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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） 

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、平成20年３月期の数値は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、平成20年３月期の数値は記載しておりません。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、平成20年３月期の数値は記載しておりません。  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,961 ― 34 ― 31 ― 27 ―
20年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 1,855.59 ― 5.1 2.3 1.8
20年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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 1,430 562 37.9 36,583.74
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期  542百万円 20年3月期  ―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 △357 5 191 170
20年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 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 ― ― ― ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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）

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率は記載しておりません。 

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

800 ― △40 ― △40 ― △45 ― △3,034.79

通期 2,200 ― 100 ― 100 ― 50 ― 3,371.99
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 14,828株 20年3月期 14,828株
② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―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 1,595 39.7 25 ― 43 ― 41 ―
20年3月期 1,141 △14.0 △127 ― △142 ― △206 ―

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 2,788.84 ―
20年3月期 △17,004.74 ―

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 1,283 556 43.3 37,516.99
20年3月期 1,013 519 50.3 34,728.15

（参考） 自己資本 21年3月期  556百万円 20年3月期  514百万円

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 
(1) 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。 
(2) 当社は、平成21年９月１日をもって、持株会社に移行する予定であります。持ち株会社の収入は、子会社からの経営指導料および配当収入等が主とな
り、費用は持株会社としての機能に関するものが中心となります。したがいまして、持株会社の個別業績は、連結業績に与える影響が軽微であるため、記
載を省略しております。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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(1)経営成績に関する分析 

（当連結会計年度の経営成績） 

 当連結会計年度の当社を取り巻く事業環境は、後半に至り世界的な金融危機を背景とした景気の悪化に伴い、企業

のIT投資の減速が目立つなど厳しいものとなりました。かかる世界同時不況の影響を大きく受けつつもサーバーソリ

ューション事業の健闘もあり、連結業績において黒字を確保し、また個別業績においても黒字回復を果たしました。

業績等の概要は、以下のとおりであります。 

 なお、第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成していることから、以下において連結業績数値の前期比較

は行わず、可能な部分では個別業績での前期比較を行なっております。 

①連結売上高 

 当連結会計年度の売上高は、ネットインフラ構築事業は338百万円、サーバーソリューション事業は1,256百万円、

情報サービス事業は366百万円、合計で1,961百万円となりました。個別業績の売上高は、前期比453百万円増収の

1,595百万円となりました。 

 当連結会計年度の各セグメントの営業状況は、以下のとおりであります。 

i) ネットインフラ構築事業 

 集合住宅向け光統合システムを主力とする建設ITソリューションは、建設不動産業界不況の中にあっても増収基調

を維持し、次期に向けて当連結会計年度の売上高を上回る受注残を積み上げている一方、来訪者施設向け通信機器関

連ソリューションは、外資系を中心とする大手ホテルの設備投資抑制に加え、当社が取り扱う米国製ゲートウェイ商

品メーカーの業務停止の影響を受け売上を減じました。以上より、ネットインフラ構築事業の売上高は338百万円と

なりました。 

ii)サーバーソリューション事業 

 ミドルウェア関連ビジネスは、従来製品であるアプリケーション配信・リモートアクセスツール製品群は堅調に推

移しました。同部門の新製品であるIT-ECO製品群も市場における認知度が高まり、当連結会計年度の後半に中大規模

案件の成約が始まりましたが、国内景気悪化の影響を受けた製造業を中心とする設備投資抑制の影響を受け、複数の

期中案件の見直しや先送りが発生致しました。クラスターサーバー関連ビジネスは、予定された複数の大型案件を着

実に取り込み順調に推移したものの製造業向け中小案件は設備投資抑制の影響を強く受ける結果となりました。 以

上よりサーバーソリューション事業の売上高は1,256百万円となりました。 

iii)情報サービス事業 

 当第3四半期連結会計期間から新たに立ち上げた同事業は、国内景気悪化の影響を受けインターネット広告関連ビ

ジネスが伸び悩みましたが、モバイルコンテンツビジネスの強化に努めた結果、同事業の売上高は平成20年10月から

平成21年2月までの5か月間の実績において、366百万円となりました。 

②連結売上原価 

 売上原価は、主として製商品とそれらを構成する部品やサービスの購入費およびソフトウェアロイヤリティー費用

から構成されます。当連結会計年度の売上高に対する売上原価比率は65.6%となりました。 

③連結売上総利益 

 当連結会計年度の連結売上総利益は674百万円となりました。売上総利益率は34.4％となりました。 

 なお、当事業年度個別業績における売上総利益は、前期比113百万円増益の573百万円となりました。 

④販売費及び一般管理費 

 販売費は、主に広告宣伝費、一般管理費は、主に人件費、地代家賃、支払報酬等であります。当連結会計年度の販

管費は639百万円となりました。この中には、子会社株式会社キャナルののれん償却12百万円を含んでおります。 

 なお、当事業年度個別業績における販管費は、前期比40百万円減少し547百万円となりました。 

⑤連結営業利益 

 当連結会計年度の連結営業利益は34百万円となりました。 

 なお、当事業年度個別業績の営業利益は、前期比153百万円増益の25百万円となり、厳しい経済環境の中、黒字転

換を果たしました。 

⑥営業外収益および費用 

 特筆すべきものはありません。 

１．経営成績
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⑦連結経常利益 

 当連結会計年度の連結経常利益は31百万円となりました。 

 なお、当事業年度個別業績における経常利益は、前期比186百万円増益の43百万円となりました。 

⑧特別損益 

 特筆すべきものはありません。 

⑨法人税等 

 特筆すべきものはありません。 

⑩連結当期純利益 

 当連結会計年度の当期純利益は27百万円となりました。 

 なお、当事業年度個別当期純利益は、前期比247百万円増益の41百万円となりました。 

（次期の見通し） 

 日本を取り巻く経済状況は、一層厳しさを増しており、回復時期が読みにくい状況でありますが、当社グループに

おきましては事業・製品ポートフォリオの見直しの継続により増収増益を見込んでおります。具体的には、  

①ネットインフラ構築事業は、光統合システムを主力とする建設ITソリューションの当期末受注残をベースに着実に

増収を見込む一方、来訪者施設向け通信機器関連ソリューションは、核となる米国ゲートウェイ商品の取扱停止によ

り売上は減少する見通しです。 

②サーバーソリューション事業は、ミドルウェア関連ビジネスにおいてIT-ECO製品群等の大型案件に加え、新製品の

投入により増収となる見通しですが、クラスターサーバー関連ビジネスは大型案件の数が当連結会計年度ほど期待で

きないため減収となる見通しです。 

③情報サービス事業は、既に開示したM&Aの２案件も織り込み増収の見込みです。 

 以上の状況を総合し、かつ業務の効率化を目的とするオフィス移転費用（特別損失）を織り込んで、次期の連結業

績見通しは売上高2,200百万円、営業利益100百万円、経常利益100百万円、当期純利益50百万円を見込みます。 

［見通しに関する留意事項］ 

 この資料における業績の見通しは、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定等に基づいております。今後

の国内外の経済情勢、当社の事業運営における状況の変化、見通しに内在する様々な不確実な要素や潜在リスク等の

要因により、結果的に実際の業績が見通しと大きく異なることがあります。 

(2)財政状態に関する分析 

①キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は170百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は344百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は６百万円となりました。主な内訳は、株式会社キャナルの株式取得に伴う収入44百

万円、投資有価証券の取得に伴う支出26百万円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は191百万円となりました。主な内訳は、短期借入れによる収入278百万円、短期借入

金の返済による支出80百万円、長期借入金の返済による支出１百万円等であります。 
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②キャッシュ・フロー指標の動向 

  当社グループのキャッシュ・フロー指標の動向は次のとおりであります。 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 １．平成21年３月連結会計年度の各指標は、連結ベース財務数値により計算しております。なお、当連結会計

年度より連結財務諸表を作成しておりますので、前期以前の各指標は記載しておりません。 

 ２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

 ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 ４．キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシ

ュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

(3)利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

 当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施し

ていくことを基本方針としております。当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当

を行うことができる。」旨を定款に定めております。 

 当事業年度に関しましては、遺憾ながら無配といたしました。今後とも、内部留保を確保しつつ早期復配を実施す

べく、引き続き業績の拡大に向け全力を傾注する所存であります。 

(4)事業等のリスク 

 以下に、現実化する可能性は必ずしも高くないとみられる事項を含め、当社の事業展開上のリスク要因となる可能

性のある主要な事項を記載しております。また、投資家の投資判断上重要と考えられるその他の事項についても、投

資家に対するより良い情報開示の観点から積極的に開示しております。当社は、これらのリスクの発生可能性を認識

し事業活動を行っております。なお、以下の記載は当社株式への投資に関連する全てのリスクを網羅するものではあ

りません。 

（当社グループの事業内容について） 

当社グループの事業の概要について 

 当社は、ユーザーの生産性、事業効率、利便性、快適性を向上させる情報通信関連製商品、サービスを提供してお

ります。 

 当社グループの事業は、「ネットインフラ構築事業」、「サーバーソリューション事業」および平成20年10月１日

から立ち上げました「情報サービス事業」の三事業体制となっております。  

当社グループのビジネスモデルについて 

 当社グループは、これまで、技術の進化、市場の変化等に応じて、その時々に 適の事業ポートフォリオを構築

し、成長を持続すべく努めてまいりました。このようなビジネスモデルは、時機に適した事業ポートフォリオの構築

に失敗するリスクも存在し、かかるリスクが実現した場合には、当社の事業および経営成績に影響を与える可能性が

あります。 

 一部のビジネスでは、売上高に占める特定の製商品の割合および仕入高に占める特定の仕入先の割合が高くなって

おります。このため、当社が当該製商品の競争力が低下する以前に新たな製商品を開発・導入できない場合には、当

該ビジネスの売上高が減少し、当社の事業および経営成績に影響を与える可能性があります。また、特定の仕入先の

割合が高くなっていることから、当該仕入先より調達する製商品の調達が不安定又は不能になる、あるいは当該仕入

先の経営状況、経営方針の変化等の影響を受け当該ビジネスの売上高が減少し、当社の事業および経営成績に影響を

与える可能性もあります。 

 また、当社の主要ビジネスの中には資金負担期間が非常に長期にわたるものがあり、当該ビジネスが拡大している

場合、営業キャッシュ・フローが一時的にマイナスとなることがあります。今後は、資金効率の良いビジネスの伸長

を図り、連結グループ全体として営業キャッシュ・フローの安定的黒字化に努めます。 

  平成21年３月期 

自己資本比率 (％)  37.9

時価ベースの自己資本比率 (％)  63.7
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（当社グループの事業体制について） 

①小規模組織について 

 当社グループは平成21年３月31日現在で従業員42名と比較的会社の規模が小さく、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。したがって、経営陣・幹部社員はもとより各従業員の執務に何らかの支障が発生し

た場合、代替要員の不在、業務引継作業の遅滞等の理由により当社グループの業務遂行に影響を与える可能性があり

ます。 

②人材の確保育成について 

 当社グループの成長を実現していくためには、技術、営業、管理において優秀な人材をその規模に応じ 適バラン

スをもって配置していく必要があります。中途採用と新卒採用の組み合わせにより優秀な人材を確保、育成していく

人事方針ですが、優秀な人材の確保・維持に齟齬が生じた場合、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。 

③技術革新等への対応について 

 当社グループが活動する市場は、急速な技術の進化・変容、頻繁な競合新製品の登場、短い商品ライフサイクルを

特徴としており、当社グループがかかる市場の変化等に適時・的確に対応し得ない場合、当社グループの事業および

経営成績に影響を与える可能性があります。また、当社グループの主要製品の製造者・サプライヤー、主要な仕入先

や販売先も、同様に市場の変化等のリスクにさらされており、これらの当社グループ関係先企業においてかかるリス

クが顕在化した場合にも、当社グループの事業および経営成績に影響を与える可能性があります。 

（特定の販売先への依存について） 

 当社グループの当連結会計年度の売上高においてクラスターサーバー関連製品販売先である株式会社富士通アドバ

ンストエンジニアリング（旧、株式会社エフ・エフ・シー）への売上金額の割合が45.1％を占めております。また、

当社グループの主要販売先であるSI/VARのそれら顧客からの受注獲得やそれら顧客への販売の状況は、当社グループ

の事業および経営成績に大きく影響します。 
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（経営上の重要な契約等について）  

１）ミドルウェア関連ビジネス 

２）クラスターサーバー関連ビジネス 

注）SilverStorm社は米国QLogic社に、買収されたため、現在QLogic社と新たな契約の交渉に向け交渉中です。

新たな契約が締結されるまでの間、旧契約が完全に引き継がれる旨の同意を得ております。 

上記の契約の中には、次のような条項が定められているものがあります。 

①ベンダーは事前の告知により、製品価格やロイヤリティ金額の改定が可能な旨 

②ベンダーは事前の告知により、製品の販売を中止することや後継製品を出荷する旨 

③事前の告知により、契約期間内であっても相手方の同意なく解約が可能な旨 

④製品に起因する訴訟等が発生し、損害賠償の責任が生じた場合、ベンダーが保証する賠償範囲は当社がベンダ

ーに支払っている該当製品の金額に限られる旨 

 上記①～④に掲げる条項がベンダーにより行使される可能性は低いものと思われますが、何らかの事情により

現実のものとなった場合には、当社グループの業績に多大な影響を与える可能性があります。 

 これらの契約内容に大幅な変更があった場合、あるいは契約が何らかの理由で終了し、または更新されなかっ

た場合には、当社グループの事業拡大に制約が生じる可能性があります。 

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

SunMicrosystems,Inc. 米国 
Tarantellaシリー

ズ  

同社の製品を、国内で販売を行

う権利の取得。 

平成18年6月1日

から１年間、以

後毎年見直し 

Propalms Ltd. 英国  Propalms TSE 

同社のソフトウェア製品を日本

語化し、国内で独占販売を行う

権利の取得。ソフトウェアの対

価は、ロイヤリティで支払う。 

平成17年９月27

日から３年間、

以後１年毎の自

動更新 

MKS Software Inc. 米国 MKS X/Server 

同社のソフトウェア製品を日本

語化し、国内で販売を行う権利

の取得。ソフトウェアの対価

は、ロイヤリティで支払う。 

平成18年12月1

日から1年間。

以後１年毎の自

動更新 

Verdiem Corporation 米国 Surveyor 

同社のソフトウェア製品を日本

語化し、国内で販売を行う権利

の取得。 

平成19年7月１

日から１年間、

以後１年毎の自

動更新 

GreenPrint Technologies LLC 米国 GreenPrint 

同社のソフトウェア製品を日本

語化し、国内で独占販売を行う

権利の取得。ソフトウェアの対

価は、ロイヤリティで支払う。 

平成19年9月5日

より3年間。以

後１年毎の自動

更新。 

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

SilverStorm Technologies, 

Inc. (注） 
米国 

サーバークラスタリ

ング用高速スイッチ 

同社の製品を国内で販売する権

利の取得。 

平成18年３月24

日から1年間、

以後１年毎の自

動更新。 
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（知的財産権について） 

 当社グループは、独自開発の通信機器、ソフトウェアやビジネスモデルに関して、商標権、特許権、実用新案権等

の登録対象となる可能性のあるものについては、その登録を目指し出願の検討等の対応を行ってまいります。しか

し、他社が当社グループよりも先にその権利を取得した場合、その差止請求権等の行使や過去を含むライセンス料相

当額の損害賠償請求を受けて当社グループ事業の継続が困難になる可能性又はライセンス契約締結を余儀なくされる

ことによりライセンス料支払義務が課されるなど当社グループの事業が制約される可能性があるほか、そもそもライ

センスの許諾が受けられず使用不能となる可能性もあります。 

 一方で、当社グループは現時点において第三者より知的財産権に関する侵害訴訟を提起されたり、侵害の主張を受

けたりはしておりませんが、将来的に当社グループが開発、製造、販売する全てのソフトウェア、ハードウェアに関

し、第三者より知的財産権の侵害に関する請求を受けたり、訴訟を提起されたりする可能性がないとは断言できませ

ん。 

（たな卸資産について） 

 当社グループは、当社グループ製商品の市場競争力と利益率の維持向上のために、Long Position※の在庫を持つ

ことがあります。これらの在庫が売却前に陳腐化する可能性がないとは断言できず、その場合、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。なお、当連結会計年度末現在のたな卸資産のうち、Long Position在庫は、

ネットインフラ構築事業で扱う通信機器（VDSL製品）の約53百万円であります。 

 ※Long Position在庫：売約定のついていない現物の在庫 

（継続企業の前提に関する注記について） 

 当期決算の結果に基づき、従来記載しておりました「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況」は

解消されましたが、引き続き安定的利益体質の構築に注力してまいります。  

（ストックオプション行使に伴う株式価値の希薄化について） 

 当社は、平成14年11月１日開催の臨時株主総会において商法第280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づき、

当社取締役、従業員および入社予定者に対してストックオプションとしての新株予約権を付与することを決議してお

ります。当該新株予約権の概要は次のとおりであります。 

（注）* 当連結会計年度末までにおける従業員計21名の退職に伴う失権及び権利行使により、193株に減少しており

ます。  

 上記の新株予約権が目的とする株式の数は、平成21年３月31日現在で発行済株式総数の1.3%を占めております。ま

た、当社グループは今後も優秀な人材の確保のために、同様のインセンティブプランを継続して実施していく予定で

あり、これらの新株予約権の行使が行われた場合には、当社グループの１株当たりの株式価値は希薄化し、当社株価

形成に影響を与える可能性があります。 

  

 （平成14年11月１日臨時株主総会特別決議） 

決議年月日 平成14年11月１日 

付与対象者の区分および人数 ①取締役４名 ②従業員46名 ③入社予定者１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 株 * 600

新株予約権の行使時の払込金額 円 120,000

新株予約権の行使期間 平成16年11月２日から平成24年11月１日まで 

新株予約権の行使の条件 被付与者が取締役または使用人の地位を失った場合は原則とし

て権利行使不能 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡および担保権の設定の禁止 
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 当社グループは、当社と当社が平成20年10月１日に発行済株式の52％を取得した株式会社キャナルにより構成されて

おり、ネットインフラ構築事業、サーバーソリューション事業、情報サービス事業を主業務としております。 

 当社グループの事業内容は、次のとおりであります。  

(1)ネットインフラ構築事業 

 主として集合住宅向けに通信・放送・セキュリティ等を光ファイバーで統合するシステムを主力とする建設ITソリ

ューションや、ホテル・賃貸マンション等の来訪者向け通信機器の提供をおこなっております。  

(2)サーバーソリューション事業 

 主な製品・商品は、温暖化ガス排出削減に資するIT-ECO製品群ならびにアプリケーションサーバー系製品を主体と

するミドルウェア製品およびクラスターサーバーソリューションに使用されるInfiniBand関連通信機器であります。

①ミドルウェア製品 

 Propalm社、SunMicrosystems社等が開発するアプリケーション配信・リモートアクセスツール製品群の日本語化、

国内販売や、当社が製品化したTonerCutterシリーズに加えてVerdiem社、GreenPrint社が開発する温暖化ガス排出削

減と費用節減に資するIT-ECO関連製品の日本語化、国内販売を行っております。 

②クラスターサーバー系製品 

 QLogic社等が製造するInfiniband関連通信機器商品の国内販売を行っています。 

(3)情報サービス事業 

 モバイルインフラを中心にしたインターネット広告代理、SEO対策などのマーケティング支援やメディアコンテン

ツ企画・配信を行っています。 

［事業系統図] 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

    

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、経営方針第１項に「情報コミュニケーション分野において、他には無い卓越した製品・サービス

を提供し、市場において強いPresenceを築くことを目指す」を掲げ、常に「先駆性」と「独自性」を基軸に事業を展

開し、経営基盤の強化、企業価値の長期的向上に努め、ステークホルダーの皆様の期待に応えていきたいと考えてお

ります。 

経営方針 

① 情報コミュニケーション分野において、他には無い卓越した製品・サービスを提供し、市場において強い

Presenceを築くことを目指す。 

② 全社員に働く喜びと尊厳を共感できる社風を育てることを目指す。 

③ 持てる経営資源を適正配分し、経営基盤の強化と企業の長期的発展を目指す。 

④ 企業理念の信奉と経営方針の直向きな実践を通じ、企業価値の長期的向上を目指す。 

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、技術革新を続ける情報コミュニケーション分野および情報サービス分野において、技術の進化・

変容、競合新製品の登場、それらに伴う市場の変化・ニーズの変化等に応じて、またはそれらの変化を予想して、事

業ポートフォリオを構築し、企業グループの成長を維持すべく努めてまいります。 

 先に開示いたしましたとおり、平成21年6月開催予定の第13期定時株主総会でのご承認を得て、当社および子会社

群を包含する持株会社制に移行する予定であり、持株会社としての経営計画を策定中であります。その内容の詳細が

固まり次第、目標とする経営指標とともに開示いたします。  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 上述のとおり、持株会社としての経営計画を策定中であり、確定次第開示いたします。 

(4）会社の対処すべき課題 

①恒常的黒字体質の構築 

 当連結会計年度における 大の経営課題であった営業利益の黒字化は、連結・個別共に達成いたしました。今後の

課題は、安定的黒字体質の確立とその強化であります。過去継続してきた事業ポートフォリオの組み換えや製品ポー

トフォリオの組み換え、さらには事業シナジーに見合ったM&A戦略を通じ、積極的に取り組んでまいります。 

②内部統制体制の構築 

 「財務報告の信頼性に関する内部統制」に向けての体制を整えておりますが、当社グループとしての体制を一層強

化すべく連結子会社における体制整備に引き続き取り組んでまいります。  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 170,696

受取手形及び売掛金 900,960

商品及び製品 92,602

仕掛品 17,304

前払費用 35,853

繰延税金資産 1,882

その他 4,780

貸倒引当金 △4,100

流動資産合計 1,219,979

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 8,624

減価償却累計額 △3,950

建物及び構築物（純額） 4,674

車両運搬具及び工具器具備品 33,276

減価償却累計額 △31,240

車両運搬具及び工具器具備品（純額） 2,035

リース資産 10,000

減価償却累計額 △1,500

リース資産（純額） 8,500

有形固定資産合計 15,209

無形固定資産  

のれん 115,836

ソフトウエア 19,123

その他 5,445

無形固定資産合計 140,404

投資その他の資産  

投資有価証券 27,428

長期貸付金 28,000

長期前払費用 18,136

繰延税金資産 225

その他 21,385

貸倒引当金 △40,641

投資その他の資産合計 54,534

固定資産合計 210,149

資産合計 1,430,129
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（単位：千円）

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 299,015

短期借入金 293,000

リース債務 1,960

未払法人税等 9,293

前受収益 57,072

賞与引当金 26,934

その他 50,584

流動負債合計 737,860

固定負債  

長期借入金 9,514

リース債務 7,135

退職給付引当金 24,822

役員退職慰労引当金 25,662

長期前受収益 62,542

固定負債合計 129,675

負債合計 867,536

純資産の部  

株主資本  

資本金 726,131

資本剰余金 467,035

利益剰余金 △650,702

株主資本合計 542,463

少数株主持分 20,128

純資産合計 562,592

負債純資産合計 1,430,129
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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 1,961,642

売上原価 1,287,158

売上総利益 674,483

販売費及び一般管理費 ※  639,865

営業利益 34,618

営業外収益  

受取利息 47

為替差益 790

受取賃貸料 1,699

その他 380

営業外収益合計 2,917

営業外費用  

支払利息 1,330

賃貸収入原価 1,327

貸倒引当金繰入額 3,000

その他 772

営業外費用合計 6,430

経常利益 31,105

税金等調整前当期純利益 31,105

法人税、住民税及び事業税 4,344

法人税等調整額 △1,228

法人税等合計 3,116

少数株主利益 473

当期純利益 27,514
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 726,131

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 726,131

資本剰余金  

前期末残高 467,035

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 467,035

利益剰余金  

前期末残高 △678,217

当期変動額  

当期純利益 27,514

当期変動額合計 27,514

当期末残高 △650,702

株主資本合計  

前期末残高 514,949

当期変動額  

当期純利益 27,514

当期変動額合計 27,514

当期末残高 542,463

新株予約権  

前期末残高 4,329

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,329

当期変動額合計 △4,329

少数株主持分  

前期末残高 －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,128

当期変動額合計 20,128

当期末残高 20,128
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（単位：千円）

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) 

純資産合計  

前期末残高 519,278

当期変動額  

当期純利益 27,514

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,799

当期変動額合計 43,314

当期末残高 562,592
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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利益 31,105

減価償却費 3,954

ソフトウエア償却費 3,267

のれん償却額 12,870

貸倒引当金の増減額（△は減少） △345

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,698

退職給付引当金の増減額（△は減少） 116

受取利息及び受取配当金 △47

支払利息 1,330

為替差損益（△は益） △463

売上債権の増減額（△は増加） △287,932

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,068

仕入債務の増減額（△は減少） △96,071

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,099

その他の資産の増減額（△は増加） 3,497

その他の負債の増減額（△は減少） △28,147

小計 △341,394

利息の受取額 47

利息の支払額 △1,121

法人税等の支払額 △2,405

営業活動によるキャッシュ・フロー △344,873

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 △2,563

無形固定資産の取得による支出 △22,790

投資有価証券の取得による支出 △26,400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

※2  44,857

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,897

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 278,000

短期借入金の返済による支出 △80,000

長期借入金の返済による支出 △1,000

リース債務の返済による支出 △904

その他 △4,329

財務活動によるキャッシュ・フロー 191,766

現金及び現金同等物に係る換算差額 463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △159,541

現金及び現金同等物の期首残高 330,238

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  170,696
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(5）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
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 

(1)連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称  株式会社キャナル 

 株式会社キャナルは、平成20年10月１日

に子会社となったため、連結の範囲に含め

ております。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。  

２．持分法の適用に関する

事項 

 該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

 連結子会社である株式会社キャナルの決算

日は２月末日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同社の

平成21年２月28日現在の財務諸表を使用して

おります。 

 ただし、連結決算日までの期間に発生した

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。 

４．会計処理基準に関する

事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

 その他有価証券 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しておりま

す。  

②たな卸資産 

 商品及び製品 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）を採用しております。 

 仕掛品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）を採用しております。 
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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 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

 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年～15年 

工具器具備品……３年～10年 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

 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(５年)に基づいており、市場販

売目的ソフトウェアについては、見込販売数

量に基づく償却額と見込販売可能期間(1.5

年)に基づく定額償却額のいずれか大きい額

により償却しております。 

③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

貸借取引に準じた会計処理によっておりま

す。  

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

②賞与引当金 

 従業員の賞与金の支給に備えて、賞与支給

見込額の当連結会計年度負担額を計上してお

ります。  

③退職給付引当金 

 当社は、従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付債務の見

込額（簡便法により自己都合要支給額の

100％）に基づき、計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金に充てるため、

内規に基づく連結会計年度末要支給見積額を

計上しておりましたが、平成18年６月に役員

の退職慰労金制度を廃止しましたので、平成

18年７月以降新規の引当金計上を行っており

ません。従って、当連結会計年度末の引当金

残高は、現任役員が平成18年６月以前に就任

していた期間に対応して計上した額でありま

す。  
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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 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）自己新株予約権の増加は、新株予約権の取得によるものであります。   

  
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） 

４．会計処理基準に関する

事項 

(4)その他連結財務諸表作成のための重要な

事項 

 消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜

方式によっております。 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

 全面時価評価法を採用しております。 

６．のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

 のれんの償却については、５年間の均等償

却を行っております。 

７．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

 手許現金、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。 

(6）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

(7）注記事項

（連結損益計算書関係）

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） 

※    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

給与・賞与 229,666千円 

賞与引当金繰入額 26,934千円 

退職給付費用 16,689千円 

（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  14,828  －  －  14,828

合計  14,828  －  －  14,828

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 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 
平成20年新株予約権 

普通株式 
 1,760  －  －  1,760  4,329

自己新株予約権（注） ( ) － ( ) 1,760 ( ) － ( ) 1,760 ( ) 4,329

合計 － 
 1,760  －  －  1,760  4,329

( ) － ( ) 1,760 ( ) － ( ) 1,760 ( ) 4,329
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度 
（自 平成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21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 170,696千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 －  

現金及び現金同等物 170,696千円 

  

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

    株式の取得により新たに株式会社キャナルを連結

したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに株式会社キャナル株式の取得価額と株式会社キ

ャナル株式取得による収入（純額）との関係は次の

とおりであります。 

              

流動資産 292,704千円 

固定資産  13,884千円 

のれん  128,707千円 

流動負債  △156,008千円 

固定負債 △109,632千円 

少数株主持分 △19,655千円 

株式会社キャナル株式の取得価額 150,000千円 

株式会社キャナル現金及び現金同等物 △194,857千円 

差引：株式会社キャナル株式取得によ

る収入（純額） 
44,857千円 

（リース取引関係）

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．ファイナンス・リース取引（借主側） 

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  

有形固定資産 

  全社で使用するコンピュータ周辺機器（「工具器具

備品」）であります。  

② リース資産の減価償却の方法  

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 
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当連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当連結会計年度（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いないため、該当事項はありません。 

（有価証券関係）

種類 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  27,428

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

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．採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として退職一時金制度を設けて

おります。 

また、従来の退職金制度に上積みして連合設立型の厚生

年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する

年金資産の額が合理的に計算できないため、「退職給付

に係る会計基準注解」注12に定める処理を行っておりま

す。 

２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 24,822千円 

退職給付引当金 24,822千円 

 連合設立型の厚生年金基金の加入員及び受給権者

の割合により計算した年金資産の額は90,441千円で

あります。 

３．退職給付費用に関する事項 

(1）勤務費用 6,945千円 

(2）厚生年金基金への要拠出額 

（従業員拠出額を除く） 
10,150千円 

退職給付費用 17,095千円 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付債務については、簡便法により、算出しており

ます。 

５．要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項 

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月

31日現在） 

年金資産の額 6,695,159千円 

年金財政計算上の給付債務の額 7,470,960千円 

差引額 △775,801千円 

(2）制度全体に占める当社の加入人数割合（自平成20

年４月１日 至平成21年３月31日） 

1.4％ 

- 19 -



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 

(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 

（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 

付与対象者の区分及び数 
取締役４名、従業員46名及び入社予定

者１名 
取締役３名、従業員50名 

ストック・オプション数 普通株式   600株 普通株式   443株 

付与日 平成14年11月22日 平成16年12月15日 

権利確定条件 

 権利行使時においても当社の取締役又

は従業員であることを要する。ただ

し、会社都合により退職したときを除

く。 

 同左 

対象勤務期間 
 自 平成14年11月22日 

至 平成16年11月１日 

 自 平成16年12月15日 

至 平成18年６月30日 

権利行使期間 
 自 平成16年11月２日 

至 平成24年11月１日 

 自 平成18年７月１日 

 至 平成20年６月30日 

  
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 

権利確定前    （株）            

前連結会計年度末  －  －

付与  －  －

失効  －  －

権利確定  －  －

未確定残  －  －

権利確定後    （株）            

前連結会計年度末  223  300

権利確定  －  －

権利行使  －  －

失効  30  300

未行使残  193  －

  
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 

権利行使価格      （円）  120,000  131,685

行使時平均株価     （円）  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －

- 20 -



１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

（税効果会計関係）

      
当連結会計年度 

(平成21年３月31日現在) 

繰延税金資産     (千円) 

  未払事業税    1,389

  賞与引当金    10,959

  減価償却費    7,428

  退職給付引当金    10,100

  役員退職慰労引当金    10,441

  一括償却資産    782

  貸倒引当金    17,743

  減損損失    338

  たな卸資産評価損    1,193

  投資有価証券評価損    1,042

  繰越欠損金    395,463

  その他    4,386

  繰延税金資産小計    461,268

  評価性引当額    △459,160

  繰延税金資産合計    2,107

    
当連結会計年度 

(平成21年３月31日現在) 

法定実効税率   40.7 ％

（調整）          

交際費等永久に益金に算入されない項目     1.8   

住民税均等割等      8.0   

のれん償却      16.8   

その他    5.6   

評価性引当金    △58.9   

税効果会計適用後の法人税等の負担率      14.0   
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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．事業の区分は、事業活動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．各区分の主な製品及び事業 

(1）サーバーソリューション事業 ・・ソフトウェアの開発・輸入販売/クラスターソリューションの開発、 

                  クラスター関連機器の輸入販売等  

(2）ネットインフラ構築事業 ・・・・集合住宅ブロードバンド化のためのソリューション提供、関連機器 

                  の開発・販売等  

(3）情報サービス事業 ・・・・・・・モバイルメディア事業等 

３．営業費用のうち、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

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、71,338千円であり、その主なものは、当

社での余資運用資金（現金及び預金）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） 

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

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

当連結会計年度（自 平成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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

サーバーソ
リューショ
ン事業 
（千円） 

ネットイン
フラ構築事
業（千円） 

情報サービ
ス事業（千
円）  

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  1,256,747  338,894  366,000  1,961,642  －  1,961,642

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  － (－)   －

計  1,256,747  338,894  366,000  1,961,642 (－)   1,961,642

営業費用  1,135,795  434,093  376,884  1,946,774   (19,750)   1,927,024

営業利益又は営業損失(△)  120,952  △95,199  △10,884  14,868   (19,750)   34,618

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
                                   

資産  874,595  185,451  569,848  1,629,894   (199,765)  1,430,129

減価償却費  4,698  1,134  1,388  7,222  －  7,222

資本的支出  25,208  9,557  －  34,765  －  34,765

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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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）親会社及び法人主要株主等 

(2）役員及び個人主要株主等 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

   ２．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

   ３．日本Ｍ＆Ａマネジメント株式会社は、当社株式を2,737（18.46%）株所有し第２位の株主である

JTC Partner Fundの業務執行組合員であり、かつ当社株式を1,832株（12.36%）所有し第３位の株主である

JMAM Value Driver投資事業組合の業務執行組合員であります。 

 （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。 

（関連当事者情報）

属性 会社等 
の名称 住所

資本金 
（百万円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
（千円） 科目

期末残高
（千円） 役員の

兼任等
事業上
の関係 

 その他の

関係会社 

ダイワボウ

情報システ

ム㈱ 

大阪市

中央区
11,813 卸売業

(被所有)

直接 
20.3 

兼任1名
当社製商

品の販売 

製商品の

販売 
（注）１ 

 
 （注）２ 

80,677
売掛金

（注）２ 
17,498

属性 氏名 住所
資本金 

（百万円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
（千円） 科目

期末残高
（千円） 役員の

兼任等
事業上
の関係 

 役員 角田 幸治  ― ― 

日本Ｍ＆

Ａマネジ

メント㈱

代表取締

役（注）

３ 

 

  ― 
  

― ―

短期借入

金 
（注）１ 

 
 （注）２ 

25,000
 ―  ―

（１株当たり情報）

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） 

 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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 36,583円74銭 

１株当たり当期純利益金額 1,855円59銭 

  
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株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円）  27,514

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）  27,514

期中平均株式数（株）  14,828

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１種類（新株予約権の

数193個） 
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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） 

Ⅰ.当社は、平成21年４月14日、４月28日の取締役会において、以下の事業会社の株式の取得を決議しております。  

１．株式会社フリーポート 

(1)株式取得の理由 

 平成20年10月１日に株式会社キャナルの株式の52％を取得して立ち上げた情報サービス事業のさらなる強化をはか

り、当社業績の安定・拡大路線をさらに確固たるものとするためであります。 

(2)株式取得の内容 

 当社は、平成21年８月31日付けでフリーポート社の発行済み株式の100％を田中聖氏より取得します。これにより、

同社は、当社の連結子会社となります。なお、当社は、現時点において同社の株式を保有しておりません。株式取得資

金につきましては、自己資金および一部借入を予定しております。 

(3)フリーポート社の概要（平成20年６月30日現在） 

①名称：株式会社フリーポート 

 http://www.freeport.co.jp/index.html 

②代表者：田中聖 

③所在地：東京都新宿区四谷二丁目12番地5 

④設立年月日：平成８年７月 

⑤事業の内容：人事採用コンサルティング、他 

⑥決算期：６月 

⑦従業員数：22名 

⑧資本金：85百万円 

⑨発行済株式総数：1,700株 

⑩大株主構成および所有割合：田中聖 100％ 

⑪業績：（単位：百万円） 

(4)取得株式数・取得価格および取得前後の所有株式の状況 

①移動前の所有株式数：０株 

②取得株式数および取得金額：1,700株 187百万円 

③移動後の所有株式数：1,700株（フリーポート社の発行済み株式の100％） 

(5)株式取得の日程 

平成21年４月14日    取締役会決議 

平成21年４月14日    株式譲渡契約締結 

平成21年８月31日    株式譲渡日  

（重要な後発事象）

  平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 

売上高 388  556 617

売上総利益 156  225 246

営業利益 13  7 14

経常利益 14  11 16

当期純利益 7  8 9

純資産 70  99 114

総資産 123  166 147

一株配当 － － －
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２．株式会社ディーアンドアール・インテグレイツ（以下、DRI社） 

(1)株式取得の理由 

 平成20年10月１日に株式会社キャナルの株式の52％を取得して立ち上げた情報サービス事業について、上述のフリー

ポート社の株式取得に加えさらなる強化をはかり、当社業績の安定・拡大路線をさらに確固たるものとするためであり

ます。 

(2)株式取得の内容 

 当社は、現時点でDRIの発行済み株式の10%を保有しておりますが、平成21年８月31日付けでDRIの発行済み株式の残

り90％を株式会社ジークホールディングスより取得します。これにより、DRIは、当社の連結子会社となります。株式

取得資金につきましては、自己資金および一部借入を予定しております。 

(3)DRI社の概要（平成21年２月28日現在） 

  

①名称：株式会社ディーアンドアール・インテグレイツ 

  http://www.dr-i.co.jp/ 

②代表者：矢野良二 

③所在地：東京都渋谷区恵比寿西１－32－16 

④設立年月日：平成14年９月 

⑤事業の内容：データベース・マーケティング事業、インターネット事業、他 

⑥決算期：２月 

⑦従業員数：32名 

⑧資本金：20百万円 

⑨発行済株式総数：400株 

⑩大株主構成および所有割合： 

  株式会社ジークホールディングス 90％ 

  当社 10％ 

⑪業績：（単位：百万円） 

(4)取得株式数・取得価格および取得前後の所有株式の状況 

①移動前の所有株式数：40株 （DRI社の発行済み株式の10%） 

②取得株式数および取得金額：360株 174,600,000 円 

③移動後の所有株式数：400株（DRI社の発行済み株式の100％） 

(5)株式取得の日程 

平成21年４月28日    取締役会決議 

             DRI社取締役会において株式譲渡承認決議 

平成21年４月30日    ジークホールディングス社取締役会決議 

             同日、株式譲渡契約締結 

平成21年８月31日    株式譲渡日  

  平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期 

売上高 843 595 535

売上総利益 335  251 242

営業利益 106  27 6

経常利益 104 27 7

当期純利益 59  11 2

純資産 139  151 154

総資産 319  252 238

一株配当 － － －
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II.当社は、平成21年５月７日の取締役会において、平成21年６月開催予定の第13期定時株主総会の承認を得ることを

条件に、下記を決議しております。 

１．資本金および準備金の額減少の件 

 当社は、平成21年５月７日開催の取締役会において、平成21年６月18日開催予定の第13期定時株主総会に「資本金

および準備金の額減少の件」について下記のとおり付議することを決議いたしました。 

資本金および準備金の額減少の理由 

 当社は、過年度において大幅な欠損金を計上いたしましたが、資本金および準備金の額の減少により、欠損の補

填を行うものであります。これにより、累積損失を一掃し、当社財務内容の健全化を図るとともに、復配可能体制

を早期に構築するものであります。 

 なお、発行済株式総数の変更は行わず、資本金および準備金の額のみを減少いたします。 

 また、その他の必要事項につきましては、取締役会に一任といたします。 

1) 資本金の額減少の要領 

（減少する資本金の額） 

 平成21 年３月31 日現在の資本金の額726,131,109円を169,829,043円減少して、556,302,066円といたします。

減少する資本金は全額を「その他資本剰余金」に振り替えます。 

（効力発生日） 

 資本金の額減少の効力発生日は、平成21年９月30日を予定しております。 

2) 準備金の額減少の要領 

（減少する準備金の額） 

 平成21年３月31 日現在の準備金の総額468,798,995円から資本準備金の全額にあたる467,035,046円および利益

準備金の全額にあたる1,763,949円の合計468,798,995円を取り崩します。取り崩した資本準備金は全額を「その他

資本剰余金」に振り替え、利益準備金は全額を「繰越利益剰余金」に振り替えます。 

（効力発生日） 

 準備金の額減少の効力発生日は、平成21年９月30日を予定しております。 

注）当社は、平成21年５月７日に別途開示しております「会社分割による持株会社制への移行に関するお知らせ」

で発表させていただきましたとおり、平成21年６月18日に開催予定の定時株主総会の承認をもって平成21年９ 

月１日（予定）にて会社分割を行う予定でありますが、これにより資本の金額は増減いたしません。 

２．会社分割による持株会社体制への移行及び商号変更に関する件  

 当社は、平成20年10月１日付にて株式会社キャナルの発行済み株式の52％を取得し、また平成21年８月31日付けに

て株式会社フリーポート、株式会社ディーアンドアール・インテグレイツの完全子会社化を行う予定としておりま

す。 

 このように事業領域が急激に拡大する中、新たなグループ成長モデルを構築、実現するために、持株会社が立案す

るグループ経営戦略の下に、各事業会社が価値創造力を更に強化し、グループ全体の企業価値を 大化できる経営体

制を構築することが必要であると考えております。このような観点から、当社はグループ経営体制を持株会社制に移

行することといたしました。 

(1) 会社分割 

1．背景 

 当社は、平成20年10月１日付にて株式会社キャナルの発行済み株式の52％を取得し、また平成21年８月31日付けに

て株式会社フリーポート、株式会社ディーアンドアール・インテグレイツの完全子会社化を行う予定としておりま

す。 

 このように事業領域が急激に拡大する中、新たなグループ成長モデルを構築、実現するために、持株会社が立案す

るグループ経営戦略の下に、各事業会社が価値創造力を更に強化し、グループ全体の企業価値を 大化できる経営体

制を構築することが必要であると考えております。このような観点から、当社はグループ経営体制を持株会社制に移

行することといたしました。 

2．目的 

1) グループ戦略機能の強化 

 持株会社制に移行することで、グループ経営戦略の立案機能を強化するとともに、グループ経営資源の配分を

適化します。 

 持株会社は、グループ全体の 適化のための戦略の策定と方針の決定、適切な事業運営のための監督機能の発

揮、グループ共通化課題への対応等を通じてグループ全体の永続的な企業価値の増大を目指します。また、持株会

社を核にグループの持つ人材・技術・ノウハウ等を横断的に活用することでグループシナジーを発揮します。 
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2) 各事業会社の価値創造力強化 

 各事業会社は、グループ経営戦略に基づき、それぞれの権限と責任の下、担当する事業に特化し、価値あるサー

ビス・技術の提供を行います。 

 経営資源の効率化および事業構造の再構築を進め、ステークホルダーに信頼される企業をめざしてまいります。

3) ガバナンスの強化と意思決定の迅速化 

 グループ経営の意志決定と各事業における業務執行を分離することにより、グループの各事業が環境変化に迅速

に対応できる体制構築と責任・権限の明確化を図り、ガバナンスの徹底と意思決定の迅速化による企業競争力の強

化を実現してまいります。 

 また、TCBテクノロジーズ株式会社ならびにグループ各社の経営管理機能の統合・内部統制管理を目的として、

TCBシェアードサービス株式会社を新設し、5月に業務を開始いたします。 

3．移行の方法 

 持株会社体制への移行の方法は会社分割を採用し、当社を持株会社とIT ソリューション事業を主要事業とする子

会社に分割する方法を予定しております。持株会社が、各事業会社の持株会社となってグループ戦略機能及び事業会

社の統括管理機能を担い、上場を継続してまいります。現在の当社の子会社等は、持株会社の子会社等となる予定で

す。 

4. 今後の予定 

 分割計画承認取締役会        平成21年５月中旬 

 分割計画承認定時株主総会    平成21年６月18日（予定）  

 分割期日（効力発生日）      平成21年９月 1日（予定）  

5.その他 

 会社分割による純粋持株会社体制への移行内容や会社分割契約書の内容等の詳細および業績に与える影響につきま

しては、決定次第速やかにお知らせいたします。 

 なお、会社分割による持株会社体制への移行は、平成21年６月18日に開催予定の定時株主総会での承認が得られる

ことを条件に実施いたします。 

(2) 商号変更 

1）商号 

 ＴＣＢホールディングス株式会社 

  英文表記 TCB Holdings Corporation 

3）変更理由 

 本件分割による純粋持株会社制への移行に伴い商号を変更するものです。 

 ３．ストックオプション（新株予約権）の付与について 

 当社は、平成21年５月７日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づ

き、当社および当社子会社の取締役（社外取締役は除きます。）に対し、次の要領により、ストックオプションとし

て新株予約権を無償で発行することおよび募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を平成

21年6月18日開催予定の当社第13期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）に付議することを決議いたしまし

た。 

 また、当社取締役に対する新株予約権の無償発行については、会社法第361条第１項に定める取締役に対する金銭

でない報酬等に該当いたします。当社の取締役の報酬額は、平成14年6月開催の定時株主総会において、年額200百万

円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）とする旨ご承認いただいておりますが、上記の

取締役の報酬額とは別枠として、当社取締役（社外取締役を除きます。）に対する報酬として、年額10百万円の範囲

内でストックオプションとして新株予約権を発行することおよびその具体的内容についても併せて付議するものであ

ります。 

 ストックオプションとしての報酬額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権１個あたりの公正価額

に、当社取締役（社外取締役を除きます。）に割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります。新株予約権

の公正価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件を基に二項モデルないしブラック・ショールズ・モ

デルを用いて算定いたします。 

Ⅰ.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

 当社および当社子会社の取締役（社外取締役は除く。）に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高

めるためのインセンティブを与えることを目的とするものであります。 

- 27 -



Ⅱ.新株予約権の発行要領 

1. 新株予約権の割当対象者 

 当社および当社子会社の取締役（社外取締役は除く。）。 

2. 新株予約権の数の上限 

176個を上限とする。 

3. 新株予約権と引換えに払い込む金銭 

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

4. 新株予約権の内容 

1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個の目的である株式の数（以下「付与

株式数」という。）は10株とする。 

 なお、新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,760 株を上限とし、下記により付与株式数が調整さ

れる場合には、調整後付与株式数に上記2.記載の新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。 

 また、本総会終結後に当社が株式の分割（無償割当を含む。）または併合を行う場合、付与株式数は次の算式に

より調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

 また、上記のほか、本総会終結後に、下記（2）に定める行使価額（以下に定義する。）の調整事由が生じた場

合にも、各新株予約権につき、調整後付与株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前付与株式数に調整前行使価

額を乗じた額と同額となるよう、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

 なお、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、かかる調整により付与株式数が0 と

なる場合には、かかる調整は行わないものとする。 

 また、これらの端数処理については、その後に生じた付与株式数の調整事由に基づく付与株式数の調整にあた

り、かかる端数を調整前付与株式数に適切に反映した上で、調整後付与株式数を算出するものとする。 

2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式

1 株当りの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じて得られる額とする。 

 行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。以下「当初行使価額計算期

間」という。）における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）

の平均値の金額とし、これにより生じた100円未満の端数はこれを切り上げる。ただし、その金額が新株予約権の

割当日の終値（終値がない場合は、その日に先立つ直近日における終値）を下回る場合は、新株予約権の割当日の

終値とする。なお、当初行使価額計算期間または新株予約権の割当日の前日に下記に定める行使価額の調整事由が

生じた場合には、当初の行使価額は下記に定める行使価額の調整の趣旨を必要かつ合理的な範囲内で考慮したうえ

で、当社が適当と判断する値に決定される。 

 新株予約権の割当日後に当社が株式の分割（無償割当を含む。）または併合を行う場合は、次の算式により行使

価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
 また、新株予約権の割当後に、当社が当社普通株式につき、時価を下回る払込金額で新株式の発行または自己株

式の処分（新株予約権および平成14年４月１日改正前商法第280 条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場

合を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げ

る。その他、新株予約権（その権利の行使に際して出資される財産の価額がかかる行使により交付される当社普通

株式の新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。）を発行する場合においても、これに準じて行使価額は調整

されるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する

自己株式数を控除した数をいうものとする。 

 
 上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を

行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価

額は適切に調整されるものとする。 
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3) 新株予約権の権利行使期間 

 新株予約権の割当日に始まり新株予約権の募集事項の決定にかかる取締役会決議日から5年を経過する日までの

期間とする。ただし、行使期間の 終日が当社の休業日に当たるときはその前営業日とする。 

4) 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、行使日においても当社または当社子会社の取締役（社外取締役は除く）であることを要す

る。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、または、その他正当な理由のある

場合はこの限りでない。 

② その他の行使条件は、株主総会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る。 

5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従

い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる

ものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加

限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

7) 新株予約権の取得条項 

① 当社は、新株予約権者が行使し得なくなった本新株予約権を無償で取得できるものとする。 

② 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換

契約書の承認の議案または株式移転計画の承認の議案につき株主総会で承認されたとき、その他企業再編等を行

う場合において当社取締役会が必要と認めるときは、本新株予約権の一部または全部を無償で取得することがで

きるものとする。 

③ 当社はいつでも本新株予約権を買入れ、またはこれを取締役会の決議により無償で取得することができるもの

とする。 

8) 新株予約権の行使により発生する端数の切り捨て 

 新株予約権の割当日に始まり新株予約権の募集事項の決定にかかる取締役会決議日から5 年を経過する日までの

期間とする。ただし、行使期間の 終日が当社の休業日に当たるときはその前営業日とする。 

9) 新株予約権の公正価額 

 新株予約権の公正価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件をもとに二項モデルないしブラック

ショールズ・モデルを用いて算定する。 

10) 取締役会への委任 

 上記に定めるもののほか、新株予約権の募集事項及び細目事項については、取締役会の決議により決定するもの

とする。 

（注） 上記の内容が本総会において承認可決された場合の当社の潜在株式総数は、以下のとおりです。 

①現在の潜在株式数        1,953株 

②今回の増加潜在株式数    1,760株  

③消却予定の潜在株式数  △1,760株  

④承認後の潜在株式数    1,953株 

 なお、平成21年３月25日開示文書「新株予約権の譲受について」で発表し、平成21年３月31日付で、当社が日本

M&Aマネジメント株式会社より譲受いたしました新株予約権176個を、今回の発行に合わせ消却いたしますので、潜

在株式数の増減はございません。 
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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 330,238 71,338

受取手形 － 3,720

売掛金 494,434 825,985

商品 120,402 －

製品 1,286 －

商品及び製品 － 92,602

仕掛品 5,286 17,304

前払費用 28,761 34,556

その他 2,774 4,030

流動資産合計 983,183 1,049,536

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,239 3,239

減価償却累計額 △3,239 △3,239

建物（純額） 0 0

工具、器具及び備品 27,534 29,509

減価償却累計額 △27,534 △28,326

工具、器具及び備品（純額） 0 1,182

リース資産 － 10,000

減価償却累計額 － △1,500

リース資産（純額） － 8,500

有形固定資産合計 0 9,682

無形固定資産   

商標権 752 665

ソフトウエア 791 15,347

その他 0 4,780

無形固定資産合計 1,543 20,792

投資その他の資産   

投資有価証券 1,028 27,428

関係会社株式 － 150,000

長期貸付金 ※  28,000 ※  28,000

破産更生債権等 3,314 3,314

長期前払費用 19,479 18,091

差入保証金 8,214 8,214

長期未収入金 ※  13,211 ※  9,326

貸倒引当金 ※  △44,526 ※  △40,641

投資その他の資産合計 28,722 203,734

固定資産合計 30,265 234,210
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（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) 

資産合計 1,013,448 1,283,747

負債の部   

流動負債   

買掛金 273,684 206,069

短期借入金 － 270,000

リース債務 － 1,960

未払金 21,539 14,595

未払費用 6,982 7,344

未払法人税等 3,187 5,027

未払消費税等 10,935 15,943

預り金 1,974 3,135

前受収益 47,276 57,072

賞与引当金 31,065 26,134

流動負債合計 396,647 607,283

固定負債   

リース債務 － 7,135

退職給付引当金 24,705 24,822

役員退職慰労引当金 25,662 25,662

長期前受収益 47,155 62,542

固定負債合計 97,523 120,161

負債合計 494,170 727,444

純資産の部   

株主資本   

資本金 726,131 726,131

資本剰余金   

資本準備金 467,035 467,035

資本剰余金合計 467,035 467,035

利益剰余金   

利益準備金 1,763 1,763

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △679,981 △638,628

利益剰余金合計 △678,217 △636,864

株主資本合計 514,949 556,302

新株予約権 4,329 －

純資産合計 519,278 556,302

負債純資産合計 1,013,448 1,283,747
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（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   

サーバーソリューション事業 743,177 1,256,747

ネットインフラ構築事業 388,235 338,894

ネット関連ソフトウェア事業 10,514 －

売上高合計 1,141,927 1,595,642

売上原価   

サーバーソリューション事業 435,115 788,599

ネットインフラ構築事業 246,254 233,785

ネット関連ソフトウェア事業 679 －

売上原価合計 682,050 1,022,385

売上総利益 459,877 573,256

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 17,053 16,660

役員報酬 61,011 42,495

給与・賞与 233,231 215,318

賞与引当金繰入額 29,175 26,134

退職給付費用 17,442 16,689

法定福利費 26,741 27,848

減価償却費 12,193 2,565

地代家賃 40,855 26,704

賃借料 1,490 4,712

業務委託料 19,552 40,108

研究開発費 ※1  4,023 ※1  －

支払報酬 28,901 53,482

その他 95,990 74,784

販売費及び一般管理費合計 587,663 547,504

営業利益又は営業損失（△） △127,786 25,752

営業外収益   

受取利息 359 34

為替差益 801 790

業務受託料 ※5  － ※5  19,750

その他 665 235

営業外収益合計 1,826 20,810

営業外費用   

たな卸資産廃棄損 212 －

株式交付費 16,171 －

支払利息 － 2,200

その他 － 606

営業外費用合計 16,383 2,807

経常利益又は経常損失（△） △142,343 43,756
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（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) 

特別損失   

固定資産除却損 ※2  5,203 ※2  －

たな卸資産評価損 3,762 －

投資有価証券評価損 2,563 －

貸倒引当金繰入額 12,441 －

事業譲渡関連損失 ※3,4  5,958 ※3,4  －

減損損失 25,748 －

その他 ※4  5,691 ※4  －

特別損失合計 61,369 －

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △203,712 43,756

法人税、住民税及び事業税 2,384 2,403

当期純利益又は当期純損失（△） △206,097 41,353
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サーバーソリューション事業 

 （注）１．原価計算の方法は個別原価計算によっております。 

２．労務費のうち引当金繰入額は次のとおりであります。 

３．他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 

４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

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 
（％） 

（製造原価明細）           

Ⅰ 労務費 (注)２  3,540  68.9  4,519  27.1

Ⅱ 経費    1,600  31.1  12,144  72.9

当期総製造費用    5,140  100.0  16,664  100.0

合計    5,140    16,664   

期末仕掛品たな卸高    －    4,780   

当期製品製造原価    5,140    11,884   

（商品売上原価明細）           

期首商品たな卸高    －    45,293   

期首製品たな卸高    －    1,286   

当期商品仕入高    373,943    645,819   

当期製品仕入高    69,742    118,524   

他勘定受入高 (注)３  39,121    －   

合計    482,807    810,923   

他勘定振替高 (注)４  12,786    5,366   

期末商品たな卸高    45,293    35,763   

期末製品たな卸高    1,286    1,742   

差引    423,440        768,050      

支払ロイヤリティ    5,437        5,396      

ソフトウェア償却費    1,097        3,267      

当期商品売上原価    429,975    776,715   

当期売上原価    435,115    788,599   

            

  前事業年度 当事業年度 

賞与引当金繰入額 818千円 －千円 

退職給付引当金繰入額 63千円 378千円 

  前事業年度 当事業年度 

組織変更による部門振
替 

39,121千円 －千円 

  前事業年度 当事業年度 

たな卸資産評価損 7,699千円 －千円 

たな卸資産廃棄損 212千円 －千円 

保守用資産に振替 4,633千円 2,233千円 

見本品費 242千円 676千円 

消耗器具備品費に振替 －千円 2,312千円 

その他 －千円 145千円 
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ネットインフラ構築事業 

 （注）１．原価計算の方法は個別原価計算によっております。 

       ２．労務費のうち引当金繰入額は次のとおりであります。 

       ３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（製造原価明細）           

Ⅰ 材料費    46,060  39.5  97,880  65.7

Ⅱ 労務費 (注)２  14,627  12.5  6,331  4.2

Ⅲ 経費    55,904  48.0  44,800  30.1

当期総製造費用    116,592  100.0  149,012  100.0

期首仕掛品たな卸高    26,643    5,286   

合計    143,235    154,298   

期末仕掛品たな卸高    5,286    17,304   

当期製品製造原価    137,949    136,994   

（商品売上原価明細）           

期首商品たな卸高    63,722    75,109   

当期商品仕入高    157,445    76,991   

合計    221,167    152,100   

他勘定振替高 (注)３  37,752    213   

期末商品たな卸高    75,109    55,096   

当期商品売上原価    108,305    96,790   

当期売上原価    246,254    233,785   

            

  前事業年度 当事業年度 

賞与引当金繰入額 1,070千円 292千円 

退職給付引当金繰
入額 

12千円 27千円 

  前事業年度 当事業年度 

見本品費 1,407千円 213千円 

その他 61千円 －千円 

組織変更による部
門振替 

36,283千円 －千円 
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 ネット関連ソフトウェア事業 

 （注） 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

期首製品たな卸高    22,041  －

当期製品仕入高    1  －

合計    22,042  －

他勘定振替高 (注)  21,848  －

期末製品たな卸高    －  －

差引    193  －

支払ロイヤリティ    426  －

ソフトウェア償却費    59  －

外注費    0  －

当期売上原価    679  －

        

  前事業年度 当事業年度 

たな卸資産廃棄損 0千円 －千円 

事業の譲渡に伴う
売却 

18,889千円 －千円 

見本品費 3千円 －千円 

その他 118千円 －千円 

組織変更による部
門振替 

2,837千円 －千円 
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（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 630,336 726,131

当期変動額   

新株の発行 95,795 －

当期変動額合計 95,795 －

当期末残高 726,131 726,131

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 371,240 467,035

当期変動額   

新株の発行 95,795 －

当期変動額合計 95,795 －

当期末残高 467,035 467,035

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,763 1,763

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,763 1,763

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △473,883 △679,981

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △206,097 41,353

当期変動額合計 △206,097 41,353

当期末残高 △679,981 △638,628

利益剰余金合計   

前期末残高 △472,119 △678,217

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △206,097 41,353

当期変動額合計 △206,097 41,353

当期末残高 △678,217 △636,864

株主資本合計   

前期末残高 529,456 514,949

当期変動額   

新株の発行 191,590 －

当期純利益又は当期純損失（△） △206,097 41,353

当期変動額合計 △14,507 41,353

当期末残高 514,949 556,302
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（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) 

新株予約権   

前期末残高 － 4,329

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,329 △4,329

当期変動額合計 4,329 △4,329

当期末残高 4,329 －

純資産合計   

前期末残高 529,456 519,278

当期変動額   

新株の発行 191,590 －

当期純利益又は当期純損失（△） △206,097 41,353

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,329 △4,329

当期変動額合計 △10,177 37,023

当期末残高 519,278 556,302
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純損失（△） △203,712

減価償却費 12,241

ソフトウエア償却費 1,097

減損損失 25,748

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,604

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,697

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,134

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,990

受取利息 △359

為替差損益（△は益） 128

株式交付費 16,171

固定資産除却損 5,203

投資有価証券評価損益（△は益） 2,563

事業譲渡関連損失 5,958

その他の特別損益（△は益） 5,691

売上債権の増減額（△は増加） △15,534

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,778

仕入債務の増減額（△は減少） 33,653

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,408

その他の資産の増減額（△は増加） △26,293

その他の負債の増減額（△は減少） 42,035

小計 △144,812

利息及び配当金の受取額 359

法人税等の支払額 △3,690

営業活動によるキャッシュ・フロー △148,143

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 △9,180

無形固定資産の取得による支出 △4,194

事業譲渡による収入 ※2  66,589

差入保証金の減少額 1,158

貸付けによる支出 △11,800

その他 △1,591

投資活動によるキャッシュ・フロー 40,981

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 185,919

財務活動によるキャッシュ・フロー 185,919

現金及び現金同等物に係る換算差額 △128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,628

現金及び現金同等物の期首残高 251,609
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（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) 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  330,238
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(5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度 
（自 平成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、前事業年度において80,750千円、当事業年度

に127,786千円の営業損失を計上しております。これによ

り、当社には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。 

 今後におきましては、平成20年３月28日に約191,590千

円の増資を実行し事業拡大に向けての運転資金の確保を

行うとともに財務体質の強化を図りました。また、既存

事業についてはアクセスソリューション部門を中心に製

商品戦略の見直しを行うとともに、新規事業への取り組

みも本格的に開始いたします。これらの諸施策を梃子に

業績の確実な回復、黒字化を図ってまいります。  

 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財務諸表には反映してお

りません。 

 該当事項はありません。 
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(6）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 

────── 

(1）    ────── 

  

  (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。 

(2）その他有価証券 

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、製品 

総平均法による原価法を採用してお

ります。 

(1）商品及び製品 

総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）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。 

(2）仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）を採用しており

ます。 

    （会計方針の変更） 

当事業年度より「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日公表分）を適

用しております。 

 なお、これに伴う損益への影響は

ありません。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

建物………………８年～15年 

工具器具備品……３年～10年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

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年～15年 

工具器具備品……３年～10年 

  （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。 

 なお、これに伴う損益への影響は

軽微であります。 

  

  （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％相当額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。 

 なお、これに伴う損益への影響は

軽微であります。 
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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） 

  (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

（５年）に基づいており、市場販売

目的ソフトウェアについては、見込

販売数量に基づく償却額と見込販売

可能期間（1.5年）に基づく定額償却

額のいずれか大きい額により償却し

ております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

    (3）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

に準じた会計処理によっておりま

す。  

４．繰延資産の処理方法 株式交付費  

支出時に全額費用として処理しており

ます。  

──────  

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

売掛債権等の貸倒損失に備えるた

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）賞与引当金 

従業員の賞与金の支給に備えて、賞

与支給見込額の当期負担額を計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務の見込額

（簡便法により自己都合要支給額の

100％）に基づき、計上しておりま

す。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  (4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金に充てるため、当

社内規に基づく当事業年度末要支給

見積額を計上しておりましたが、平

成18年６月に役員の退職慰労金制度

を廃止しましたので、平成18年７月

以降新規の引当金計上を行っており

ません。従って、当事業年度末の引

当金残高は、現任役員が平成18年６

月以前に就任していた期間に対応し

て計上した額であります。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 
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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） 

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

────── 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か月以内に

償還期限の到来する短期投資からな

っております。 

────── 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の処理方法 消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。 

同左 

(7）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） 

────── 

  

（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。 

 これに伴う損益への影響は軽微であります。 
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(8）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） 

（損益計算書） 

 当事業年度における事業構成の見直し及び組織変更に

より、前事業年度までネットインフラ構築事業に含まれ

ていたクラスターサーバー部門と前事業年度までネット

関連ソフトウェア事業に含まれていたミドルウェア部門

の売上高及び売上原価を、当事業年度からサーバーソリ

ューション事業の売上高及び売上原価に計上しておりま

す。 

 前事業年度のネットインフラ構築事業に含まれている

クラスターサーバー部門の売上高は445,279千円、売上原

価は284,273千円であります。前事業年度のネット関連ソ

フトウェア事業に含まれているミドルウェア部門の売上

高は237,363千円、売上原価は61,909千円であります。  

────── 

（売上原価明細書） 

 当事業年度における事業構成の見直し及び組織変更に

より、前事業年度までネットインフラ構築事業に含まれ

ていたクラスターサーバー部門と前事業年度までネット

関連ソフトウェア事業に含まれていたミドルウェア部門

の売上原価を、当事業年度からサーバーソリューション

事業の売上原価に計上しております。 

 なお、当事業年度と同様の区分によった場合の前事業

年度の売上原価明細書は以下の通りです。  

────── 

サーバーソリューション事業 

  

区分 金額（千円） 

（製造原価明細）   

Ⅰ 労務費  －

Ⅱ 経費  －

当期総製造費用  －

合計  －

期末仕掛品たな卸高  －

当期製品製造原価  －

（商品売上原価明細）   

期首商品たな卸高  10,456

期首製品たな卸高  2,559

当期商品仕入高  310,100

当期製品仕入高  21,735

合計  344,852

他勘定振替高  1,229

期末商品たな卸高  36,283

期末製品たな卸高  2,837

差引  304,501

支払ロイヤリティ  22,814

ソフトウェア償却費  513

外注費  18,354

当期商品売上原価  346,183

当期売上原価  346,183
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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） 

 ネットインフラ構築事業   

区分 金額（千円） 

（製造原価明細）   

Ⅰ 材料費  96,609

Ⅱ 労務費  10,801

Ⅲ 経費  81,449

当期総製造費用  188,859

期首仕掛品たな卸高  13,394

合計  202,254

期末仕掛品たな卸高  26,643

当期製品製造原価  175,611

（商品売上原価明細）   

期首商品たな卸高  55,026

当期商品仕入高  142,534

合計  197,560

他勘定振替高  417

期末商品たな卸高  27,438

当期商品売上原価  169,704

当期売上原価  345,315

    

  

 ネット関連ソフトウェア事業   

  

区分 金額（千円） 

期首製品たな卸高  9,367

当期製品仕入高  15,940

合計  25,308

他勘定振替高  589

期末製品たな卸高  19,203

差引  5,515

支払ロイヤリティ  7,432

ソフトウェア償却費  17,175

外注費  1,030

当期売上原価  31,154

    

  

────── 
  

（貸借対照表） 

「財務諸表の用語、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、前事業年度におい

て、「商品」「製品」として掲記しておりましたもの

は、当事業年度より「商品及び製品」と一括して掲記し

ております。なお、当事業年度に含まれる「商品」「製

品」は、それぞれ90,860千円、1,742千円であります。 
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(9）注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日現在） 

当事業年度 
（平成21年３月31日現在） 

※  前事業年度において流動資産の「売掛金」、「短

期貸付金」及び「その他」に計上していた債権

（30,607千円）について、回収予定が長期化したこ

とから、固定資産の「長期貸付金」及び「長期未収

入金」へ振り替えております。これに伴い、当該債

権に対する貸倒引当金を流動資産から固定資産へ振

り替えております。        

────── 
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（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 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額 

※１        ────── 

  4,023千円       

※２ 固定資産除却損は、建物3,798千円、工具器具備品

1,404千円であります。     

※２        ──────   

※３ 事業譲渡関連損失は、事業譲渡に伴いソフトウェ

アを一括償却したものであります。 

※３        ──────  

※４ 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。 

※４        ──────  

（１）減損損失を認識した主な資産   

場所 用途 種類 

本社（東京都
港区） 

ネットインフ
ラ構築事業資
産 

工具器具備品他 

本社（東京都
港区） 

サーバーソリ
ューション事
業資産 

工具器具備品、
ソフトウェア他  

本社（東京都
港区） 

全社資産 
建物、工具器具
備品、ソフトウ
ェア他  

  

（２）減損損失の認識に至った経緯 

 経営環境の悪化により経常的な収益が見込めなく

なったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

  

  

（３）減損損失の金額   

建物 6,947千円 

工具器具備品 11,563千円 

ソフトウェア他 7,237千円 

合計 25,748千円 

  

（４）資産のグルーピングの方法 

 当社は減損会計の適用にあたり、事業単位を基準

とした管理会計上の区分に従って資産グルーピング

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は、使用価値により測定して

おりますが、将来キャッシュ・フローに基づく使用

価値がマイナスとなる資産については、回収可能価

額を備忘価額としております。 

  

  

※５        ────── ※５  関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

        業務受託料       19,750千円 

- 48 -



前事業年度（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）普通株式数の増加株式数2,737株は、第三者割当による新株の発行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 

 （注）１．平成20年新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

    ２．平成20年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１. 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）自己新株予約権の増加は、新株予約権の取得によるものであります。  

  

（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） 

発行済株式         

普通株式（注）  12,091  2,737  －  14,828

合計  12,091  2,737  －  14,828

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 

 提出会社 
平成20年新株予約権

（注）１，２ 
普通株式  －  1,760  －  1,760  4,329

合計 －  －  1,760  －  1,760  4,329

  
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  14,828  －  －  14,828

合計  14,828  －  －  14,828

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 

提出会社 
平成20年新株予約権 

普通株式 
 1,760  －  －  1,760  4,329

自己新株予約権（注） ( ) － ( ) 1,760 ( ) － ( ) 1,760 ( ) 4,329

合計 － 
 1,760  －  －  1,760  4,329

( ) － ( ) 1,760 ( ) － ( ) 1,760 ( ) 4,329
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 330,238千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 －  

現金及び現金同等物 330,238千円 

※２ 事業譲渡により減少した資産及び負債の内訳 

流動資産 44,179千円 

固定資産 39,535千円 

小計 83,715千円 

前受金との相殺 17,125千円 

差引：事業譲渡による収入 66,589千円 

（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） 

重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なため、

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。 

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  

有形固定資産 

  全社で使用するコンピュータ周辺機器（「工具器具

備品」）であります。  

② リース資産の減価償却の方法  

 重要な会計方針事項「３．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。 
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前事業年度（平成20年３月31日現在） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当事業年度（平成21年３月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

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） 

当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

（有価証券関係）

種類 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  1,028

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として退職一時金制度を設けて

おります。 

また、従来の退職金制度に上積みして連合設立型の厚生

年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する

年金資産の額が合理的に計算できないため、「退職給付

に係る会計基準注解」注12に定める処理を行っておりま

す。 

２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 24,705千円 

退職給付引当金 24,705千円 

 連合設立型の厚生年金基金の加入員及び受給権者

の割合により計算した年金資産の額は115,657千円で

あります。 

３．退職給付費用に関する事項 

(1）勤務費用 7,361千円 

(2）厚生年金基金への要拠出額 

（従業員拠出額を除く） 
10,450千円 

退職給付費用 17,812千円 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付債務については、簡便法により、算出しており

ます。 

５．要拠出額を退職給付費用として処理している複数事

業主制度に関する事項 

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月

31日現在） 

年金資産の額 7,717,227千円 

年金財政計算上の給付債務の額 7,211,091千円 

差引額 506,136千円 

(2）制度全体に占める当社の加入人数割合（自平成19

年４月１日 至平成20年３月31日） 

1.5％ 
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

（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 

付与対象者の区分及び数 
取締役４名、従業員46名及び入社予定

者１名 
取締役３名、従業員50名 

ストック・オプション数 普通株式   600株 普通株式   443株 

付与日 平成14年11月22日 平成16年12月15日 

権利確定条件 

 権利行使時においても当社の取締役又

は従業員であることを要する。ただ

し、会社都合により退職したときを除

く。 

 同左 

対象勤務期間 
 自 平成14年11月22日 

至 平成16年11月１日 

 自 平成16年12月15日 

至 平成18年６月30日 

権利行使期間 
 自 平成16年11月２日 

至 平成24年11月１日 

 自 平成18年７月１日 

 至 平成20年６月30日 

  
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 

権利確定前    （株）            

前事業年度末  －  －

付与  －  －

失効  －  －

権利確定  －  －

未確定残  －  －

権利確定後    （株）            

前事業年度末  223  315

権利確定  －  －

権利行使  －  －

失効  －  15

未行使残  223  300

  
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 

権利行使価格      （円）  120,000  131,685

行使時平均株価     （円）  －  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －  －
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１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳 

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 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。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）   

  

  

前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

当社は、関連会社を有していないため、該当事項はありません。  

（税効果会計関係）

    
前事業年度 

(平成20年３月31日現在) 
  

当事業年度 
(平成21年３月31日現在)

繰延税金資産   (千円)   (千円) 

  未払事業税  290    1,038

  賞与引当金  12,640    10,634

  減価償却費  11,515    7,406

  退職給付引当金  10,052    10,100

  役員退職慰労引当金  10,441    10,441

  一括償却資産  1,274    579

  貸倒引当金  18,117    16,536

  減損損失  10,476    338

  たな卸資産評価損  1,613    1,193

  投資有価証券評価損  1,042    1,042

  法人税額控除  486    －

  繰越欠損金  396,863    395,463

  その他  3,171    4,386

  繰延税金資産小計  477,987    459,160

  評価性引当額  △477,987    △459,160

  繰延税金資産合計  －    －

    
当事業年度 

(平成21年３月31日現在) 

法定実効税率   40.7 ％

（調整）          

交際費等永久に益金に算入されない項目     1.2   

住民税均等割等      5.6   

その他    △0.1   

評価性引当金    △41.9   

税効果会計適用後の法人税等の負担率      5.5   

（持分法損益等）
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前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分

離の概要 

(1)分離先企業の名称及び分離した事業の内容 

名   称：沖電気工業株式会社 

事業の内容：ソフトウェア型ビデオ会議システム「ビジュアルネクサス」の開発・販売・輸出・サポート・保

守等に関する国内外の事業 

(2)事業分離を行った主な理由 

ビジュアルコミュニケーション部門に関する技術開発及び販促活動コストと当社における現有の経営資源、各

事業とのバランス、及び投資回収期間などを総合的に検討したところ、ビジュアルコミュニケーション部門は

当社自身で執り行う許容範囲を超えると判断し、事業譲渡することを決定いたしました。 

(3)事業分離日 

平成19年５月21日 

(4)法的形式を含む事業分離の概要 

当社を分離元企業とし、沖電気工業株式会社を分離先企業とする事業譲渡を実施しました。 

２．実施した会計処理 

(1)移転損益の額   ５百万円（損失）   

(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその内訳  

３．当事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

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。 

（企業結合等関係）

 資産項目 金額（百万円） 

流動資産  44

固定資産  39

合計  83

  金額（百万円） 

売上高  10

営業利益  △13

経常利益  △13
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

(2）役員及び個人主要株主等 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

   ２．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

   ３．日本Ｍ＆Ａマネジメント株式会社は、当社株式を2,737（18.46%）株所有し第２位の株主である

JTC Partner Fundの業務執行組合員であり、かつ当社株式を1,832株（12.36%）所有し第３位の株主である

JMAM Value Driver投資事業組合の業務執行組合員であります。 

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

属性 会社等 
の名称 住所

資本金 
（百万円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
（千円） 科目

期末残高
（千円） 役員の

兼任等
事業上
の関係 

 その他の

関連会社 

ダイワボウ

情報システ

ム㈱ 

大阪市

中央区
11,300 卸売業

(被所有)

直接 
20.3 

兼任1名
当社製商

品の販売 

製商品の

販売 
（注）１ 

 
 （注）２ 

80,599
売掛金

（注）２ 
8,547

属性 氏名 住所
資本金 

（百万円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
（千円） 科目

期末残高
（千円） 役員の

兼任等
事業上
の関係 

 役員 角田 幸治  ― ― 

日本Ｍ＆

Ａマネジ

メント㈱

代表取締

役（注）

３ 

 

  ― 
  

―

第三者割 

当増資ア 

ドバイザ 

リー業務 

第三者割 

当増資の 

指導 
（注）１ 

 
 （注）２ 

10,000
 ―  ―

（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 34,728円15銭 

１株当たり当期純損失金額 17,004円74銭 

１株当たり純資産額 37,516円99銭 

１株当たり当期純利益金額 2,788円84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

失が計上されてい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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

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株当たり当期純利益金額     

当期純利益又は純損失（△）（千円）  △206,097  41,353

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は純損失

（△）（千円） 
 △206,097  41,353

期中平均株式数（株）  12,120  14,828

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３種類（新株予約権の

数699個） 

 新株予約権１種類（新株予約権の

数193個） 
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

Ⅰ.当社は、平成21年４月14日、４月28日の取締役会において、以下の事業会社の株式の取得を決議しております。  

１．株式会社フリーポート 

(1)株式取得の理由 

 平成20年10月１日に株式会社キャナルの株式の52％を取得して立ち上げた情報サービス事業のさらなる強化をはか

り、当社業績の安定・拡大路線をさらに確固たるものとするためであります。 

(2)株式取得の内容 

 当社は、平成21年８月31日付けでフリーポート社の発行済み株式の100％を田中聖氏より取得します。これにより、

同社は、当社の連結子会社となります。なお、当社は、現時点において同社の株式を保有しておりません。株式取得資

金につきましては、自己資金および一部借入を予定しております。 

(3)フリーポート社の概要（平成20年６月30日現在） 

①名称：株式会社フリーポート 

 http://www.freeport.co.jp/index.html 

②代表者：田中聖 

③所在地：東京都新宿区四谷二丁目12番地5 

④設立年月日：平成８年７月 

⑤事業の内容：人事採用コンサルティング、他 

⑥決算期：６月 

⑦従業員数：22名 

⑧資本金：85百万円 

⑨発行済株式総数：1,700株 

⑩大株主構成および所有割合：田中聖 100％ 

⑪業績：（単位：百万円） 

(4)取得株式数・取得価格および取得前後の所有株式の状況 

①移動前の所有株式数：０株 

②取得株式数および取得金額：1,700株 187百万円 

③移動後の所有株式数：1,700株（フリーポート社の発行済み株式の100％） 

(5)株式取得の日程 

平成21年４月14日    取締役会決議 

平成21年４月14日    株式譲渡契約締結 

平成21年８月31日    株式譲渡日  

（重要な後発事象）

  平成18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 

売上高 388  556 617

売上総利益 156  225 246

営業利益 13  7 14

経常利益 14  11 16

当期純利益 7  8 9

純資産 70  99 114

総資産 123  166 147

一株配当 － － －
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２．株式会社ディーアンドアール・インテグレイツ（以下、DRI社） 

(1)株式取得の理由 

 平成20年10月１日に株式会社キャナルの株式の52％を取得して立ち上げた情報サービス事業について、上述のフリー

ポート社の株式取得に加えさらなる強化をはかり、当社業績の安定・拡大路線をさらに確固たるものとするためであり

ます。 

(2)株式取得の内容 

 当社は、現時点でDRIの発行済み株式の10%を保有しておりますが、平成21年８月31日付けでDRIの発行済み株式の残

り90％を株式会社ジークホールディングスより取得します。これにより、DRIは、当社の連結子会社となります。株式

取得資金につきましては、自己資金および一部借入を予定しております。 

(3)DRI社の概要（平成21年２月28日現在） 

  

①名称：株式会社ディーアンドアール・インテグレイツ 

  http://www.dr-i.co.jp/ 

②代表者：矢野良二 

③所在地：東京都渋谷区恵比寿西１－32－16 

④設立年月日：平成14年９月 

⑤事業の内容：データベース・マーケティング事業、インターネット事業、他 

⑥決算期：２月 

⑦従業員数：32名 

⑧資本金：20百万円 

⑨発行済株式総数：400株 

⑩大株主構成および所有割合： 

  株式会社ジークホールディングス 90％ 

  当社 10％ 

⑪業績：（単位：百万円） 

(4)取得株式数・取得価格および取得前後の所有株式の状況 

①移動前の所有株式数：40株 （DRI社の発行済み株式の10%） 

②取得株式数および取得金額：360株 174,600,000 円 

③移動後の所有株式数：400株（DRI社の発行済み株式の100％） 

(5)株式取得の日程 

平成21年４月28日    取締役会決議 

             DRI社取締役会において株式譲渡承認決議 

平成21年４月30日    ジークホールディングス社取締役会決議 

             同日、株式譲渡契約締結 

平成21年８月31日    株式譲渡日  

  平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期 

売上高 843 595 535

売上総利益 335  251 242

営業利益 106  27 6

経常利益 104 27 7

当期純利益 59  11 2

純資産 139  151 154

総資産 319  252 238

一株配当 － － －

- 57 -



II.当社は、平成21年５月７日の取締役会において、平成21年６月開催予定の第13期定時株主総会の承認を得ることを

条件に、下記を決議しております。 

１．資本金および準備金の額減少の件 

 当社は、平成21年５月７日開催の取締役会において、平成21年６月18日開催予定の第13期定時株主総会に「資本金

および準備金の額減少の件」について下記のとおり付議することを決議いたしました。 

資本金および準備金の額減少の理由 

 当社は、過年度において大幅な欠損金を計上いたしましたが、資本金および準備金の額の減少により、欠損の補

填を行うものであります。これにより、累積損失を一掃し、当社財務内容の健全化を図るとともに、復配可能体制

を早期に構築するものであります。 

 なお、発行済株式総数の変更は行わず、資本金および準備金の額のみを減少いたします。 

 また、その他の必要事項につきましては、取締役会に一任といたします。 

1) 資本金の額減少の要領 

（減少する資本金の額） 

 平成21 年３月31日現在の資本金の額726,131,109円を169,829,043円減少して、556,302,066円といたします。減

少する資本金は全額を「その他資本剰余金」に振り替えます。 

（効力発生日） 

 資本金の額減少の効力発生日は、平成21年９月30日を予定しております。 

2) 準備金の額減少の要領 

（減少する準備金の額） 

 平成21年３月31 日現在の準備金の総額468,798,995円から資本準備金の全額にあたる467,035,046円および利益

準備金の全額にあたる1,763,949円の合計468,798,995円を取り崩します。取り崩した資本準備金は全額を「その他

資本剰余金」に振り替え、利益準備金は全額を「繰越利益剰余金」に振り替えます。 

（効力発生日） 

 準備金の額減少の効力発生日は、平成21年９月30日を予定しております。 

注）当社は、平成21年５月７日に別途開示しております「会社分割による持株会社制への移行に関するお知らせ」

で発表させていただきましたとおり、平成21年６月18日に開催予定の定時株主総会の承認をもって平成21年９ 

月１日（予定）にて会社分割を行う予定でありますが、これにより資本の金額は増減いたしません。 

２．会社分割による持株会社体制への移行及び商号変更に関する件  

 当社は、平成20 年10月１日付にて株式会社キャナルの発行済み株式の52％を取得し、また平成21年８月31日付け

にて株式会社フリーポート、株式会社ディーアンドアール・インテグレイツの完全子会社化を行う予定としておりま

す。 

 このように事業領域が急激に拡大する中、新たなグループ成長モデルを構築、実現するために、持株会社が立案す

るグループ経営戦略の下に、各事業会社が価値創造力を更に強化し、グループ全体の企業価値を 大化できる経営体

制を構築することが必要であると考えております。このような観点から、当社はグループ経営体制を持株会社制に移

行することといたしました。 

(1) 会社分割 

1．背景 

 当社は、平成20年10月１日付にて株式会社キャナルの発行済み株式の52％を取得し、また平成21年８月31日付けに

て株式会社フリーポート、株式会社ディーアンドアール・インテグレイツの完全子会社化を行う予定としておりま

す。 

 このように事業領域が急激に拡大する中、新たなグループ成長モデルを構築、実現するために、持株会社が立案す

るグループ経営戦略の下に、各事業会社が価値創造力を更に強化し、グループ全体の企業価値を 大化できる経営体

制を構築することが必要であると考えております。このような観点から、当社はグループ経営体制を持株会社制に移

行することといたしました。 

2．目的 

1) グループ戦略機能の強化 

 持株会社制に移行することで、グループ経営戦略の立案機能を強化するとともに、グループ経営資源の配分を

適化します。 

 持株会社は、グループ全体の 適化のための戦略の策定と方針の決定、適切な事業運営のための監督機能の発

揮、グループ共通化課題への対応等を通じてグループ全体の永続的な企業価値の増大を目指します。また、持株会

社を核にグループの持つ人材・技術・ノウハウ等を横断的に活用することでグループシナジーを発揮します。 
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2) 各事業会社の価値創造力強化 

 各事業会社は、グループ経営戦略に基づき、それぞれの権限と責任の下、担当する事業に特化し、価値あるサー

ビス・技術の提供を行います。 

 経営資源の効率化および事業構造の再構築を進め、ステークホルダーに信頼される企業をめざしてまいります。

3) ガバナンスの強化と意思決定の迅速化 

 グループ経営の意志決定と各事業における業務執行を分離することにより、グループの各事業が環境変化に迅速

に対応できる体制構築と責任・権限の明確化を図り、ガバナンスの徹底と意思決定の迅速化による企業競争力の強

化を実現してまいります。 

 また、TCBテクノロジーズ株式会社ならびにグループ各社の経営管理機能の統合・内部統制管理を目的として、

TCBシェアードサービス株式会社を新設し、5月に業務を開始いたしす。 

3．移行の方法 

 持株会社体制への移行の方法は会社分割を採用し、当社を持株会社とIT ソリューション事業を主要事業とする子

会社に分割する方法を予定しております。持株会社が、各事業会社の持株会社となってグループ戦略機能及び事業会

社の統括管理機能を担い、上場を継続してまいります。現在の当社の子会社等は、持株会社の子会社等となる予定で

す。 

4. 今後の予定 

 分割計画承認取締役会        平成21年５月中旬 

 分割計画承認定時株主総会    平成21年６月18日（予定）  

 分割期日（効力発生日）      平成21年９月 1日（予定）  

5.その他 

 会社分割による純粋持株会社体制への移行内容や会社分割契約書の内容等の詳細および業績に与える影響につきま

しては、決定次第速やかにお知らせいたします。 

 なお、会社分割による持株会社体制への移行は、平成21年６月18日に開催予定の定時株主総会での承認が得られる

ことを条件に実施いたします。 

(2) 商号変更 

1）商号 

 ＴＣＢホールディングス株式会社 

  英文表記 TCB Holdings Corporation 

3）変更理由 

 本件分割による純粋持株会社制への移行に伴い商号を変更するものです。 

３．ストックオプション（新株予約権）の付与について 

 当社は、平成21年５月７日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づ

き、当社および当社子会社の取締役（社外取締役は除きます。）に対し、次の要領により、ストックオプションとし

て新株予約権を無償で発行することおよび募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を平成

21年6月18日開催予定の当社第13期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）に付議することを決議いたしまし

た。 

 また、当社取締役に対する新株予約権の無償発行については、会社法第361条第１項に定める取締役に対する金銭

でない報酬等に該当いたします。当社の取締役の報酬額は、平成14年6月開催の定時株主総会において、年額200百万

円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）とする旨ご承認いただいておりますが、上記の

取締役の報酬額とは別枠として、当社取締役（社外取締役を除きます。）に対する報酬として、年額10百万円の範囲

内でストックオプションとして新株予約権を発行することおよびその具体的内容についても併せて付議するものであ

ります。 

 ストックオプションとしての報酬額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権１個あたりの公正価額

に、当社取締役（社外取締役を除きます。）に割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります。新株予約権

の公正価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件を基に二項モデルないしブラック・ショールズ・モ

デルを用いて算定いたします。 

Ⅰ.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由 

 当社および当社子会社の取締役（社外取締役は除く。）に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高

めるためのインセンティブを与えることを目的とするものであります。 
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Ⅱ.新株予約権の発行要領 

1. 新株予約権の割当対象者 

 当社および当社子会社の取締役（社外取締役は除く。）。 

2. 新株予約権の数の上限 

176個を上限とする。 

3. 新株予約権と引換えに払い込む金銭 

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

4. 新株予約権の内容 

1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個の目的である株式の数（以下「付与

株式数」という。）は10株とする。 

 なお、新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式1,760 株を上限とし、下記により付与株式数が調整さ

れる場合には、調整後付与株式数に上記2.記載の新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。 

 また、本総会終結後に当社が株式の分割（無償割当を含む。）または併合を行う場合、付与株式数は次の算式に

より調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株

予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

 また、上記のほか、本総会終結後に、下記（2）に定める行使価額（以下に定義する。）の調整事由が生じた場

合にも、各新株予約権につき、調整後付与株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前付与株式数に調整前行使価

額を乗じた額と同額となるよう、付与株式数は適切に調整されるものとする。 

 なお、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、かかる調整により付与株式数が0 と

なる場合には、かかる調整は行わないものとする。 

 また、これらの端数処理については、その後に生じた付与株式数の調整事由に基づく付与株式数の調整にあた

り、かかる端数を調整前付与株式数に適切に反映した上で、調整後付与株式数を算出するものとする。 

2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式

1 株当りの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じて得られる額とする。 

 行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。以下「当初行使価額計算期

間」という。）における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）

の平均値の金額とし、これにより生じた100円未満の端数はこれを切り上げる。ただし、その金額が新株予約権の

割当日の終値（終値がない場合は、その日に先立つ直近日における終値）を下回る場合は、新株予約権の割当日の

終値とする。なお、当初行使価額計算期間または新株予約権の割当日の前日に下記に定める行使価額の調整事由が

生じた場合には、当初の行使価額は下記に定める行使価額の調整の趣旨を必要かつ合理的な範囲内で考慮したうえ

で、当社が適当と判断する値に決定される。 

 新株予約権の割当日後に当社が株式の分割（無償割当を含む。）または併合を行う場合は、次の算式により行使

価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。 

 
 また、新株予約権の割当後に、当社が当社普通株式につき、時価を下回る払込金額で新株式の発行または自己株

式の処分（新株予約権および平成14年４月１日改正前商法第280 条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場

合を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げ

る。その他、新株予約権（その権利の行使に際して出資される財産の価額がかかる行使により交付される当社普通

株式の新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。）を発行する場合においても、これに準じて行使価額は調整

されるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する

自己株式数を控除した数をいうものとする。 

 
 上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本金の額の減少を

行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価

額は適切に調整されるものとする。 
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3) 新株予約権の権利行使期間 

 新株予約権の割当日に始まり新株予約権の募集事項の決定にかかる取締役会決議日から5年を経過する日までの

期間とする。ただし、行使期間の 終日が当社の休業日に当たるときはその前営業日とする。 

4) 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、行使日においても当社または当社子会社の取締役（社外取締役は除く）であることを要す

る。ただし、当社または当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、または、その他正当な理由のある

場合はこの限りでない。 

② その他の行使条件は、株主総会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る。 

5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従

い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる

ものとする。 

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加

限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

6) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

7) 新株予約権の取得条項 

① 当社は、新株予約権者が行使し得なくなった本新株予約権を無償で取得できるものとする。 

② 当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案が株主総会で承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換

契約書の承認の議案または株式移転計画の承認の議案につき株主総会で承認されたとき、その他企業再編等を行

う場合において当社取締役会が必要と認めるときは、本新株予約権の一部または全部を無償で取得することがで

きるものとする。 

③ 当社はいつでも本新株予約権を買入れ、またはこれを取締役会の決議により無償で取得することができるもの

とする。 

8) 新株予約権の行使により発生する端数の切り捨て 

 新株予約権の割当日に始まり新株予約権の募集事項の決定にかかる取締役会決議日から5 年を経過する日までの

期間とする。ただし、行使期間の 終日が当社の休業日に当たるときはその前営業日とする。 

9) 新株予約権の公正価額 

 新株予約権の公正価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件をもとに二項モデルないしブラック

ショールズ・モデルを用いて算定する。 

10) 取締役会への委任 

 上記に定めるもののほか、新株予約権の募集事項及び細目事項については、取締役会の決議により決定するもの

とする。 

（注） 上記の内容が本総会において承認可決された場合の当社の潜在株式総数は、以下のとおりです。 

①現在の潜在株式数        1,953株 

②今回の増加潜在株式数    1,760株  

③消却予定の潜在株式数  △1,760株  

④承認後の潜在株式数    1,953株 

 なお、平成21年３月25日開示文書「新株予約権の譲受について」で発表し、平成21年３月31日付で、当社が日本

M&Aマネジメント株式会社より譲受いたしました新株予約権176個を、今回の発行に合わせ消却いたしますので、潜

在株式数の増減はございません。 
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(1）役員の異動 

①代表取締役の異動  

代表取締役会長 西村 拓美（現 代表取締役社長） 

代表取締役社長 山本 宰司（現 執行役員） 

②その他の役員の異動  

・新任取締役候補 

取締役 西村 拓美（現 当社代表取締役社長）＊ 

取締役 粕谷 明彦（現 当社取締役）＊ 

取締役 山本 宰司（現 当社執行役員） 

取締役 小峰 伴之（現 当社取締役、ダイワボウ情報株式会社取締役）＊ 

取締役 大嶽 貞夫（現 当社執行役員） 

取締役 坂野 哲平（現 スキルアップジャパン株式会社代表取締役） 

 ＊印は、重任であります。  

・退任予定取締役 

取締役 佐藤 直司 

・新任監査役候補 

監査役 中山 仁司 （現 豊田通商株式会社情報システム部アプリケーショングループグループリーダー） 

・退任予定監査役 

監査役 山村 淳司 

③就任予定日  

平成21年６月18日  

(2）その他 

     該当事項はありません。 

  

６．その他
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