千円)は、資産

の総額の100分の１となったため、無形固定資産の「その

他」に含めて表示することにしました。 

  

３．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「前受

金」 (当連結会計年度末の残高5,736千円)は、金額的重要

性が乏しくなったため流動負債の「その他」に含めて表示

することとしました。 

─────────  (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「ソフト

ウェア評価損」(当連結会計年度は24,353千円)は、特別損

失の総額の100分の10以下となったため、特別損失の「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「ソフト

ウェア仮勘定評価損」(当連結会計年度は2,797千円)は、

特別損失の100分の10以下となったため、特別損失の「そ

の他」に含めて表示することにいたしました。 



  

  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

─────────  (連結キャッシュ・フロー計算書関係)  

１．前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活動

によるキャッシュ・フローの「ソフトウェア評価損」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「ソフトウェア評価損」は24,353千円であります。 

２．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「ソフトウェア仮勘定評価

損」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「ソフトウェア仮勘定評価損」は2,797千円で

あります。  

３．営業活動によるキャッシュ・フローの「株式交付費」

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

「株式交付費」は278千円であります。 

４．財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金の

純増減額(△は減少)」は、前連結会計年度は「短期借入れ

による収入」及び「短期借入金の返済による支出」として

表示しておりましたが、借入から返済までの期間が短く、

かつ、借入と返済が頻繁に行われていることから、回転が

速い項目として、当連結会計年度より「短期借入金の純増

減額(△は減少)」として純額表示しております。 

 なお、当連結会計年度における「短期借入れによる収

入」は14,056,833千円、「短期借入金の返済による支出」

は△14,065,000千円であります。  

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、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％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度よ

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。 

――――――― 

―――――――  当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計

基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用して

おります。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

 投資有価証券（株式） 282,998千円 

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

 投資有価証券（株式） 235,850千円 

 ２．       ――――――― ※２．担保付資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。  

   担保付債務は次のとおりであります。  

建物 65,590千円 

土地  605,061  

 合計  670,652  

短期借入金 1,580,000千円 

長期借入金(1年内返済予定

の長期借入金を含む) 
536,000  

社債(1年内償還予定の社債

を含む) 
266,400  

 合計  2,382,400  

 ３．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。 

 ３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２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 2,300,000千円 

 借入実行残高 1,600,000千円 

 差引額 700,000千円 

 当座貸越限度額の総額 1,100,000千円 

 借入実行残高 680,000千円 

 差引額 420,000千円 



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料手当及び賞与        437,296千円 

のれん償却額           33,652千円 

※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。 

給料手当及び賞与        446,866千円 

※２．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。 

※２．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 (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. 

用途 種類  場所 

事業用資産 

工具、器具 
及び備品 

本社(東京都港区) 

商標権 本社(東京都港区) 

ソフトウェア 本社(東京都港区) 

リース資産 本社(東京都港区) 

遊休資産 ソフトウェア 本社(東京都港区) 

(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。

(２)減損損失の認識に至った経緯 

 事業用資産については、営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスであるため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、また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ております。 

(３)減損損失の金額 (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

工具、器具及び備品 8,175千円

商標権 4,291千円

ソフトウェア 23,350千円

リース資産 16,264千円

その他 2,380千円

合計 54,462千円

(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。 

(４)資産のグルーピングの方法 

 当社グループは全体としてプロフェッショナルサービス

事業を行っているため、事業用資産については、全ての資

産を一つの資産グループとしております。売却予定資産及

び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。  

  (５)回収可能価額の算定方法 

 回収可能価額の算定にあたっては、本社移転時点の帳簿

価額相当額を使用価値として評価しております。  



前連結会計年度（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 

（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 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

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。 

３. 普通株式の発行済株式総数の減少及び普通株式の自己株式の株式数の減少は、自己株式の消却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 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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

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

  
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）１.３ 

 15,728.86  35,199.00  0.86  50,927

合計  15,728.86  35,199.00  0.86  50,927

自己株式         

普通株式 
（注）２.３ 

 14.81  21.05  0.86  35

合計  14.81  21.05  0.86  35

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 
―  －  －  －  －  6,724

合計 ―  －  －  －  －  6,724



（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19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） 

※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21年３月31日現在） 

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

現金及び預金勘定 853,184千円

現金及び現金同等物 853,184千円

※２．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。 

※２．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  

 株式の売却によりネクステックウェイブ㈱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

並びにネクステックウェイブ㈱の売却価額と売却による

支出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  187,481千円

 未売却残高  274,917千円

 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

 流動資産      45,241千円

 固定資産   2,229千円

 流動負債    △20,649千円

 固定負債    △53,111千円

 株式売却益      36,489千円

 ネクステックウェイブ㈱売却価額       10,200千円

ネクステックウェイブ㈱現金及び現金同

等物   
   △31,151千円

 売却による収入    △20,951千円

   株式の売却によりNextech Asia Holdings Ltd.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Nextech Asia Holdings Ltd.の売却価額と売

却による支出は次のとおりであります。 

   流動資産    239,739千円

 固定資産       6,015千円

 流動負債   △463,926千円

 少数株主持分      1,198千円

 為替換算調整     △48千円

 株式売却益     224,427千円

 Nextech Asia Holdings Ltd.売却価額        7,405千円

Nextech Asia Holdings Ltd.現金及び現

金同等物   
    △4,689千円

 売却による収入       2,716千円



（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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．ファイナンスリース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  ①リース資産の内容 

   該当はありません。 

  ②リース資産の減価償却の方法 

   該当はありません。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

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、その内容は次の通りであります。 

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  19,466  24,878

ソフトウェア  20,400  5,372  15,027

合計  64,745  24,839  39,906

  
取得価額
相当額 

（千円）

減価償却
累計額 
相当額 

（千円） 

減損損失
累計額 
相当額 

（千円） 

期末残高
相当額 

（千円）

工具、器具 
及び備品 

 23,238  15,870  3,858  3,509

ソフトウェア  20,400  9,452  10,876  71

合計  43,638  25,323  14,734  3,580

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及びリース資産減損勘

定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 12,558千円

１年超 28,860千円

合計 41,419千円

１年内 8,605千円

１年超 10,794千円

合計 19,400千円

リース資産減損勘定の期末残高  16,264千円

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 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

支払リース料       12,642千円

減価償却費相当額       11,323千円

支払利息相当額      1,013千円

減損損失 16,264千円

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．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

２．      ――――――――― 

(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。 

  



１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注）前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。 

  

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

至 平成21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。 

  

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

至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

（有価証券関係）

区分 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21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  ―  －  －  －

区分 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21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  0  0

合計  0  0

 (２)子会社株式及び関連会社株式          

関連会社株式   282,998  235,850

合計  282,998  235,850

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）



前連結会計年度（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 

（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。 

（ストック・オプション等関係）

  
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 



(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 

② 単価情報 

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 

 (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。 

  
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  －

  
平成14年 

ストック・ 
オプション① 

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

  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％ 



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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         2,242千円 

   販売費及び一般管理費     362千円 

   特別利益          8,349千円 

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 

（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。 

  
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 

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   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 

ストック・オプ 

ション数(注)４ 
普通株式 656株 普通株式 536株 普通株式 1,020株 

付与日 平成16年９月27日 平成16年９月27日 平成17年６月29日 

権利確定条件 (注)１ (注)１ (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。 

権利行使期間 

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19年７月１日から 

平成24年６月30日まで 

  
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   257株 普通株式  659株 普通株式  502株 

付与日 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)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。 

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21年７月１日から 

平成23年６月30日まで 



(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 

② 単価情報 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

  

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。 

  
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  －  －  －  －  －  435

付与  －  －  －  －  －  －

失効  －  －  －  －  －  332

権利確定  －  －  －  －  －  －

未確定残  －  －  －  －  －  103

権利確定後（株）                                    

前連結会計年度末  40  84  920  121  508  －

権利確定  －  －  －  －  －  －

権利行使  －  －  －  －  －  －

失効  －  －  860  43  446  －

未行使残  40  84  60  78  62  －

  
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)  20,000  20,000  1,244,250  1,244,250  1,157,835  500,000

行使時平均株価(円)  －  －  －  －  －  －

公正な評価単価 

（付与日）(円) 
 －  －  －  －  －  89,062



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

至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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  608 千円 

未払事業所税否認  1,400 千円 

棚卸資産  8,423  千円 

新株予約権  1,304 千円 

一括償却資産限度超過額  3,722 千円 

ソフトウェア評価損   104,794  千円 

ソフトウェア仮勘定評価損   262,326  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  753,486  千円 

  その他  10,773  千円 

繰延税金資産合計  1,184,548 千円 

評価性引当額  △1,119,100 千円 

繰延税金資産の純額   65,448  千円 

繰延税金資産            

未払事業税  2,309 千円 

未払事業所税  425 千円 

商品  4,069  千円 

一括償却資産  1,671  千円 

関係会社株式評価損   192,748  千円 

減損損失   22,160  千円 

賃貸借契約解約損   15,945  千円 

ソフトウェア評価損   63,204  千円 

ソフトウェア仮勘定評価損   263,464  千円 

貸倒引当金  120,035  千円 

受注損失引当金  2,092  千円 

本社移転損失引当金  32,940  千円 

繰越欠損金  901,378  千円 

その他  2,607  千円 

繰延税金資産合計  1,625,055 千円 

評価性引当額  △1,625,055 千円 

繰延税金資産の純額   ―  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 

    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。 

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。 

（企業結合等関係）



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

(注)１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(１) プロフェッショナルサービス事業・・・製造業向けシステム開発、導入及びそれに付随する要件定

義等コンサルテーションを含むソリューションサービス、

データ分析・整備・設計 

(２) ネットワークセキュリティ事業・・・・ネットワークセキュリティ製品の販売 

３．前連結会計年度（みなし取得日は前連結会計年度の末日）に新たに取得した子会社の事業内容の変更が

当連結会計年度において行われたことに伴い、当連結会計年度より新たにネットワークセキュリティ事

業が加わっております。 

４．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は572,433千円であり、その主な

ものは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

５．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、205,442千円であり、その主なものは、

繰延税金資産及び管理部門に係る資産であります。 

６．減価償却費には長期前払費用に係る償却額が含まれております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
プロフェッショナ
ルサービス事業 

(千円) 

ネットワーク 
セキュリティ事業

(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

 Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

 （1）外部顧客に対する売上高  1,446,847  368,169  1,815,017  －  1,815,017

 （2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 －  －  －  －  －

 計  1,446,847  368,169  1,815,017  －  1,815,017

 営業費用  1,650,642  478,378  2,129,020  572,433  2,701,454

 営業損失  203,794  110,209  314,003  572,433  886,436

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

  及び資本的支出 
          

資産  2,430,696  418,608  2,849,304  205,442  3,054,747

減価償却費  91,864  8,317  100,181  25,450  125,632

減損損失  464,127  －  464,127  －  464,127

資本的支出  276,257  12,207  288,465  2,113  290,578



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

(注)１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

(１) プロフェッショナルサービス事業・・・製造業向けシステム開発、導入及びそれに付随する要件定

義等コンサルテーションを含むソリューションサービス、

データ分析・整備・設計 

(２) ネットワークセキュリティ事業・・・・ネットワークセキュリティ製品の販売 

３．当連結会計年度において、当社がNextech Asia Holdings Ltd.の株式を全て売却し、ネットワークセキ

ュリティ事業から撤退しました。 

４．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は456,233千円であり、その主な

ものは当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

５．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、784,188千円であり、その主なものは、

管理部門に係る資産及び売却用不動産であります。 

６．減価償却費には長期前払費用に係る償却額が含まれております。 

  
プロフェッショナ
ルサービス事業 

(千円) 

ネットワーク 
セキュリティ事業

(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

 Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

 （1）外部顧客に対する売上高  2,552,224  104,963  2,657,187  －  2,657,187

 （2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 －  －  －  －  －

 計  2,552,224  104,963  2,657,187  －  2,657,187

 営業費用  2,259,542  280,048  2,539,590  456,233  2,995,823

 営業利益又は営業損失(△)  292,681  △175,084  117,597  △456,233  △338,636

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

  及び資本的支出 
          

資産  1,578,879  －  1,578,879  784,188  2,363,068

減価償却費  33,617  973  34,590  17,964  52,555

減損損失  14,097  －  14,097  40,364  54,462

資本的支出  400  552  952  675,651  676,604



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  (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．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は572,433千円であり、その 

      主なものは、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

    ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は205,442千円であり、その主なものは、 

      繰延税金資産及び管理部門に係る資産であります。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  (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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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、海外売上高の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  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 売上高及び営業損益           

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  230,546  239,366  △239,366  －

 計  1,502,986  551,396  2,054,383  △239,366  1,815,017

 営業費用  1,627,796  627,609  2,255,406  446,047  2,701,454

 営業損失  124,809  76,212  201,022  685,414  886,436

 Ⅱ 資産  2,305,145  601,433  2,906,579  148,167  3,054,747

ｃ．海外売上高

  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



前連結会計年度（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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．関連当事者との取引 

  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等 

    該当事項はありません。 

 (イ) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

    重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 (ウ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等 

    重要性が乏しいため記載を省略しております。  

  

２．親会社に関する注記  

  親会社情報  

   ㈱ＦＩＮＥホールディングス(非上場)  

 （注）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。 

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

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 

１株当たり純資産額 △5,925円1銭 

１株当たり当期純損失金額   20,995円47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金

額であるため記載しておりません。 

  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金

額であるため記載しておりません。  

  
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純損失金額     

 当期純損失（千円）  2,590,825  726,611

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

 普通株式に係る当期純損失（千円）  2,590,825  726,611

 期中平均株式数（株）  15,686  34,608

             

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）  －  －

（うち新株予約権）  (－)  (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり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       2,015個 

(普通株式          2,108株) 

ストック・オプション  ６種類 

新株予約権の数         334個 

(普通株式            427株) 



（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(第三者割り当てによる新株の発行) 

 当社は、平成20年６月23日開催の当社取締役会において、第三者割

当による新株発行を決議しました。 

 (１)新株発行の目的 

当社は、平成20年３月期において多額の損失を計上したことから、債

務超過となっております。そのため、財務基盤の強化を図り、株主利

益に資する安定した経営基盤を構築するため、新株を発行するに至り

ました。 

 (２)新株発行の概要１ 

①発行新株式数   普通株式3,594株 

②発行価額     １株につき金50,100円 

③発行価額の総額  180,059,400円 

④資本組入額の総額  90,029,700円 

⑤募集又は割当方法 山田太郎及び山口博之に対する第三者割当 

⑥申込期間     平成20年７月31日まで 

⑦払込期日     平成20年７月31日 

⑧新株券交付日   割当先の株券不所持の申し出により、今回の増

資に係る株券の発行は行いません。 

⑨資金の使途    運転資金   

(３)新株発行の概要２ 

①発行新株式数   普通株式13,253株 

②発行価額     １株につき金50,100円 

③発行価額の総額  664,000,000円 

④資本組入額の総額 332,000,000円 

⑤募集又は割当方法 山田太郎に対する第三者割当（土地及び建物に

よる現物出資） 

⑥申込期間     平成20年７月31日まで 

⑦払込期日     平成20年７月31日 

⑧新株券交付日   割当先の株券不所持の申し出により、今回の増

          資に係る株券の発行は行いません。 

⑨資金の使途    現物出資を受けて株式を発行する予定のため該 

          当事項はありません。 

  

（資金の貸付） 

 当社は平成21年１月19日開催の取締役会決議に基づき、当社の親会

社である株式会社ＦＩＮＥホールディングスのその他の関係会社であ

る富士ソフト株式会社との間に極度額1,000,000千円の貸付契約を締

結し、平成21年４月８日及び４月30日付でそれぞれ総額600,000千円

の貸付を行いました。 

 (1) 貸付目的 

   資金運用 

 (2) 貸付先 

   富士ソフト株式会社 

 (3) 貸付金額 

   600,000千円 

 (4) 貸付金利 

   全銀協国内円TIBOR＋0.5% 

 (5) 実施時期 

   平成21年４月８日及び４月30日 

 (6) 返済方法 

   期日一括返済 

 (7) 返済期限 

   平成21年４月30日及び５月29日 

 (8) 受入担保資産又は保証の内容 

   無担保・無保証 

（希望退職者の募集について） 

 当社は平成21年４月20日開催の取締役会決議に基づき、下記のとお

り希望退職者の募集を行いました。 

(1) 希望退職者募集の理由 

 当社グループは、平成21年３月期決算において２期連続の債務超

過となる見込みであり、現在、損益分岐点を引き下げるべく経費削

減等の社内改革を実行しております。 

 その一環として、将来に向けた安定基盤の確立を図るため、希望

退職者の募集を決定したものであります。 

(2) 希望退職者募集の概要 

①募集人数10名程度 

（平成21年３月31日現在の当社従業員数：82名） 

②募集期間 

平成21年４月24日～平成21年５月８日 

③退職日 

平成21年５月31日～平成21年６月30日 

④優遇措置 

平成21年５月31日付の退職者に対し、特別退職金を支給する。 

(3)希望退職者募集の結果  

 応募者数 ６名 

(4) 業績に与える影響 

 本件に伴う特別退職金1,134千円は、平成22年３月期決算において

特別損失として計上する予定であります。  



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 232,951 819,231

売掛金 ※2  439,062 403,967

仕掛品 735,994 11,156

貯蔵品 6,986 －

前渡金 206,325 －

前払費用 26,816 16,535

短期貸付金 ※2  85,000 －

繰延税金資産 65,448 －

未収入金 23,290 73,376

その他 18,306 734

流動資産合計 1,840,183 1,325,001

固定資産   

有形固定資産   

建物 110,177 ※1  106,207

減価償却累計額 △37,159 △18,297

建物（純額） 73,018 ※1  87,909

工具、器具及び備品 65,583 38,024

減価償却累計額 △44,372 △35,186

工具、器具及び備品（純額） 21,211 2,837

土地 － ※1  605,061

有形固定資産合計 94,229 695,808

無形固定資産   

商標権 2,563 －

ソフトウエア 85,831 －

ソフトウエア仮勘定 2,797 0

その他 397 0

無形固定資産合計 91,588 0

投資その他の資産   

投資有価証券 9,700 0

関係会社株式 306,499 248,299

関係会社長期貸付金 295,000 －

破産更生債権等 － 295,000

長期前払費用 2,234 －

敷金及び保証金 140,179 72,454

貸倒引当金 △295,000 △295,000

投資その他の資産合計 458,613 320,754

固定資産合計 644,431 1,016,563

資産合計 2,484,614 2,341,564



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※2  61,139 630

短期借入金 1,600,000 ※1  1,580,000

1年内返済予定の長期借入金 356,000 ※1  192,000

1年内償還予定の社債 133,600 ※1  133,600

未払金 41,777 54,117

未払費用 18,556 6,708

未払法人税等 1,394 8,526

未払消費税等 － 70,343

前受金 610,989 5,736

預り金 10,677 7,868

受注損失引当金 76,595 5,142

事業所閉鎖損失引当金 16,077 －

本社移転損失引当金 － 80,955

その他 － 7,298

流動負債合計 2,926,807 2,152,927

固定負債   

長期借入金 536,000 ※1  344,000

社債 266,400 ※1  132,800

負ののれん 28,363 18,909

その他 － 9,030

固定負債合計 830,763 504,739

負債合計 3,757,570 2,657,667

純資産の部   

株主資本   

資本金 402,980 1,134,982

資本剰余金   

資本準備金 845,186 1,577,188

資本剰余金合計 845,186 1,577,188

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,526,642 △3,027,830

利益剰余金合計 △2,526,642 △3,027,830

自己株式 △6,948 △7,167

株主資本合計 △1,285,424 △322,826

新株予約権 12,468 6,724

純資産合計 △1,272,956 △316,102

負債純資産合計 2,484,614 2,341,564



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,389,246 2,457,532

売上原価 1,110,386 1,812,509

売上総利益 278,859 645,022

販売費及び一般管理費   

販売促進費 61,639 10,778

役員報酬 61,535 63,901

給料手当及び賞与 314,334 360,401

法定福利費 38,472 42,059

採用費 110,743 13,715

事務用消耗品費 19,570 8,325

賃借料 104,957 93,881

減価償却費 27,721 17,012

旅費及び交通費 51,354 25,713

通信費 19,928 8,601

業務委託費 46,432 70,420

支払報酬 18,501 24,492

その他 83,361 42,301

販売費及び一般管理費合計 958,552 781,604

営業損失（△） △679,693 △136,581

営業外収益   

受取利息 ※1  3,518 2,977

受取家賃 － 4,967

負ののれん償却額 9,454 9,454

受取手数料 3,950 －

業務受託料 ※1  2,500 －

その他 2,769 3,581

営業外収益合計 22,194 20,982

営業外費用   

支払利息 32,156 41,515

貸倒引当金繰入額 ※1  295,000 －

株式交付費 － 12,018

その他 10,194 15,067

営業外費用合計 337,351 68,601

経常損失（△） △994,850 △184,201



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

関係会社株式売却益 12,000 7,200

新株予約権戻入益 － 8,349

特別利益合計 12,000 15,549

特別損失   

関係会社株式評価損 473,700 －

ソフトウェア評価損 296,704 －

ソフトウェア仮勘定評価損 323,377 －

契約変更損 439,806 －

事業所閉鎖損失引当金繰入 16,077 －

本社移転損失引当金繰入額 － 80,955

賃貸借契約解約損 － 90,852

減損損失 － ※2  54,462

その他 23,147 37,606

特別損失合計 1,572,813 263,876

税引前当期純損失（△） △2,555,664 △432,528

法人税、住民税及び事業税 950 3,035

法人税等調整額 338,758 65,448

法人税等合計 339,708 68,483

当期純損失（△） △2,895,372 △501,012



（脚注） 

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31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    656,301  37.4  503,352  47.0

Ⅱ 外注費    794,305  45.2  456,680  42.6

Ⅲ 経費 ※２  305,655  17.4  110,866  10.4

当期総製造費用    1,756,262  100.0  1,070,898  100.0

期首仕掛品たな卸高    38,988        735,994      

契約変更損に伴う調整額    332,919        －      

合計    2,128,171        1,806,893      

期末仕掛品たな卸高    735,994        11,156      

他勘定振替高 ※３  366,063        －      

当期製品製造原価    1,026,112        1,795,736      

期首商品たな卸高    －        －      

当期商品仕入高    8,600        532      

合計    8,600        532      

期末商品たな卸高     －        －      

    差引計    8,600        532      

ソフトウェア減価償却費    75,674        16,239      

売上原価    1,110,386        1,812,509      

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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  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 

地代家賃  77,633 千円 

減価償却費  16,946 千円 

旅費交通費  44,557 千円 

業務委託費  13,445 千円 

受注損失引当金繰入額  5,142 千円 

受注損失引当金戻入額  △76,595 千円 

その他  29,735 千円 

計  110,866 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 

 ３．     ―――――――――― 

     



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 402,790 402,980

当期変動額   

新株の発行 190 732,002

当期変動額合計 190 732,002

当期末残高 402,980 1,134,982

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 844,996 845,186

当期変動額   

新株の発行 190 732,002

当期変動額合計 190 732,002

当期末残高 845,186 1,577,188

資本剰余金合計   

前期末残高 844,996 845,186

当期変動額   

新株の発行 190 732,002

当期変動額合計 190 732,002

当期末残高 845,186 1,577,188

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 368,730 △2,526,642

当期変動額   

当期純損失（△） △2,895,372 △501,012

自己株式の消却 － △176

当期変動額合計 △2,895,372 △501,188

当期末残高 △2,526,642 △3,027,830

利益剰余金合計   

前期末残高 368,730 △2,526,642

当期変動額   

当期純損失（△） △2,895,372 △501,012

自己株式の消却 － △176

当期変動額合計 △2,895,372 △501,188

当期末残高 △2,526,642 △3,027,830



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △5,763 △6,948

当期変動額   

自己株式の取得 △1,185 △394

自己株式の消却 － 176

当期変動額合計 △1,185 △218

当期末残高 △6,948 △7,167

株主資本合計   

前期末残高 1,610,753 △1,285,424

当期変動額   

新株の発行 380 1,464,005

当期純損失（△） △2,895,372 △501,012

自己株式の取得 △1,185 △394

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △2,896,177 962,597

当期末残高 △1,285,424 △322,826

新株予約権   

前期末残高 － 12,468

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,468 △5,744

当期変動額合計 12,468 △5,744

当期末残高 12,468 6,724

純資産合計   

前期末残高 1,610,753 △1,272,956

当期変動額   

新株の発行 380 1,464,005

当期純損失（△） △2,895,372 △501,012

自己株式の取得 △1,185 △394

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,468 △5,744

当期変動額合計 △2,883,709 956,853

当期末残高 △1,272,956 △316,102



(4)継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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において、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． 翌事業年度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。 

  

２． 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、平成20年６月23日開催の取締

役会において、山田太郎及び山口博之を割当先とする第

三者割当増資の実施を決議しました。これによる資本の

増強と、当期純利益による純資産の回復と併せて翌事業

年度中の解消を見込んでおります。 

  

 なお、当事業年度に契約内容の変更を行い、検収時の

売上計上となった案件の売上が、翌事業年度に計上され

る見通しであり、利益回復の実現を見込んでおります。 

  

 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。 

  

 当社では、当事業年度において、株式会社ＦＩＮＥホー

ルディングスを割当先とする第三者割当増資の払込が完了

による資本増強を行い、当事業年度内において債務超過の

状況は一時的に解消されました。 

 しかしながら、前事業年度において679,693千円の重要

な営業損失が発生し、2,895,372千円の当期純損失を計上

したことに引き続き、当事業年度において136,581千円の

営業損失が発生し、501,012千円の当期純損失を計上した

結果、316,102千円の債務超過となっております。当該状

況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な状況が存在しております。 

  

 当社は当該状況を解消すべく、翌事業年度以降の利益回

復を実現させる施策として、受注拡大、財務基盤の強化、

人材育成に向けた取り組みを推進しております。 

１．受注拡大に向けた取り組み 

① ターゲット顧客および業種の拡大 

 対象顧客を、東証一部上場企業もしくはそれに準ずる

売上高500億円以上の大手企業から、東証二部上場企業か

ら非上場までの中堅・中小企業へ拡大することで、受注

機会の増加を図って参ります。 

 対象業種を、組立製造業主体から周辺関連分野である

素材、プロセス部品、物流等へ拡大することにより、受

注機会の増加を図って参ります。 

 ②サービスの拡大 

 従前の組立製造業に対するソリューションサービスに

加え、ビジネスデューデリジェンスサービス分野に新規

参入することで、受注機会の増加を図って参ります。 

  

２．財務基盤の強化に向けた取り組み 

① 経営資源の集中 

 当社はこれまで、中国連結子会社や国内連結子会社の

一部を売却整理することにより、本業に注力する体制を

構築して参りました。今後はパッケージソフトウェア事

業の売却など更なる経営資源の集中を図って参ります。 

② コスト削減 

 当社はこれまで、オフィス移転、役員報酬の削減、諸

経費の節減等のコスト削減を実行してきましたが、より

一層の経費節減、将来に向けた安定基盤の確立を図るべ

く、平成21年４月20日に「希望退職者募集に関するお知

らせ」にて発表いたしましたとおり、希望退職者の募集

を行いました。 

③ 有利子負債の圧縮 

 現在保有している不動産および有価証券の売却を図る

ことで、有利子負債の圧縮を図って参ります。 



前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  ３．人材育成に向けた取り組み 

 中長期的な再成長に向け、各種教育プログラムを行うこ

とにより、新規の顧客および業種の案件獲得や、新規サー

ビス拡大への対応、並びに、既存プロジェクトの品質向上

を目的とし、社員の質的拡充に努めて参ります。 

 しかしながら、これらの施策は実行途上であり、現時点

では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

 なお、当財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当財

務諸表に反映しておりません。 



(5)重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しておりま

す。 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (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。 

(2）その他有価証券 

・―――――――  

  ・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）――――――― 

  (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 

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定)を採用しております。 

  (3）貯蔵品 

終仕入原価法による原価法を採用しており

ます。 

(3）――――――― 

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(リース資産を除く) 

建物(建物付属設備を除く)は定額法、その他

の有形固定資産については定率法を採用して

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       ８～45年 

器具及び備品   ４～15年 

  (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(リース資産を除く) 

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) ―――――――  (4) リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうち、リース取引開始日が平成20年３月

31日以前のリース取引については、通常の賃

貸借取引係る方法に準じた会計処理によって

おります。  



項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

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）社債発行費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。  

（2）―――――――  

５．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

（1）貸倒引当金 

同左  

  （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。 

（2）受注損失引当金 

同左  

  （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。 

（3）―――――――  

   (4) ――――――――   (4) 本社移転損失引当金 

本社の移転に伴い、発生が見込まれる現状回

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。  

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。 

      ―――――――

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 



(6)会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

（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。 

───────── 

─────────  (リース取引に関する会計基準) 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会

計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用方針」(企業会計基準適用

指針16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会会計制

度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。  

 これによる損益に与える影響はありません。  

─────────  (棚卸資産) 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第

９号 平成18年７月５日)を当事業年度から適用し、評価

基準については原価法から原価法(収益性の低下による簿

価切下げの方法) に変更しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 



  

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

─────────  (貸借対照表) 

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「ソフトウェ

ア仮 勘定」(当事業年度末残高０千円)は、当事業年度

において、資産の総額の100分の１以下となったため、

無形固定資産の「その他」に含めて表示することにしま

した。  

─────────  (損益計算書) 

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「業務受託

料」(当事業年度1,500千円)は、当事業年度において、

営業外収益の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しました。 

２．前事業年度まで「その他」に含めて表示しておりまし

た「株式交付費」は、当事業年度において、営業外費用

の100分の10を超えたため区分掲記しました。なお、前

事業年度における「株式交付費」の金額は278千円であ

ります。 

３．前事業年度まで区分掲記しておりました「ソフトウェ

ア評価損」(当事業年度24,353千円)は、当事業年度にお

いて特別損失の総額の100分の10以下となったため、特

別損失の「その他」に含めて表示することにしました。

４．前事業年度まで区分掲記しておりました「ソフトウェ

ア仮勘定評価損」(当事業年度2,797千円)は、当事業年

度において特別損失の総額の100分の10以下となったた

め、特別損失の「その他」に含めて表示することにしま

した。 

追加情報

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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。 

        ―――――――――― 



  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

 １．       ――――――― ※１．担保付資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。  

   担保付債務は次のとおりであります。  

建物  65,590千円 

土地  605,061  

 合計  670,652  

短期借入金 1,580,000千円 

長期借入金(1年内返済予定

の長期借入金を含む) 
536,000  

社債(1年内償還予定の社債

を含む) 
266,400  

 合計  2,382,400  

※２．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．       ――――――― 

３．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。 

３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため銀行 

２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 

 当座貸越限度額の総額 1,100,000 千円

 借入実行残高 680,000 千円 

 差引額 420,000 千円 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※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 

 １．―――――――― 

 ２．―――――――― ※２．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。 

  (１)減損損失を認識した主な資産 

  
用途 種類  場所 

事業用資産 

工具、器具 
及び備品 

本社(東京都港区) 

商標権 本社(東京都港区) 

ソフトウェア 本社(東京都港区) 

リース資産 本社(東京都港区) 

遊休資産 ソフトウェア 本社(東京都港区) 



前事業年度（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 

（注） 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20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（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。 

    ２.普通株式の自己株式の株式数の減少は、自己株式の消却によるものであります。             

   

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  (２)減損損失の認識に至った経緯 

 事業用資産については、営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスであるため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、また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ております。 

  (３)減損損失の金額 

  工具、器具及び備品 8,175千円

商標権 4,291千円

ソフトウェア 23,350千円

リース資産 16,264千円

その他 2,380千円

合計 54,462千円

  (４)資産のグルーピングの方法 

 当社は全体としてプロフェッショナルサービス事業を行

っているため、事業用資産については、全ての資産を一つ

の資産グループとしております。売却予定資産及び遊休資

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。  

  (５)回収可能価額の算定方法 

 回収可能価額の算定にあたっては、本社移転時点の帳簿

価額相当額を使用価値として評価しております。  

（株主資本等変動計算書関係）

  
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

  
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  14.81  21.05  0.86  35

合計  14.81  21.05  0.86  35



  

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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 

ファイナンスリース取引 

  所有権移転外ファイナンスリース取引 

  ①リース資産の内容 

   該当はありません。 

  ②リース資産の減価償却の方法 

   該当はありません。  

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準

じた会計処理によっており、その内容は次の通りであり

ます。  

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  19,466  24,878

ソフトウェア   20,400  5,372  15,027

合計  64,745  24,839  39,906

  
取得価額
相当額 

（千円）

減価償却
累計額 
相当額 

（千円） 

減損損失
累計額 
相当額 

（千円） 

期末残高
相当額 

（千円）

工具、器具 
及び備品 

 23,238  15,870  3,858  3,509

ソフトウェア  20,400  9,452  10,876  71

合計  43,638  25,323  14,734  3,580

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及びリース資産減損勘

定期末残高 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 12,558千円

１年超 28,860千円

合計 41,419千円

１年内 8,605千円

１年超 10,794千円

合計 19,400千円

リース資産減損勘定の期末残高 16,264千円

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 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

支払リース料       12,642千円

減価償却費相当額       11,323千円

支払利息相当額      1,013千円

減損損失 16,264千円

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。  

  



 前事業年度（平成20年３月31日）及び当事業年度（平成21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。 

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平

成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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  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 

繰延税金資産            

未払事業税  2,309 千円 

未払事業所税  425 千円 

商品  4,069  千円 

一括償却資産  1,671  千円 

関係会社株式評価損   192,748  千円 

減損損失   22,160  千円 

賃貸借契約解約損   15,945  千円 

ソフトウェア評価損   63,204  千円 

ソフトウェア仮勘定評価損   263,464  千円 

貸倒引当金  120,035  千円 

受注損失引当金  2,092  千円 

本社移転損失引当金  32,940  千円 

繰越欠損金  712,191  千円 

その他  2,607  千円 

繰延税金資産合計  1,435,868 千円 

評価性引当額  △1,435,868 千円 

繰延税金資産の純額   ―  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 

    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。 

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。 

（企業結合等関係）



 （注）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。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

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 

１株当たり純資産額     △6,343円37銭 

１株当たり当期純損失金額   14,476円78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

金額であるため記載しておりません。 

  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

金額であるため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純損失金額            

 当期純損失（千円）  2,895,372  501,012

 普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  ―

 普通株式に係る当期純損失（千円）  2,895,372  501,012

 期中平均株式数（株）  15,686  34,608

             

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）  －  ―

（うち新株予約権） (―) (―) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり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    2,015個 

(普通株式      2,108株) 

ストック・オプション ６種類 

新株予約権の数      334個 

(普通株式        427株) 



（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(第三者割り当てによる新株の発行) 

 当社は、平成20年６月23日開催の当社取締役会において、第三者割

当による新株発行を決議しました。 

(１)新株発行の目的 

 当社は、平成20年３月期において多額の損失を計上したことから、

債務超過となっております。そのため、財務基盤の強化を図り、株主

利益に資する安定した経営基盤を構築するため、新株を発行するに至

りました。 

  

(２)新株発行の概要１ 

①発行新株式数   普通株式3,594株 

②発行価額     １株につき金50,100円 

③発行価額の総額  180,059,400円 

④資本組入額の総額  90,029,700円 

⑤募集又は割当方法 山田太郎及び山口博之に対する第三者割当 

⑥申込期間     平成20年７月31日まで 

⑦払込期日     平成20年７月31日 

⑧新株券交付日   割当先の株券不所持の申し出により、今回の増 

          資に係る株券の発行は行いません。 

⑨資金の使途    運転資金 

  

(３)新株発行の概要２  

①発行新株式数   普通株式13,253株 

②発行価額     １株につき金50,100円 

③発行価額の総額  664,000,000円 

④資本組入額の総額 332,000,000円 

⑤募集又は割当方法 山田太郎に対する第三者割当（土地及び建物に

よる現物出資） 

⑥申込期間     平成20年７月31日まで 

⑦払込期日     平成20年７月31日 

⑧新株券交付日   割当先の株券不所持の申し出により、今回の増 

          資に係る株券の発行は行いません。 

⑨資金の使途    現物出資を受けて株式を発行する予定のため該 

          当事項はありません。  

（資金の貸付） 

 当社は平成21年１月19日開催の取締役会決議に基づき、当社の親会

社である株式会社ＦＩＮＥホールディングスのその他の関係会社であ

る富士ソフト株式会社との間に極度額1,000,000千円の貸付契約を締

結し、平成21年４月８日及び４月30日付でそれぞれ総額600,000千円

の貸付を行いました。  

(1)貸付目的 

  資金運用 

(2)貸付先 

  富士ソフト株式会社 

(3)貸付金額 

  600,000千円 

(4) 貸付金利 

  全銀協国内円TIBOR＋0.5% 

(5) 実施時期 

  平成21年４月８日及び４月30日 

(6) 返済方法 

  期日一括返済 

(7) 返済期限 

  平成21年４月30日及び５月29日 

(8) 受入担保資産又は保証の内容 

  無担保・無保証 

  

（希望退職者の募集について） 

 当社は平成21年４月20日開催の取締役会決議に基づき、下記のとお

り希望退職者の募集を行いました。 

(1) 希望退職者募集の理由 

 当社は、平成21年３月期決算において２期連続の債務超過となる

見込みであり、現在、損益分岐点を引き下げるべく経費削減等の社

内改革を実行しております。 

 その一環として、将来に向けた安定基盤の確立を図るため、希望

退職者の募集を決定したものであります。 

(2) 希望退職者募集の概要 

①募集人数10名程度 

 （平成21年３月31日現在の当社従業員数：82名） 

②募集期間 

 平成21年４月24日～平成21年５月８日 

③退職日 

 平成21年５月31日～平成21年６月30日 

④優遇措置 

 平成21年５月31日付の退職者に対し、特別退職金を支給する。 

(3）希望退職者募集の結果 

  応募者数 ６名 

(4) 業績に与える影響 

 本件に伴う特別退職金1,134千円は、平成22年３月期決算において

特別損失として計上する予定であります。  



①代表取締役の異動 

ａ．異動の内容 

  昇任代表取締役  斎藤 泰志 

  降任代表取締役  青野 秀夫 （現 取締役） 

ｂ．異動日 

  平成21年４月１日  

  

②取締役の異動 

ａ．異動の内容 

  退任取締役  河野 文豊 

ｂ．異動日 

  平成21年４月30日  

  

③その他の役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

６．その他

(1)役員の異動
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