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1. 平成23年2月期の連結業績（平成22年3月1日～平成23年2月28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 ％

23年2月期 8,833 13.7 3,233 34.6 3,466 42.7 1,905 41.3
22年2月期 7,771 ― 2,402 ― 2,428 ― 1,347 ―
（注）包括利益 23年2月期 ―百万円 （―％） 22年2月期 ―百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年2月期 55.57 55.41 35.2 39.6 36.6
22年2月期 43.20 ― 34.3 34.5 30.9
（参考） 持分法投資損益 23年2月期 ―百万円 22年2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

23年2月期 10,018 6,265 62.5 180.20
22年2月期 7,496 4,568 60.9 134.50
（参考） 自己資本 23年2月期 6,265百万円 22年2月期 4,568百万円

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

23年2月期 2,491 342 △208 5,145
22年2月期 2,578 △1,994 △1,327 2,522

2. 配当の状況

（注）期末における配当予想の修正有無 有
配当金の内訳 記念配当 11円00銭

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年2月期 ― 0.00 ― 7.93 7.93 269 20.0 5.9
23年2月期 ― 0.00 ― 27.40 27.40 952 50.0 15.2
24年2月期(予想) ― 10.00 ― 9.70 19.70 30.0

3. 平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日）
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 5,570 20.6 1,939 △3.9 2,045 △8.9 1,164 △4.3 33.48
通期 11,152 26.3 3,920 21.3 4,007 15.6 2,278 19.6 65.54
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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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（注）「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、表示方法等の変更の有
無となります。

(3) 発行済株式数（普通株式）

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） 23年2月期 34,768,172 株 22年2月期 33,968,172 株
② 期末自己株式数 23年2月期 ― 株 22年2月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年2月期 34,288,172 株 22年2月期 31,202,871 株

（参考）個別業績の概要

1. 平成23年2月期の個別業績（平成22年3月1日～平成23年2月28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 ％

23年2月期 1,657 △68.2 774 △36.6 757 △38.4 697 5.0
22年2月期 5,205 ― 1,222 ― 1,230 ― 664 ―

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

23年2月期 20.34 20.28
22年2月期 21.27 ―

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

23年2月期 5,528 3,733 67.5 107.38
22年2月期 4,922 3,244 65.9 95.52
（参考） 自己資本 23年2月期 3,733百万円 22年2月期 3,244百万円

2. 平成24年2月期の個別業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日）
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続は終了しておりませ
ん。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、決算短
信（添付資料）の３ページ「１ 経営成績(1)経営成績に関する分析」、５ページ「(4)事業等のリスク」をご覧ください。

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,613 △31.9 2,067 103.2 2,065 234.5 59.42
通期 3,153 △39.4 2,062 67.7 2,059 209.9 59.24
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(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、景気は持ち直しに向けた動きがみられましたが、秋以降は円高の進展も

あり、景気足踏み状態が続きました。また、企業収益の改善もあり、設備投資は持ち直している一方、ソフトウェ

ア投資は緩やかな減少傾向が続きました。 

このような中、当社グループにおきましては、平成21年11月の持株会社体制移行後強化してまいりました製販一

体となったグループマネジメントの一環としまして、平成22年５月に当社、販売会社であるウイングアークテクノ

ロジーズ株式会社、およびSuper Visual Formade(SVF)の開発会社である株式会社エフ・アイ・ティの３社の本店

を同一ビルに統合いたしました。これにより、グループ内のコミュニケーションの活発化、ユーザーからの問い合

わせに対するレスポンスの改善等を図ってまいりました。 

営業面においては、公的機関の大型案件および当該案件に付随する案件を受注したことに加え、全般的に厳しい

事業環境の中でも、業績の改善を背景に投資を再開している投資余力のある企業の案件を取り込むことによって、

売上高は堅調に推移いたしました。 

費用面においては、前連結会計年度より取組んでおりますコスト抑制のための施策は継続しており、事務所の移

転・統合による地代家賃の抑制をはじめ、外注費や広告宣伝費等は抑制しておりますが、今後の業容拡大に向けた

人材の確保等のために人件費は増加傾向にあります。 

このような形で、継続的に見直しを行うことにより、バランスのとれたコスト構造を目指しております。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は 千円（前期比13.7％増）、営業利益は 千円（前期比

34.6％増）、経常利益は 千円（前期比42.7％増）、当期純利益は 千円（前期比41.3％増）とな

りました。 

  

当社グループの販売する製品およびサービス別の状況は次のとおりであります。 

(a）ソフトウェアプロダクト売上高 

ソフトウェアプロダクト売上高は 千円（前期比18.5％増）となりました。主要製品別の業績は次の

とおりであります。 

（「SVF」シリーズ） 

前連結会計年度より取り組んでおりました公的機関の大型案件および当該案件に付随する案件を受注した

ことにより、堅調に推移しております。リーマンショック以降の設備投資削減によるシステム開発案件の延

期・中止の影響につきましても下げ止まり感が出ており、案件としては多くないものの比較的大型の受注案

件もみられる等、全般的な基調としても好転しつつあります。SVFシリーズの売上高は 千円（前期

比16.8％増）となりました。 

（「Dr.Sum EA」シリーズ） 

これまでに構築したシステムに蓄積された情報を有効活用しようとするニーズは引続き高く、BI（ビジネ

スインテリジェンス）ツールへの関心につきましても、厳しい事業環境の中においては比較的高いものがあ

ると認識しております。前連結会計年度において取り組んでおりました見込案件数増加のためのマーケティ

ング施策の効果もあり、既存のユーザーの更新需要を取込み、売上高は堅調に推移しております。 

また、新製品として、閲覧したい情報に効率良くアクセスするためにチャートや画像データを自由に画面

上で配置することができるダッシュボード製品「Dr.Sum EA MotionBoard」の発売を開始しております。 

この結果、Dr.Sum EAシリーズの売上高は 千円（前期比28.4％増）となりました。 

（その他） 

「その他」製品については、StraFormシリーズを中心に、引続き他社へのOEM提供を含めた拡販に努めて

おります。その結果、「その他」製品の売上高は 千円（前期比64.1％減）となりました。 

(b）保守売上 

当社グループは、各製品の保守契約を結び、毎年一定の保守料金をいただいております。各製品の累計出荷数

の増加とともに、保守売上は増加傾向にあります。また、保守契約更新のための組織体制を強化することによ

り、売上増加に努めております。その結果、保守売上の売上高は 千円（前期比9.4％増）となりまし

た。 

(c）その他 

導入支援、トレーニング等の付随サービスの売上高を、当社グループの収益源の一つとして確立すべく、サー

ビスメニューの見直しを含めた拡販施策の検討を進めております。SVFに関連したものとしまして、ユーザーで

使用されている各種帳票について、SVF購入時に導入をスムーズに進めるための支援を実施する等のサービスに

も注力しております。また、Dr.Sum EAにつきましては、比較的小型の案件で早期の立上げを望まれるユーザー

をメインターゲットとして、当社グループにて直接システムの設計開発を実施するサービスを開始しました。こ

れらの結果、その他の売上高は 千円（前期比0.2％減）となりました。 

１．経営成績

8,833,526 3,233,187

3,466,263 1,905,208

4,700,107

3,685,272

1,004,007

10,828

3,841,838

291,579
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次期の見通しにつきましては、東日本大震災の影響もあり、景気の先行きの不透明感が増すものと考えられま

す。このような中で、目先の投資計画を凍結・延期する企業も今後出てくることも想定され、企業の基幹システム

等の比較的大規模なシステムで使用されることの多いSVFについては、やや厳しい事業環境になるものと認識して

おります。一方で、情報活用のニーズの高まりとともに、Dr.Sum EAの販売は引続き堅調に推移するものと想定し

ております。また、保守売上につきましては、大半が年間契約を締結しておりますので、急激に売上高が増減する

ことはなく、引続き緩やかな増加傾向が続くものと想定しております。 

費用面におきましては、人件費は引続き増加傾向にあるものの、売上高の推移状況をみながらコストコントロー

ルを徹底していく予定です。  

これに加え、３月に買収完了しましたセキュリティサービス事業を行っているバリオセキュア・ネットワークス

株式会社の売上高・利益が、加わることになります。同社の事業が月額課金の積上げ型のビジネスとなっておりま

すので、こちらも安定的な収益源として見込んでおります。 

以上により、平成24年２月期の連結業績予想は、売上高11,152百万円、営業利益3,920百万円、経常利益4,007百

万円、当期純利益2,278百万円を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当連結会計年度末における総資産は 千円であり、前連結会計年度末と比較して 千円増加

しました。流動資産は現金及び預金の増加等により 千円となり、固定資産は長期預金や敷金及び保証

金の減少に伴い 千円減少し、 千円となりました。 

負債は、未払法人税等や賞与引当金の増加等に伴い、前連結会計年度末と比較して 千円増加し、

千円となりました。 

純資産は 千円であり、前連結会計年度末と比較して 千円増加しました。これは、配当の実

施により 千円減少した一方で、当期純利益を 千円計上した結果によるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

千円増加し、期末残高は 千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フロー

の状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、 千円（前期比 千円の減少）となりました。資金の主な増加

要因は、税金等調整前当期純利益 千円であり、資金の主な減少要因は、法人税等の支払額 千

円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、 千円（前期比 千円の増加）となりました。資金の主な増加

要因は、定期預金の払戻による収入 千円、保険積立金の満期及び解約による収入 千円等であり、

資金の主な減少要因は、定期預金の預入による支出 千円、有形固定資産の取得による支出 千円等

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、 千円（前期比 千円の増加）となりました。これは配当金の

支払によるものです。  

（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 

10,018,835 2,522,675

7,240,022

671,098 2,778,813

826,139

3,753,710

6,265,125 1,696,535

269,367 1,905,208

2,622,188 5,145,045

2,491,475 86,686

3,248,600 1,361,779

342,986 2,337,131

372,000 256,563

317,000 157,545

208,567 1,119,427

  平成21年２月期 平成22年２月期 平成23年２月期 

自己資本比率（％）  50.1  60.9  62.5

時価ベースの自己資本比

率（％） 
－  －  187.1

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（年） 
－ － － 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
－ － － 
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（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

２．株式時価総額は、発行済株式数をベースに計算しています。 

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．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

対象としています。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識しており、成長性を維持するために将来の事業展開

と経営体質強化に必要な内部留保を確保しつつ、各期における業績を勘案の上、連結ベースの当期純利益に対し

30％の配当性向を目途に、中間配当金および期末配当金の年２回の配当を実施することを基本方針としておりま

す。なお、当期において、上場企業としての利益還元の方針をより明確にするため、配当性向の目途を連結当期純

利益の20％から30％に引き上げるとともに、株主の皆様の利便性を高めるため次期以降中間配当を実施することと

いたしました。中間配当につきましては、第２四半期連結累計期間の四半期純利益の30％を目途として実施し、期

末配当につきましては、通期の連結会計年度の当期純利益の30％から中間配当を除いた金額を目途として実施する

ことを予定しております。 

当期の配当に関しましては、連結当期純利益の30％の配当性向を目途とし、１株当たり16円40銭の配当を実施さ

せていただく予定です。また、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）への上場を記念し、ご支援いただい

ております株主の皆様に感謝の意を表するため、連結当期純利益の20％の配当性向を目途として１株当たり11円00

銭の配当を記念配当として上乗せさせていただく予定です。なお、当期の配当実施に関しましては、平成23年５月

開催予定の第41回定時株主総会において、承認可決されることが前提となります。  

また、次期の配当につきましては、上記の配当方針に基づき、１株当たり19.70円（中間配当金10.00円、期末配

当金9.70円）を予定しております。  

  

(4）事業等のリスク 

以下においては、当社グループの事業展開等に関してリスク要因となる可能性があると考えられている主な事項

を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上重

要であると考えられる事項については、投資家の皆様に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。ま

た、以下の記載は本株式の投資に関連するリスクのすべてを網羅するものではありませんのでご留意ください。 

 なお、本項中の記載内容については、特に断りがない限り、本決算短信発表日現在の事項であり、将来に関す

る事項は同発表日現在において当社グループが判断したものであります。 

  

① 特定の製品への依存等について 

当社グループは現在、システム構築の一部を担う帳票設計・出力製品である「SVF」シリーズと集計レポーティ

ングツールである「Dr.Sum EA」シリーズを展開しております。上記製品別に加えて保守売上高およびその他売上

高は、次のとおりであります。 

（注）１．「SVF」シリーズには、「Super Visual Formade」の他、「Report Director Enterprise」

等の関連製品が含まれております。また、「Dr.Sum EA」シリーズには、「Dr.Sum EA 

Datalizer」等のDr.Sum EA関連製品が含まれております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

表に示すように当社グループが展開する製品のうち、「SVF」シリーズは、平成21年２月期の売上高に対する構

成比が ％、平成22年２月期の売上高に対する構成比が ％、平成23年２月期の売上高に対する構成比が

％となっております。このため、同シリーズの売上高の変動が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

売上区分別 

平成21年２月期 平成22年２月期 平成23年２月期 

売上高 

(千円) 

構成比 

(％) 

売上高 

(千円) 

構成比 

(％) 

売上高 

(千円) 

構成比 

(％) 

ソフトウェアプロダクト売上高  4,728,987  57.8  3,967,653  51.0  4,700,107  53.2

  「SVF」シリーズ  3,740,082  45.7  3,155,573  40.6  3,685,272  41.7

  「Dr.Sum EA」シリーズ  961,092  11.8  781,958  10.0  1,004,007  11.4

  その他  27,811  0.3  30,122  0.4  10,828  0.1

保守売上高  3,187,168  38.9  3,511,153  45.2  3,841,838  43.5

その他の売上高  267,948  3.3  292,279  3.8  291,579  3.3

合  計  8,184,104  100.0  7,771,086  100.0  8,833,526  100.0

45.7 40.6 41.7

- 5 -

１stホールディングス株式会社（3644）平成23年２月期　決算短信



また、「Dr.Sum EA」シリーズの製品は平成13年５月に販売を開始しており、当社グループはこれら製品の販売

に注力しておりますが、想定どおりに販売できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

② 製品の不具合（バグ等）の発生可能性について 

当社グループは、新製品および既存製品の研究開発に当たり、品質管理の向上を念頭に置いて活動しており、品

質保証部の設置等により品質管理の徹底を図り、不具合等の発生防止に努めております。一般的にソフトウェア製

品は高度化、複雑化すると不具合を完全に解消することは不可能と言われており、当社グループの製品において

も、各種不具合が発生する可能性は否定できません。  

現時点まで当社グループの責任による不具合の発生により、業績に多大な影響を与えたことはありませんが、当

社グループの製品に致命的な不具合が発見され、その不具合を適切に解決できない場合、当社グループの信用力が

低下し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 製品開発について 

当社グループにおいては、連結子会社である開発会社を中心に開発計画を立案し、当該計画に基づき各社におい

て製品開発を進めております。しかしながら、「③ 製品の不具合（バグ等）の発生可能性について」に記載のと

おり、ソフトウェア製品には何らかの不具合が発生する可能性があり、お客様に販売するのに十分な品質が確保さ

れていないと判断した場合、追加の開発・検証作業等を要することとなり、製品の販売開始時期が遅延し、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、開発期間は長期間に及ぶこともあるため、その間のお客様の需要動向または当社グループの販売戦略の変

化、もしくは当初想定していた製品機能の実装が技術的に困難であることが明らかとなった場合等、製品の販売開

始前に製品開発を中止することもあります。その場合には、開発に要したコストを回収することができなくなるた

め、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 販売方法等について 

「SVF」シリーズおよび「Dr.Sum EA」シリーズといった当社グループ製品の販売先はSI企業が中心となってお

り、システム開発の過程において当社グループの製品を用いたり、当社グループの製品を利用してシステムを構築

する形で使用されております。 

当社グループは、機能の強化や品質の向上を目的としてバージョンアップ製品の市場投入を継続的に行っていく

ことを予定しておりますが、このためにはSI企業だけではなくエンドユーザーのニーズも適時・適切に把握するこ

とが必要になります。しかしながら、当社グループの販売先はSI企業が中心となっていることから、直接エンドユ

ーザーに販売する場合と比較してエンドユーザーのニーズを適時・適切に把握できない可能性があり、その場合に

は、市場動向を適切に把握できず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループの製品を販売するSI企業と、販売会社である連結子会社ウイングアークテクノロジーズ株式

会社との間では、原則として販売に係るパートナー契約を締結することとしております。パートナーにとっても販

売メリットの高い製品を販売できるよう努めるとともに、パートナーとの相互協力により販売推進することを前提

としてパートナーとの関係強化に努めておりますが、当社グループにとって重要なパートナーが契約を解除した場

合、または当社グループとの販売条件の大幅な変更を余儀なくされた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

  

⑤ 競合について 

当社グループが主力として開発・販売する帳票システム製品である「SVF」シリーズは国内市場で相応のシェア

を保持しているものと認識しております。 

また、集計レポーティング製品である「Dr.Sum EA」シリーズもビジネス・インテリジェンス市場において販売

実績が出始めており、更なる販売強化に努めております。 

しかしながら、各製品ともに類似製品と競合する状態にあります。当社グループは、機能の強化や品質の向上を

目的としてバージョンアップ製品の市場投入を継続的に行っていくことを予定しておりますが、将来、競合製品の

品質が向上し当社グループ製品の優位性が相対的に低下する場合、競合各社がシェア拡大を優先した価格戦略を採

用した場合、当社グループの販売製品の開発方針の策定に当たり市場動向を的確に捉えることができなかった場合

など、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑥ 人材の確保および育成について 

当社グループは、ソフトウェアプロダクトベンターとして製品企画から開発、販売を行っているため、技術部

門、営業部門をはじめとして有能な人材の確保と育成が重要な課題であると考えております。 

当社グループは、今後も継続的に人材の確保・育成に努めていく方針でありますが、人材市場の需給逼迫等の事

情により当社グループの必要とする人材をタイムリーに確保できない場合は、当社グループの事業および将来戦略

に制約を受けることとなり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

一方、業務に対する社員の意欲を喚起し労働生産性を高めるためのインセンティブ制度を設けるほか、年功序列

を廃止し、能力主義・成果主義の人事評価制度を実施することで、優秀な社員が働きやすい環境を整備するととも

に、社内教育制度を通じて社員のスキル向上に努めております。 

しかしながら、上記のような諸施策が有効に機能しなかった場合には、社員の労働意欲の低下を招き、人材の社

外流出や生産性の低下を招き、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦ 知的財産権およびその他第三者の権利侵害について 

当社グループでは、自社製品の企画、開発、販売および他社製品の利用など、事業活動によって第三者の知的財

産権、その他の権利を侵害しないようにあらかじめ調査を行い、必要に応じて実施許諾を受ける等の措置を講じて

おります。しかしながら、第三者から知的財産権、その他権利を侵害したとして訴訟を提起される等、第三者との

間に紛争が生ずることはないという保証はありません。第三者の権利を侵害したとして、多額の損害賠償金や和解

金の支払を余儀なくされたりした場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑧ 個人情報の取扱いについて 

当社グループでは、事業において知り得た個人情報につき、個人情報保護規程を制定し、適切な管理、保護の徹

底を図っております。この他、当社では、平成19年５月に情報セキュリティマネジメントシステムの公的認証であ

るISO27001/BS7799を同時取得し、ICカードによる当社内への入退室管理、社外に持ち出す可能性のあるノートパ

ソコンのハードディスク暗号化等の対応策を実施する等、情報資産全般について、適切な管理、保護を行うように

努めております。 

しかしながら、万一個人情報が漏洩した場合、顧客から損害賠償を請求される可能性があるほか、顧客からの信

用や社会的な信用が低下することにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑨ 当社の変遷等について 

(a)マネジメント・バイアウトについて 

当社は、翼システム株式会社の情報企画事業部の幹部社員及び株式会社アドバンテッジパートナーズ（現 ア

ドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合）がサービスを提供するファンドが、同事業部の継続を前提として

翼システム株式会社から営業資産を買い取って独立することを目的とした、マネジメント・バイアウト（以下、

「MBO」という）を行うことによって、事実上設立されました。 

このMBOは株式会社エイ・ピー・ツーに翼システム株式会社が同事業部を営業譲渡することにより行われまし

た。 

当社の設立から上記内容を図示すると以下のようになります。なお、以下の図にありますウイングアークテク

ノロジーズ株式会社は、平成21年11月２日に１ｓｔホールディングス株式会社に商号変更を行っており、当社の

連結子会社であるウイングアークテクノロジーズ株式会社とは別法人であります。 
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(b)営業譲渡契約の締結について 

当社は、平成16年３月１日に翼システム株式会社との間で営業譲渡契約書を締結し、前述のとおり平成16年３

月24日をもって同社の情報企画事業部の営業を譲受けております。 

本件の契約の概要は次のとおりであります。 

  

  

この他、MBOを実施するに当たり、当社は、営業譲受日である平成16年３月24日付で、普通株式 株

（発行価格の総額 千円）およびＡ種優先株式 株（発行価格の総額 千円）の第三者割当増

資を実施しております。これは、営業譲受を実施するために必要な資金を調達するためのものであり、金融機関

からの借入れと合わせて、当該譲受価格の支払いに充当しております。なお、普通株式の割当先は、

株が翼システム株式会社であり、その他は株式会社アドバンテッジパートナーズ（現 アドバンテッジパートナ

ーズ有限責任事業組合）がサービスを提供するファンドであります。すなわち、翼システム株式会社は、上記の

通り、同社情報企画事業部にて行っていた事業の全てを当社に売却しておりますが、営業譲渡後も、当社の発行

済み普通株式数の31.0％を保有するとともに、取締役１名および監査役１名を当社に派遣する形で、当社の経営

に関与しておりました。これは、営業譲受に伴う経営体制の移行を円滑に進めるため、営業組織の運営等に係る

助言及び既存の取引先への説明等を目的として、前経営陣の協力を仰いだことによるものであります。なお、経

営体制の移行が滞りなく進んでいることを確認した後、営業譲受後の 初の事業年度に係る株主総会開催日であ

る平成17年５月30日をもって、同社から派遣された役員は退任しております。また、同社の保有する当社普通株

式につきましても平成18年11月21日付で全て譲渡されております。 

  

(c)新設分割による持株会社化について 

当社は、平成21年９月15日開催の取締役会決議に基づき、平成21年11月２日をもって、当社を分割会社とし、

新設するウイングアークテクノロジーズ株式会社に当社のソフトウェア事業を承継する会社分割を行い、当社は

１ｓｔホールディングス株式会社に商号変更しております。当該内容を図示すると、以下のようになります。 

 
これまでは、製品の販売及びサポートの提供を主に行う当社が、製品の開発等を行う他のグループ会社の親会

社に位置しておりましたが、当社グループの事業領域が拡大する中、グループ各社の事業目的および責任体制の

明確化、グループ全体の経営資源のコントロール、資本提携を含む他社との戦略的事業提携に対応可能な経営体

制の実現等を目的として、会社分割により持株会社体制に移行したものであります。  

  

相手会社の名称 翼システム株式会社 

譲受ける事業 情報企画事業部において行っている研究、開発、製造、販売、販売促進

及びこれらに付随する一切の事業（ただし、ネットビジネス事業部旭川

システムラボラトリーにおける一切の事業は除く） 

営業譲渡日 平成16年３月24日 

譲渡対象資産及び債務 営業譲渡日における、本件事業に関し所有する全ての資産及び負債（た

だし、株式会社エフ・アイ・ティに対する貸付金債務は除く） 

  流動資産 千円 955,082

  固定資産 千円 492,739

  流動負債 千円 950,741

譲受価格及び支払日 譲受価格は、 千円とし、支払時期は別途協議する 11,100,000

28,940,000

2,184,970 10,000 500,000

9,033,400
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⑩ 大株主がファンドであること等について 

現在、当社の発行済株式の総数に対し、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイフ

ァンド三号が ％、AP Cayman Partners I, L.P.が ％、AP Cayman Partners I-B, L.P.が ％、アドバ

ンテッジパートナーズ投資組合１４号が ％、アドバンテッジパートナーズ投資組合１４号－Ｂが ％の株式

を保有しております。投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド三号、AP 

Cayman Partners I,L.P.、AP Cayman Partners I-B, L.P.、アドバンテッジパートナーズ投資組合１４号、アドバ

ンテッジパートナーズ投資組合１４号－Ｂ（以下、「本ファンド」と総称する。）は、国内外の機関投資家等が出

資し、プライベート・エクイティ（私募形式）ファンドとして設立された投資事業有限責任組合、民法上の任意組

合あるいはケイマン法上のリミテッド・パートナーシップであります。 

本ファンドのうち、投資事業有限責任組合については、無限責任組合員と有限責任組合員の２種類から成り立

ち、組合員間で締結された組合契約に従い、無限責任組合員が当該組合の業務執行組合員として議決権の行使・契

約の締結などを行い、当該組合の負う債務に対して無限責任を負います。また、民法上の任意組合については、民

法の規定に従って全組合員が無限責任を負っており、組合契約により任命された業務執行組合員が当該組合の業務

執行を行います。一方、リミテッド・パートナーシップは、ゼネラル・パートナーとリミテッド・パートナーの２

種類から成り立ち、パートナー間で締結されたリミテッド・パートナーシップ契約に従い、ゼネラル・パートナー

が当該パートナーシップの業務執行を行い、当該パートナーシップの債務に対して無限責任を負います。 

当社の取締役である笹沼泰助および赤池敦史のうち、笹沼泰助は投資事業有限責任組合の無限責任組合員の代表

取締役及び任意組合の業務執行組合員の代表パートナーを兼任しておりますが、赤池敦史は投資事業有限責任組合

の無限責任組合員、任意組合の業務執行組合員またはリミテッド・パートナーシップのゼネラル・パートナーとの

兼任関係はありません。さらに、当社グループと投資事業有限責任組合、任意組合、リミテッド・パートナーシッ

プ、無限責任組合員、有限責任組合員、任意組合の組合員、ゼネラル・パートナーおよびリミテッド・パートナー

との間に重要な営業上の取引関係は存在しません。 

また、前述のとおり、当社の発行済株式の総数に対し、本ファンドが ％の株式を保有しており、各ファン

ドが当社株式を売却する場合、当社の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑪ 新株予約権の付与および株式の希薄化について 

当社は、旧商法第280条ノ20および第281条ノ21の規定に基づき、平成17年２月10日の臨時株主総会において発行

の決議を行った新株予約権、ならびに会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、平成18年７月10日

の臨時株主総会および平成21年９月15日の臨時株主総会において発行の決議を行った新株予約権が発行されており

ます。本決算短信発表日現在において、これら新株予約権の目的たる株式の総数は 株であり、発行済株式

総数に対する比率は ％に相当しております。これら付与された新株予約権の行使が行われた場合には、当社の

１株当たりの株式価値は希薄化するとともに、新株予約権の行使により発行された当社株式が売却される場合、売

却方法によっては株式売買の需給への影響をもたらし、株価形成への影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑫ 情報通信業における技術革新への対応について 

当社グループが属しております情報通信業は、新たな技術に基づくハードウェア、ソフトウェアが継続的に投入

され、それらを利用した新たなサービスが生み出される等、比較的変化の激しい業界となっております。近年にお

いても、クラウドコンピューティング、モバイル、SaaSなどの新しい技術が注目されておりますが、それらの新技

術に対応したソフトウェアまたはサービスの提供ができるよう、当社グループとしても研究開発を続けておりま

す。しかしながら、今後新しい技術への対応が遅れた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

   

⑬ M&A、資本業務提携について 

「⑫ 情報通信業における技術革新への対応について」に記載のとおり情報通信分野の変化は激しく、同業他社

に対するM&Aや資本業務提携を実施することにより当社グループの事業領域を補完・強化していくことも、事業規

模拡大のための有効な手段の一つであると位置づけております。この考えに基づき、平成23年３月31日付でバリオ

セキュア・ネットワークス株式会社の株式を取得し、同社を連結子会社化しております。M&A等の実行に際して

は、対象企業に対して財務・税務・法務・ビジネス等に関する詳細なデューディリジェンスを行い、各種リスク低

減に努める方針でありますが、これらの調査で確認・想定されなかった事象が実行後に判明あるいは発生した場合

には、当社グループの業績及び財政状態に悪影響が及ぶ可能性があります。また、M&A等の結果、事業領域が変化

することによって、当社グループの収益構造が変化する可能性もあります。 

  

  

18.98 8.97 3.44

0.82 0.13

32.36

907,100

2.60

- 9 -

１stホールディングス株式会社（3644）平成23年２月期　決算短信



（注）１．特定子会社に該当しております。 

２．ウイングアークテクノロジーズ株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結

売上高に占める割合が10％を超えております。 

主要な損益情報等   (1)売上高   百万円 

(2)経常利益  百万円 

(3)当期純利益 百万円 

(4)純資産額  百万円 

(5)総資産額  百万円  

なお、平成23年３月31日付で、バリオセキュア・ネットワークス株式会社の株式を取得し連結子会社としており

ます。 

   

２．企業集団の状況

名称 住所 
資本金
(千円) 

主要な事業の
内容 

議決権の 
所有割合 
(％) 

関係内容

連結子会社                   

ウイングアーク

テクノロジーズ

株式会社 

（注）１．２． 

東京都渋谷区  100,000
ソフトウェアの

製造・販売 

（所有） 

 100.0

日本国内におけ

る製品の販売及

びサポートの提

供 

役員の兼任あり 

当社に対する資

金提供あり  

株式会社エフ・

アイ・ティ 

（注）１． 

東京都渋谷区  23,175
ソフトウェアの

開発・設計 

（所有） 

 100.0

製品の開発会社 

役員の兼任あり 

ディジタル・ワ

ークス株式会社 

北海道札幌市北

区 
 10,000

ソフトウェアの

開発・設計 

（所有） 

 100.0

製品の開発会社 

役員の兼任あり 

資金援助あり  

ＨＩＴコミュニ

ケーションズ株

式会社 

東京都渋谷区  10,000
ソフトウェアの

開発・設計 

（所有） 

 100.0

製品の開発会社 

役員の兼任あり 

資金援助あり  

株式会社フォ

ー・クルー 

（注）１． 

東京都渋谷区  30,000
ソフトウェアの

開発・設計 

（所有）  

 100.0

製品の開発会社 

役員の兼任あり  

8,833

2,698

1,526

1,651

4,839
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループにおいては、情報が企業の価値創造の源泉となると捉え、情報活用のために必要な革新的なソフトウェ

ア・サービスを提供することで企業および社会に貢献することを事業目的としております。１ｓｔホールディングス

グループは、企業システムの情報アウトプット環境に着目し、その分野に特化した独創的なテクノロジーとソフトウ

ェア、そして人的支援サービスをご提供して、情報活用に応える情報システムの支援に取り組んでおります。  

  

(2）目標とする経営指標 

当社グループの重視する経営指標は、営業利益率になります。株主への積極的な利益還元、新規事業への投資を可能

にする経営健全性の確保等の観点から、営業利益率は重要な経営指標であると認識しており、売上高の水準によらず

連結ベースで30％の営業利益率を確保することを目指しております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、「Surprise First! オドロキが世界を動かす」というスローガンを掲げております。当社グループ

のオリジナル性を活かしつつ、我々自身も常にオドロキにあふれ、社会に対し心地よいサプライズを生みだし続ける

ような事業活動を行ってまいります。中長期的なテーマとして、重点的に取り組んでおりますのは以下のような活動

です。 

・Dr.Sum EAのエンドユーザー向け導入コンサルティングサービスの事業化 

・クラウド向けの製品、サービスの展開 

・海外市場における展開 

  

(4）会社の対処すべき課題 

一部には回復のきざしが見られるものの、世界的な金融危機を背景とする景気減速の影響により、設備投資額は減

少傾向にあります。当社グループの事業領域である情報システムに関しましても、システムの維持に必要なコスト、

内部統制強化等の観点から必要となるシステム更新等、一定の需要は安定して存在しているものの、情報システム投

資全体としては依然として厳しい環境にあります。このような環境において、ユーザーの費用対効果に対する意識も

高まっており、製品導入によるコスト削減効果や開発コストの削減効果を、エンドユーザーおよびパートナー企業に

対し、効果的に訴求していくことが必要不可欠になると認識しております。 

当社グループの事業領域は、障害等による中断がエンドユーザーにとって大きな損失となり得るミッションクリテ

ィカルな基幹系システムを対象としており、信頼性の確保が絶対条件ではありますが、環境変化に適応できる柔軟な

システム構築を可能とする商品性によって、エンドユーザーおよびパートナー企業に開発効率の向上と運用負荷の軽

減をもたらすとともに、業務の現場において業務改善と生産性の向上につながるような製品の提案を目指しておりま

す。 

IT投資に対する顧客満足度を高めるべく、 新の技術情報とスキルの確保、品質評価体系の構築、新製品開発、グ

ローバル展開、他社とのアライアンス、M&A等、積極的な事業展開を行っていくことが、企業価値および収益力の向

上を実現するための重要な課題であると認識しておりますが、具体的には以下のとおりであります。 

  

① 製品の機能拡張および信頼性の更なる向上 

製品開発を行っております連結子会社株式会社エフ・アイ・ティ、ディジタル・ワークス株式会社、ＨＩＴコミ

ュニケーションズ株式会社および株式会社フォー・クルーと、製品販売を行っております連結子会社ウイングアー

クテクノロジーズとの間で、顧客ニーズを的確にフィードバックし、製品開発における緊密な連携を維持しつつ、

顧客ニーズに合致した製品機能の拡張および強化を図ります。また、信頼性向上の取組みの一環として、一部の開

発子会社において外部のコンサルタントを活用する等、検証プロセスの改善に取組んでおります。  

  

② 新のIT技術への対応強化 

クラウドコンピューティング、モバイル、SaaSなどの 新のIT技術に対応した製品が機動的に提供できるよう、

開発力向上のため開発人員への教育投資および新規採用を継続するとともに、パートナー企業との連携強化および

他社とのアライアンス推進等により、新製品の開発も視野に入れた開発体制の構築を図ります。 

  

③ 市場シェアを確立するための営業力強化 

当社グループが販売するSVFシリーズ、Dr.Sum EAシリーズは、それぞれ高い市場シェアを確保しております。 

 当社グループにおいては、今後更なる市場シェア確立を目的とした営業力の強化を図るため、自社プログラムに

よるOJTを中心とした営業社員教育の実施、当社グループの製品を利用した営業支援システムの導入による営業イ

ンフラの強化等によって、組織的な営業力の強化を図っております。また、アライアンスパートナーに向けては情

３．経営方針
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報配信による製品知識の浸透に努め、事業展開チャネルとしての育成を図ります。  

  

④ より高度な顧客ニーズに対するサービスの提供 

経営環境の変化に加え、スピードと競争の厳しさが増していく中、ユーザー企業の情報システム構築に対し適切

な指導を行うことが、特に大規模企業に対する提案活動において不可欠なものとなっております。そのような提案

活動を行うことのできる人材を育成するために、ポテンシャルの高い人材を確保するとともに、教育投資を継続す

ることにより、サービスレベルの向上を図ります。また、今後は有償サービスの提供を強化することにより、当社

グループの収益源の１つとして育成してまいります。  

  

⑤ 保守サポート業務の品質向上 

保守サービスの向上のため、情報の共有化により従業員のスキルレベルの全体的な向上を図るとともに、技術ト

レーニングを実施し技術資格の取得支援を行ってまいります。また、サポート体制維持のために必要な人材の確保

につきましても、継続的に行ってまいります。  

  

⑥ 経営管理基盤の強化 

事業の拡大に伴い、機能的な企業統治体制の構築が、これまで以上に重要になると認識しております。そのため

にも、内部管理体制の一層の充実化、営業部門と開発部門の更なる連携強化を目的とした現業部門の並列化を目的

として、平成21年11月より持株会社体制を採り、より強固な経営管理体制の構築に努めております。 

  

⑦ 海外展開への対応 

平成21年５月に、中華人民共和国における当社グループ製品の販売を目的として、文雅科信息技術（上海）有限

公司を設立しております。引き続き、現地の商習慣に精通した営業スタッフの強化、製品の海外対応、現地の会

計・税務・法務等に精通した従業員の採用またはアウトソーシング等、適宜必要な対策を図ります。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 
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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22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,765,857 5,933,045

受取手形及び売掛金 775,319 598,587

有価証券 100,320 －

仕掛品 2,160 150

原材料 4,545 4,326

繰延税金資産 244,503 390,536

その他 162,680 321,070

貸倒引当金 △9,137 △7,694

流動資産合計 4,046,248 7,240,022

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 701,619 719,169

減価償却累計額 △81,311 △43,071

建物及び構築物（純額） 620,308 676,098

機械装置及び運搬具 － 3,072

減価償却累計額 － △1,600

機械装置及び運搬具（純額） － 1,472

工具、器具及び備品 363,298 405,662

減価償却累計額 △294,043 △308,515

工具、器具及び備品（純額） 69,254 97,146

土地 1,230,617 1,245,504

有形固定資産合計 1,920,180 2,020,222

無形固定資産   

のれん 82,609 49,081

ソフトウエア 97,570 99,031

その他 11,056 36,682

無形固定資産合計 191,236 184,795

投資その他の資産   

投資有価証券 10,575 10,708

長期貸付金 3,545 37,667

繰延税金資産 37,948 22,827

敷金及び保証金 312,671 110,552

匿名組合出資金 110,000 110,000

出資金 ※1  50,678 ※1  97,283

長期預金 600,000 －

その他 215,069 184,851

貸倒引当金 △1,995 △95

投資その他の資産合計 1,338,494 573,795

固定資産合計 3,449,911 2,778,813

資産合計 7,496,160 10,018,835
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 65,825 74,272

未払法人税等 779,877 892,862

繰延税金負債 132 126

賞与引当金 175,917 307,652

役員賞与引当金 － 79,242

前受金 1,318,488 1,592,703

その他 419,355 654,834

流動負債合計 2,759,596 3,601,692

固定負債   

繰延税金負債 124 －

役員退職慰労引当金 33,716 33,716

長期未払金 133,403 117,571

その他 729 729

固定負債合計 167,974 152,017

負債合計 2,927,570 3,753,710

純資産の部   

株主資本   

資本金 102,724 133,124

資本剰余金 1,560,509 1,590,909

利益剰余金 2,905,308 4,541,149

株主資本合計 4,568,543 6,265,184

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46 △59

評価・換算差額等合計 46 △59

純資産合計 4,568,589 6,265,125

負債純資産合計 7,496,160 10,018,835

- 14 -

１stホールディングス株式会社（3644）平成23年２月期　決算短信



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

売上高 7,771,086 8,833,526

売上原価 1,443,453 1,510,790

売上総利益 6,327,632 7,322,735

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  3,924,737 ※1, ※2  4,089,548

営業利益 2,402,894 3,233,187

営業外収益   

受取利息 10,791 3,535

受取配当金 925 13

保険返戻金 14,184 220,468

匿名組合投資利益 1,158 4,714

その他 2,674 8,104

営業外収益合計 29,735 236,836

営業外費用   

為替差損 3,672 3,760

その他 11 －

営業外費用合計 3,684 3,760

経常利益 2,428,946 3,466,263

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,149 2,676

特別利益合計 4,149 2,676

特別損失   

固定資産除却損 ※3  321 ※3  119,653

本社移転費用 － 81,186

特別退職金 ※4  61,240 －

その他 － 19,499

特別損失合計 61,561 220,339

税金等調整前当期純利益 2,371,533 3,248,600

法人税、住民税及び事業税 790,648 1,474,365

法人税等調整額 146,602 △130,973

法人税等合計 937,250 1,343,391

少数株主利益 86,390 －

当期純利益 1,347,892 1,905,208
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（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21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 102,724 102,724

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 30,400

当期変動額合計 － 30,400

当期末残高 102,724 133,124

資本剰余金   

前期末残高 283,034 1,560,509

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 30,400

株式交換による増加 1,277,475 －

当期変動額合計 1,277,475 30,400

当期末残高 1,560,509 1,590,909

利益剰余金   

前期末残高 2,932,124 2,905,308

当期変動額   

剰余金の配当 △300,592 △269,367

当期純利益 1,347,892 1,905,208

自己株式の取得 △11,440 －

自己株式の消却 △1,062,675 －

当期変動額合計 △26,816 1,635,840

当期末残高 2,905,308 4,541,149

自己株式   

前期末残高 △18,005  

当期変動額   

自己株式の取得 △1,044,669 －

自己株式の消却 1,062,675 －

当期変動額合計 18,005 －

株主資本合計   

前期末残高 3,299,878 4,568,543

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 60,800

株式交換による増加 1,277,475 －

剰余金の配当 △300,592 △269,367

当期純利益 1,347,892 1,905,208

自己株式の取得 △1,056,110 －

当期変動額合計 1,268,664 1,696,640

当期末残高 4,568,543 6,265,184
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △367 46

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 413 △105

当期変動額合計 413 △105

当期末残高 46 △59

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △367 46

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 413 △105

当期変動額合計 413 △105

当期末残高 46 △59

少数株主持分   

前期末残高 1,142,684  

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,142,684 －

当期変動額合計 △1,142,684 －

純資産合計   

前期末残高 4,442,196 4,568,589

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 60,800

株式交換による増加 1,277,475 －

剰余金の配当 △300,592 △269,367

当期純利益 1,347,892 1,905,208

自己株式の取得 △1,056,110 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,142,271 △105

当期変動額合計 126,393 1,696,535

当期末残高 4,568,589 6,265,125
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（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21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28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 2,371,533 3,248,600

減価償却費 126,904 136,766

のれん償却額 29,293 33,527

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,030 △3,342

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,305 131,734

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,250 79,242

匿名組合投資損益（△は益） △1,158 △4,714

受取利息及び受取配当金 △11,716 △3,548

為替差損益（△は益） 3,583 3,706

保険返戻金 － △220,468

固定資産除却損 321 65,632

売上債権の増減額（△は増加） 73,413 176,731

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,423 2,229

仕入債務の増減額（△は減少） △11,583 8,447

前受金の増減額（△は減少） 88,211 274,215

その他 81,137 △83,226

小計 2,770,449 3,845,531

利息及び配当金の受取額 11,401 3,498

法人税等の支払額 △203,689 △1,361,779

法人税等の還付額 － 4,225

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,578,161 2,491,475

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △452,000 △317,000

定期預金の払戻による収入 334,885 372,000

有形固定資産の取得による支出 △1,770,272 △157,545

無形固定資産の取得による支出 △16,799 △30,613

投資有価証券の取得による支出 △10,000 －

出資金の払込による支出 △50,678 △46,605

保険積立金の積立による支出 △45,661 △1,925

保険積立金の満期及び解約による収入 20,022 256,563

有価証券の売却及び償還による収入 － 100,000

敷金及び保証金の回収による収入 － 245,279

貸付けによる支出 － △35,814

その他 △3,639 △41,351

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,994,144 342,986

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権の発行による収入 － 60,800

自己株式の取得による支出 △1,026,202 －

配当金の支払額 △300,592 △269,367

少数株主への配当金の支払額 △1,200 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,327,995 △208,567

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,203 △3,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △746,181 2,622,188

現金及び現金同等物の期首残高 3,269,039 2,522,857

現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,522,857 ※  5,145,045
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該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１．連結の範囲に関する事項 (１）連結子会社の数  ５社 

   主要な連結子会社の名称 

    ウイングアークテクノロジーズ㈱

    ㈱エフ・アイ・ティ  

       ディジタル・ワークス㈱ 

       HITコミュニケーションズ㈱ 

    ㈱フォー・クルー 

  

 当社は平成21年11月２日付で新設分割

を行いました。この新設分割により、当

社は同日付で商号を1stホールディング

ス㈱に変更し、当社が分割前に営んでい

たソフトウエア販売事業等の主要事業を

継承する当社の完全子会社ウイングアー

クテクノロジーズ㈱を設立したため、当

連結会計年度より連結範囲に含めており

ます。 

(１）連結子会社の数  ５社 

   主要な連結子会社の名称 

    ウイングアークテクノロジーズ㈱

    ㈱エフ・アイ・ティ  

       ディジタル・ワークス㈱ 

       HITコミュニケーションズ㈱ 

    ㈱フォー・クルー 

  

  (２）非連結子会社の名称 

     非連結子会社 

   菲特偉業（北京）科技有限公司 

     文雅科信息技術（上海）有限公司  

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

  

(２）非連結子会社の名称 

     非連結子会社 

     文雅科信息技術（上海）有限公司 

  

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、総

資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないためであ

ります。 

  

２．持分法の適用に関する事

項 

(１）持分法を適用した非連結子会社はあ 

  りません。 

(１）      同左 

  (２）持分法を適用していない非連結子会 

  社及び関連会社 

   菲特偉業（北京）科技有限公司  

   文雅科信息技術（上海）有限公司 

  （持分法を適用していない理由） 

  持分法を適用していない非連結子会 

 社及び関連会社は、当期純損益（持分 

 に見合う額）及び利益剰余金（持分に 

 見合う額）等からみて、持分法の対象 

 から除いても連結財務諸表に及ぼす影 

 響が軽微であり、かつ、全体としても 

 重要性がないため持分法の適用範囲か 

 ら除外しております。  

  

(２）持分法を適用していない非連結子会 

  社及び関連会社  

   文雅科信息技術（上海）有限公司 

  

  （持分法を適用していない理由） 

  持分法を適用していない非連結子会 

 社及び関連会社は、当期純損益（持分 

 に見合う額）及び利益剰余金（持分に 

 見合う額）等からみて、持分法の対象 

 から除いても連結財務諸表に及ぼす影 

 響が軽微であり、かつ、全体としても 

 重要性がないため持分法の適用範囲か 

 ら除外しております。  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 当連結会計年度において、㈱エフ・ア

イ・ティの決算日を３月31日から２月末日

に変更いたしましたが、従来より連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表

を使用しているため、この決算日変更によ

る連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。 

―――― 

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  

  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。  

イ 有価証券  

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

    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 

主として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

基づく簿価切り下げの方法）を採用し

ております。 

  

ロ たな卸資産 

主として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

基づく簿価切り下げの方法）を採用し

ております。 

  

  （会計方針の変更）  

当連結会計年度より「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、これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

  

  

  (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（リース資産を除く） 

当社及び連結子会社は定率法を採用し

ております。 

（ただし、当社及び連結子会社は平成

10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）は定額法によっており

ます。） 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

    建物及び構築物    ８～48年 

   工具、器具及び備品  ３～20年 

  

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 

前連結会計年度
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

  ロ 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、市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数量に基づく償却

額と残存有効期間（３年以内）に基づ

く均等配分額とのいずれか大きい額を

償却する方法によっており、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 

(３）重要な引当金の計上 

     基準 

イ 貸倒引当金 

債権の貸倒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 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当連結会計年度

負担額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 

  ハ 役員賞与引当金 

―――――  

  

  

ハ 役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会計年度

負担額を計上しております。  

 （追加情報） 

当連結会計年度において役員賞与を支

給することとなり、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）に従い、役員賞与

引当金を計上しております。  

  

  ニ 役員退職慰労引当金 

連結子会社１社は役員退職慰労金につ

いて、平成19年２月をもって役員退職

慰労金制度を廃止し、廃止時における

内規に基づく要支給額を役員退職慰労

引当金として計上しております。  

ニ 役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 

前連結会計年度
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

(４）その他連結財務諸表 

     作成のための重要な 

     事項 

イ 匿名組合出資の会計処理  

匿名組合への拠出金は出資金として認

識し、その後の組合の財政状態の変動

額の持分相当額は、長期未払金または

長期未収入金として処理し、同組合の

当期に属する損益の持分相当額を匿名

組合投資損益として処理しておりま

す。 

イ 匿名組合出資の会計処理 

同左 

  ロ 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

ロ 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、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

  のれんの償却については、５年間の定額

法によっております。 

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、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ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左  
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 

  至 平成23年２月28日） 

 （リース取引に関する会計基準の適用） 

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。 

   なお、これによる損益に与える影響はありません。 

――――― 

―――――        （工事契約に関する会計基準の適用）  

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準につい

ては、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、当

連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」（企業

会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

18号 平成19年12月27日）を適用し、当連結会計年度に

着手した受注制作ソフトウェア開発のうち、当連結会計

年度末までの進捗部分についての成果の確実性が認めら

れる契約については工事進行基準（進捗率の見積もりは

原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準

を適用しております。この変更による損益への影響はあ

りません。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 

  至 平成23年２月28日） 

（連結貸借対照表） 

 「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」「原材料」に区分掲

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「仕掛品」「原材料」は、それぞれ

2,618千円、7,510千円であります。 

  

―――――  
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成23年２月28日） 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

  

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

  

出資金 千円50,678 出資金 千円97,283

    

 ２ 提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高は次のとおりであります。 

  

 ２ 提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高は次のとおりであります。 

  

当座貸越極度額の総額 千円1,200,000

借入実行残高 千円－

差引額 千円1,200,000

当座貸越極度額の総額 千円1,200,000

借入実行残高 千円－

差引額 千円1,200,000

    

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28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。 

※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。 

従業員給与・賞与 千円1,203,388

賞与引当金繰入額  89,567

研究開発費  1,079,521

貸倒引当金繰入額  6,179

従業員給与・賞与 千円1,197,250

賞与引当金繰入額 

役員賞与引当金繰入額  

 

  

169,947

79,242

研究開発費  1,044,598

    

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 ※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 

  千円1,079,521   千円1,044,598

    

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具、器具及び備品 千円321

計 千円321

  

建物及び構築物 千円117,224

工具、器具及び備品 千円2,428

計 千円119,653

※４ 特別退職金 

   転進支援制度に基づき退職者に支払った退職金であ

ります。 

  

―――――  
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前連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の増加の4,212千株は、株式交換に伴う新株の発行による増加であります。また、普通株式の減少の

100千株は取得した自己株式の消却によるものであります。  

２．Ｃ種優先株式の減少の13千株、Ｄ種優先株式の減少の6千株は、取得した自己株式の消却によるものでありま

す。 

３．普通株式の増加の50千株は、連結子会社が保有する親会社株式の買取請求に伴う少数株主持分相当数の増加で

あります。また、普通株式の減少の100千株は取得した自己株式の消却によるものであります。 

４．Ｃ種優先株式の増加の13千株、Ｄ種優先株式の増加の6千株は、優先株式の取得による増加であります。ま

た、Ｃ種優先株式の減少の13千株、Ｄ種優先株式の減少の6千株は、取得した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 

  

（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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                        

普通株式（注）１  29,856  4,212  100  33,968

Ｃ種優先株式（注）２  13  －  13  －

Ｄ種優先株式（注）２  6  －  6  －

合計  29,876  4,212  120  33,968

自己株式                        

普通株式（注）３  50  50  100  －

Ｃ種優先株式（注）４  －  13  13  －

Ｄ種優先株式（注）４  －  6  6  －

合計  50  70  120  －

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 

（親会社） 
第一回Ａ種新株予約権  普通株式  600,000  －  －  600,000  －

第一回Ｂ種新株予約権 普通株式  400,000  －  －  400,000  －

第一回Ｃ種新株予約権 普通株式  200,000  －  －  200,000  －

ストックオプションとし

ての新株予約権 
－  －  －  －  －  －

合計    1,200,000  －  －  1,200,000  －
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３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

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

  

当連結会計年度（自平成22年３月１日 至平成23年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の増加の800千株は、新株予約権の行使に伴う新株の発行による増加であります。 

  

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年５月28日 

定時株主総会 

普通株式  271,692  9.10 平成21年２月28日 平成21年５月29日 

Ｃ種優先株式  19,266  1,445.00 平成21年２月28日 平成21年５月29日 

Ｄ種優先株式  9,633  1,445.00 平成21年２月28日 平成21年５月29日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年５月27日 

定時株主総会 
普通株式  269,367 利益剰余金  7.93 平成22年２月28日 平成22年５月28日

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                        

普通株式（注）  33,968  800  －  34,768

合計  33,968  800  －  34,768

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

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

  次のとおり決議を予定しております。 

  

  

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 

（親会社） 
第一回Ａ種新株予約権  普通株式  600,000  －  600,000  －  －

第一回Ｂ種新株予約権 普通株式  400,000  －  －  400,000  －

第一回Ｃ種新株予約権 普通株式  200,000  －  200,000  －  －

ストックオプションとし

ての新株予約権 
－  －  －  －  －  －

合計    1,200,000  －  800,000  400,000  －

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年５月27日 

定時株主総会 
普通株式  269,367  7.93 平成22年２月28日 平成22年５月28日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年５月27日 

定時株主総会 
普通株式  952,647 利益剰余金  27.40 平成23年２月28日 平成23年５月30日

（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21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

※ 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22年２月28日現在） 

※ 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23年２月28日現在） 

 現金及び預金勘定 千円2,765,857

 預金期間が３か月を超える定期 

 預金 

 

千円△243,000

 現金及び現金同等物 千円2,522,857

 現金及び預金勘定 千円5,933,045

 預金期間が３か月を超える定期 

 預金 

 

千円△788,000

 現金及び現金同等物 千円5,145,045
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 前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）及び当連結会計年度（自 平成22年３月

１日 至 平成23年２月28日） 

  当社グループはソフトウェアの開発及び販売を業として単一事業を営んでおり、当該事業以外に事業の 

 種類がないため、該当事項はありません。 

  

 前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）及び当連結会計年度（自 平成22年３月

１日 至 平成23年２月28日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）及び当連結会計年度（自 平成22年３月

１日 至 平成23年２月28日） 

  海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。  

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（注）２ 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。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

  

１株当たり純資産額 円 134.50

１株当たり当期純利益金額 円 43.20

  

１株当たり純資産額 円 180.20

１株当たり当期純利益金額 円 55.57

潜在株式調整後  

１株当たり当期純利益金額 
円 55.41

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。 

  

  
前連結会計年度末

(平成22年２月28日) 
当連結会計年度末

(平成23年２月28日) 

純資産の部の合計額（千円）  4,568,589  6,265,125

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  4,568,589  6,265,125

１株当たりの純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（千株） 
 33,968  34,768

  
前連結会計年度

(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

１株当たり当期純利益金額      

 当期純利益（千円）  1,347,892  1,905,208

 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）  1,347,892  1,905,208

 期中平均株式数（千株）  31,202  34,288

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額             

 当期純利益調整額（千円）   －  －

 普通株式増加数（千株）   －  97

  （うち新株予約権）  （ ） － （ ） 97

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５種類（新株予約権

の数 個） 

   

1,202,747

新株予約権２種類（新株予約権の

数 個） 3,645
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日）  

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 

  至 平成23年２月28日） 

１ 文雅科信息技術（上海）有限公司への設立時資本金 

 の払込 

  当社は、平成22年３月10日の取締役会にて、文雅科 

 信息技術（上海）有限公司の設立時に登記した資本金 

 のうち、払込未済分の資本金50万米ドルを払い込む旨 

 の決議をし、平成22年３月30日に実施いたしました。 

  

２ 新株予約権の募集事項の決定及び割当 

 平成21年９月15日の臨時株主総会及び平成21年10月20

日の普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総

会、並びに平成22年４月23日の取締役会に基づき、平成

22年４月30日付で当社及び関係会社の取締役及び従業員

に対し新株予約権の割当を実施いたしました。 

  

 （１）目的及び募集の方法 

当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高

めることを目的として実施する。なお、当社及び

関係会社の取締役及び従業員を対象とし、希望し

た者に対しストック・オプションとして新株予約

権を割り当てる。 

 （２）新株予約権の発行総数 

    2,349個 

 （３）新株予約権の払込金額 

    金銭の払込を要しないものとする。 

 （４）新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

    当社普通株式234,900株 

 （５）新株予約権行使時の払込金額 

    １株当たり1,100円 

 （６）発行価額のうち資本へ組入れる額 

    １株につき550円  

 （７）割当日 

    平成22年４月30日 

 （８）新株予約権の行使期間 

    平成24年４月30日から平成31年９月13日まで 

 （９）権利行使の条件 

①新株予約権者は、権利行使時において、当社ま

たは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは

従業員のいずれかの地位にあることを要す。た

だし、取締役、監査役が任期満了により退任し

た場合、または従業員が定年により退職した場

合にはこの限りではない。また、当社取締役会

が正当な理由があると認めた場合はこの限りで

はない。 

②新株予約権の相続はこれを認めない。 

③その他権利行使の条件は、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書に定め

るところによる。 

 （10）新株予約権の譲渡制限 

    取締役会の承認を要する。  

１ 株式取得による会社等の買収 

 当社は平成23年３月10日開催の取締役会決議に基づい

て、平成23年３月31日付でバリオセキュア・ネットワー

クス株式会社の株式を取得し、同社を当社の連結子会社

としております。 

（１）株式取得の目的 

  企業のネットワーク環境を守り、安全にインター

ネットを利用できるようにする総合的なサービスであ

る「セキュリティサービス事業」を中心に展開してい

る同社の株式を取得することで、独自のクラウド技術

連携をはかり、クラウドビジネスの推進及びクラウド

環境下における情報活用ソリューションビジネスの創

出を図ってまいります。 

（２）株式の取得先 

    アント・カタライザー３号投資事業有限責任組合 

（３）買収する会社の名称、事業内容及び規模 

      名称     バリオセキュア・ネットワークス

株式会社  

     代表者    代表取締役 ＣＥＯ 近藤 直樹 

    住所       東京都港区愛宕二丁目５番１号 愛

宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー 

     設立年月日  平成21年6月11日 

     資本金    475,000千円 

     事業内容   セキュリティサービス事業 

           ホスティングサービス事業 

           プロフェッショナルサービス事業 

（４）株式取得の時期 

   平成23年３月31日 

（５）取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

   取得株式数   33,001株 

   取得価額     6,700,000千円 

   取得後の持分比率 100％ 

 なお、株式取得に合わせて、バリオセキュア・ネ

ットワークス株式会社が発行する新株予約権全て

（第２回新株予約権10個）を51,512千円で株式会社

あおぞら銀行より取得しております。  

（６）支払資金の調達方法 

自己資金及び借入金 

なお、借入の内容は以下の通りであります。  

   借入先     ㈱みずほ銀行他 ３行 

   借入金額    4,500,000千円 

   利率      市場金利に連動 

   借入期間    ３～５年 

   担保提供資産   なし 

   財務制限条項   なし  
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前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 

  至 平成23年２月28日） 

３ オフィス集約 

 当社、ウイングアークテクノロジーズ㈱及び㈱エフ・

アイ・ティは、オフィス集約により業務効率の向上や製

販一体となった情報共有化を推進するため、平成22年１

月28日の当社取締役会において本社を移転することを決

議し、平成22年５月に移転いたしました。 

 移転により発生すると見込まれる固定資産除却損、現

状回復費、移転費用は177,926千円と見込んでおりま

す。 

  

４ 新株予約権の行使による増資  

  平成22年10月６日に下記の新株予約権について権利行

使がありました。当該新株予約権の権利行使の概況は次

のとおりであります。 

 （１）第一回Ａ種新株予約権の全て     （600,000個）

    発行した株式の種類及び数 普通株式 600,000株 

    増加した資本金          22,800千円 

     増加した資本準備金             22,800千円 

 （２）第一回Ｃ種新株予約権の全て     （200,000個）

     発行した株式の種類及び数 普通株式 200,000株 

     増加した資本金                  7,600千円 

     増加した資本準備金              7,600千円

  これにより、平成22年10月６日現在の普通株式の発行

済株式総数は34,768,172株、資本金は133,124千円、資

本準備金は1,590,909千円となりました。  

  

２ 資本・業務提携について 

 当社は平成23年４月13日開催の取締役会決議に基づい

て、株式会社ミドクラに対し出資を行う投資契約を締結

し、業務提携に向けた作業を進めることを決定しておりま

す。 

（１）資本・業務提携の目的 

 ネットワークにおける高い仮想化技術を保有し、オ

ープンソースのクラウド基盤ソフトウェア

「OpenStack」をベースとし、クラウドコンピューテ

ィングを支えるインフラを提供する「MidoStack」の

開発を行っている同社に出資、業務提携することで、

当社のクラウド向け製品の開発およびサービスの推進

を図ってまいります。 

（２）出資・業務提携する会社の名称、事業内容及び規模

   名称     株式会社ミドクラ 

   代表者    代表取締役 Co-Founder & CEO  

加藤 隆哉 

代表取締役 Co-Founder & CTO  

ドミトリウ・ダン・ミハイ 

   住所     東京都港区麻布台三丁目1番5号  

麻布台日ノ樹ビル７Ｆ 

   設立年月日  平成22年１月４日 

   資本金    59,970千円 

   事業内容   クラウドコンピューティングに関す

るソフトウェア開発全般 

（３）株式取得の時期 

   平成23年４月22日 

（４）取得する株式の種類、数、取得価額 

   普通株式    120株  12,000千円 

   Ｃ種優先株式  150株  18,000千円 

  

３ 資本準備金の額の減少 

 当社は、平成23年4月14日開催の取締役会において、

平成23年5月27日に開催予定の第41回定時株主総会に、

下記のとおり資本準備金の額の減少について付議するこ

とを決議いたしました。 

（１）資本準備金の額の減少の目的 

 機動的な資本政策を遂行できるように、分配可能額

の充実を目的として、会社法第448条第1項の規定に基

づき、資本準備金の全額を取崩し、その他資本剰余金

に振り替えるものであります。 

（２）資本準備金の額の減少の要領 

①減少する資本準備金の額 

 当社の資本準備金の全額にあたる1,590,909,917

円を減少します。 

②資本準備金の額の減少の方法 

 全額その他資本剰余金に振り替えます。 
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（開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等および企業結合等に関する注記事項につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため、開示を省略いたします。  

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 

  至 平成23年２月28日） 

  （３）資本準備金の額の減少の日程（予定） 

①取締役会決議日     平成23年4月14日 

②株主総会決議日     平成23年5月27日 

③債権者異議申述公告   平成23年5月28日 

④債権者異議申述 終期日 平成23年6月28日 

⑤効力発生日       平成23年6月29日 
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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22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 347,640 607,456

売掛金 62,763 237,405

有価証券 100,320 －

前払費用 21,663 18,578

未収還付法人税等 － 161,703

未収消費税等 62,029 75,263

その他 56,987 38,447

流動資産合計 651,404 1,138,854

固定資産   

有形固定資産   

建物 618,337 679,494

減価償却累計額 △50,945 △29,533

建物（純額） 567,392 649,960

工具、器具及び備品 259,704 298,691

減価償却累計額 △212,824 △219,576

工具、器具及び備品（純額） 46,879 79,115

土地 1,229,727 1,244,614

有形固定資産合計 1,844,000 1,973,690

無形固定資産   

商標権 2,137 －

ソフトウエア 83,508 81,960

ソフトウエア仮勘定 7,390 33,290

その他 631 2,514

無形固定資産合計 93,666 117,764

投資その他の資産   

投資有価証券 10,000 10,000

関係会社株式 2,072,307 2,072,307

関係会社出資金 50,678 97,283

関係会社長期貸付金 23,500 49,314

破産更生債権等 370 370

敷金及び保証金 177,352 69,556

貸倒引当金 △370 △370

投資その他の資産合計 2,333,839 2,298,463

固定資産合計 4,271,506 4,389,918

資産合計 4,922,910 5,528,773
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 － 250,000

1年内返済予定の長期借入金 － 1,200,000

未払金 42,099 228,879

未払費用 3,976 9,697

未払法人税等 404,056 1,539

繰延税金負債 132 126

預り金 17,369 12,267

賞与引当金 10,383 13,507

役員賞与引当金 － 79,242

流動負債合計 478,017 1,795,260

固定負債   

関係会社長期借入金 1,200,000 －

繰延税金負債 124 －

固定負債合計 1,200,124 －

負債合計 1,678,142 1,795,260

純資産の部   

株主資本   

資本金 102,724 133,124

資本剰余金   

資本準備金 1,560,509 1,590,909

資本剰余金合計 1,560,509 1,590,909

利益剰余金   

利益準備金 2,088 2,088

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,579,263 2,007,390

利益剰余金合計 1,581,351 2,009,478

自己株式 － －

株主資本合計 3,244,586 3,733,513

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 182 －

評価・換算差額等合計 182 －

純資産合計 3,244,768 3,733,513

負債純資産合計 4,922,910 5,528,773
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日) 

売上高   

ソフトウエアプロダクト売上高 2,592,686 －

保守売上高 2,303,772 －

その他の売上高 190,326 －

売上高合計 5,086,785 －

売上原価   

ソフトウエアプロダクト売上原価 1,181,098 －

保守売上原価 1,024,225 －

その他の売上原価 99,720 －

売上原価合計 2,305,044 －

売上総利益 2,781,740 －

営業収入   

固定資産賃貸収入 31,052 233,836

経営指導料 88,000 616,200

関係会社配当金収入 － 807,348

営業収入合計 119,052 1,657,385

販売費及び一般管理費 1,504,173 －

営業費用   

固定資産賃貸費用 29,052 112,042

一般管理費 145,173 770,746

営業費用合計 174,225 882,789

営業利益 1,222,394 774,596

営業外収益   

受取利息 6,694 1,373

受取配当金 1,170 －

その他 3 2,382

営業外収益合計 7,868 3,756

営業外費用   

支払利息 193 20,794

為替差損 15 －

その他 6 －

営業外費用合計 216 20,794

経常利益 1,230,046 757,557

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,149 －

特別利益合計 4,149 －

特別損失   

固定資産除却損 － 51,221

本社移転費用 － 7,925

特別損失合計 － 59,147

税引前当期純利益 1,234,196 698,410

法人税、住民税及び事業税 394,261 920

法人税等調整額 175,432 △5

法人税等合計 569,694 914

当期純利益 664,501 697,495
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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21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 102,724 102,724

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 30,400

当期変動額合計 － 30,400

当期末残高 102,724 133,124

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 283,034 1,560,509

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 30,400

株式交換による増加 1,277,475 －

当期変動額合計 1,277,475 30,400

当期末残高 1,560,509 1,590,909

資本剰余金合計   

前期末残高 283,034 1,560,509

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 30,400

株式交換による増加 1,277,475 －

当期変動額合計 1,277,475 30,400

当期末残高 1,560,509 1,590,909

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,088 2,088

当期末残高 2,088 2,088

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,333,139 1,579,263

当期変動額   

剰余金の配当 △300,592 △269,367

当期純利益 664,501 697,495

自己株式の消却 △1,117,785 －

当期変動額合計 △753,876 428,127

当期末残高 1,579,263 2,007,390

利益剰余金合計   

前期末残高 2,335,227 1,581,351

当期変動額   

剰余金の配当 △300,592 △269,367

当期純利益 664,501 697,495

自己株式の消却 △1,117,785 －

当期変動額合計 △753,876 428,127

当期末残高 1,581,351 2,009,478
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 △1,117,785 －

自己株式の消却 1,117,785 －

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

株主資本合計   

前期末残高 2,720,987 3,244,586

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 60,800

株式交換による増加 1,277,475 －

剰余金の配当 △300,592 △269,367

当期純利益 664,501 697,495

自己株式の取得 △1,117,785 －

当期変動額合計 523,599 488,927

当期末残高 3,244,586 3,733,513

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 343 182

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △161 △182

当期変動額合計 △161 △182

当期末残高 182 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 343 182

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △161 △182

当期変動額合計 △161 △182

当期末残高 182 －

純資産合計   

前期末残高 2,721,330 3,244,768

当期変動額   

新株の発行（新株予約権の行使） － 60,800

株式交換による増加 1,277,475 －

剰余金の配当 △300,592 △269,367

当期純利益 664,501 697,495

自己株式の取得 △1,117,785 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △161 △182

当期変動額合計 523,438 488,745

当期末残高 3,244,768 3,733,513
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該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28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 

(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 

   時価のあるもの 

同左 

    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．固定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。   

（ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）は定額

法によっております。） 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

   建物         ８～48年 

   工具、器具及び備品  ３～20年 

  

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左   

  

   (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、市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数量に基づく償却

額と残存有効期間（３年以内）に基づ

く均等配分額とのいずれか大きい額を

償却する方法によっており、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。また、商標権

については存続期間（10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） 

  定額法を採用しております。 

なお、市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数量に基づく償却

額と残存有効期間（３年以内）に基づ

く均等配分額とのいずれか大きい額を

償却する方法によっており、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。 
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項目 
前事業年度

（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒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）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当事業年度負担

額を計上しております。 

  

(2）賞与引当金 

同左 

       ――――― (3）役員賞与引当金 

役員に対する賞与の支出に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度負担

額を計上しております。 

（追加情報） 

当連結会計年度において役員賞与を支

給することとなり、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号 

平成17年11月29日）に従い、役員賞与

引当金を計上しております。 

  

４．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 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理 

同左 

    

重要な会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

 （リース取引に関する会計基準の適用） 

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。 

  なお、これによる損益に与える影響はありません。 

―――――  
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 

  至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 

  至 平成23年２月28日） 

―――――  （貸借対照表）  

 前事業年度において無形固定資産に区分掲記しており

ました「商標権」は、金額的重要性が乏しいため、無形

固定資産の「その他」に含めて表示しております。な

お、当事業年度末の「商標権」は、1,882千円でありま

す。  
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（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

追加情報

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

（持株会社制度導入に伴う会社分割） 

 当社は、平成21年11月２日付で新設分割を行い、純粋

持株会社体制へ移行しました。 

この新設分割により、同日付で商号を１stホールディン

グス株式会社に変更し、当社が分割前に営んでいたソフ

トウェア販売事業等の主要事業を新たに設立したウイン

グアークテクノロジーズ株式会社へ継承しました。 

 また、純粋持株会社へ移行したことに伴い、当社の主

たる事業としてグループ各社の経営管理ならびにグルー

プ資産の運営管理等を主要な事業としたことから、同日

以降のグループ管理業務に係る収入を「営業収入」とし

て計上するとともに、それに対応する運営管理費用を

「営業費用」として計上しております。 

―――――  

注記事項

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 95.52

１株当たり当期純利益金額 円 21.27

１株当たり純資産額 円 107.38

１株当たり当期純利益金額 円 20.34

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
円 20.28

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であるため、期中平均株価が把握できませんので記載して

おりません。 

  

  
前事業年度末

(平成22年２月28日） 
当事業年度末

(平成23年２月28日） 

純資産の部の合計額（千円）  3,244,768  3,733,513

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  3,244,768  3,733,513

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（千株） 
 33,968  34,768
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（注）２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

  

  
前事業年度

(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

１株当たり当期純利益金額             

 当期純利益（千円）  664,501  697,495

 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）  664,501  697,495

 期中平均株式数（千株）  31,232  34,288

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額      

 当期純利益調整額（千円）             

 普通株式増加数（千株）   －  97

  （うち新株予約権）  （ ） － （ ） 97

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５種類（新株予約権

の数 個） 

   

1,202,747

 新株予約権２種類（新株予約権

の数 個）   3,645
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（重要な後発事象）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

１ 文雅科信息技術（上海）有限公司への設立時資本金 

 の払込 

  当社は、平成22年３月10日の取締役会にて、文雅科 
 信息技術（上海）有限公司の設立時に登記した資本金 

 のうち、払込未済分の資本金50万米ドルを払い込む旨 

 の決議をし、平成22年３月30日に実施いたしました。 

  
２ 新株予約権の募集事項の決定及び割当 

 平成21年９月15日の臨時株主総会及び平成21年10 

月20日の普通株式を有する株主を構成員とする種類株

主総会、並びに平成22年４月23日の取締役会に基づ
き、平成22年４月30日付で当社及び関係会社の取締役

及び従業員に対し新株予約権の割当を実施いたしまし

た。   

 （１）目的及び募集の方法 
    当社グループの業績向上に対する意欲や士気を 

    高めることを目的として実施する。なお、当社 

    及び関係会社の取締役及び従業員を対象とし、 

    希望した者に対しストック・オプションとして 
    新株予約権を割り当てる。 

 （２）新株予約権の発行総数 

    2,349個 

 （３）新株予約権の払込金額 
    金銭の払込を要しないものとする。 

 （４）新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

    当社普通株式234,900株 

 （５）新株予約権行使時の払込金額 
    １株当たり1,100円 

 （６）発行価額のうち資本へ組入れる額 

    １株につき550円  

 （７）割当日 
    平成22年４月30日 

 （８）新株予約権の行使期間 

    平成24年４月30日から平成31年９月13日まで 

 （９）権利行使の条件 
    ①新株予約権者は、権利行使時において、当社 

     または当社の関係会社の取締役、監査役もし 

     くは従業員のいずれかの地位にあることを要 

     す。ただし、取締役、監査役が任期満了によ 
     り退任した場合、または従業員が定年により 

     退職した場合にはこの限りではない。また、 

     当社取締役会が正当な理由があると認めた場 

     合はこの限りではない。 
    ②新株予約権の相続はこれを認めない。 

    ③その他権利行使の条件は、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書に 

     定めるところによる。 
 （10）新株予約権の譲渡制限 

    取締役会の承認を要する。   

１ 株式取得による会社等の買収 

 当社は平成23年３月10日開催の取締役会決議に基づい

て、平成23年３月31日付でバリオセキュア・ネットワー
クス株式会社の株式を取得し、同社を当社の子会社とし

ております。 

（１）株式取得の目的 

  企業のネットワーク環境を守り、安全にインター
ネットを利用できるようにする総合的なサービスであ

る「セキュリティサービス事業」を中心に展開してい

る同社の株式を取得することで、独自のクラウド技術

連携をはかり、クラウドビジネスの推進及びクラウド
環境下における情報活用ソリューションビジネスの創

出を図ってまいります。 

（２）株式の取得先 

    アント・カタライザー３号投資事業有限責任組合 
（３）買収する会社の名称、事業内容及び規模 

      名称     バリオセキュア・ネットワークス

株式会社  

     代表者    代表取締役 ＣＥＯ 近藤 直樹 
    住所       東京都港区愛宕二丁目５番１号 愛

宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー 

     設立年月日  平成21年6月11日 

     資本金    475,000千円 
     事業内容   セキュリティサービス事業 

           ホスティングサービス事業 

           プロフェッショナルサービス事業 

  
（４）株式取得の時期 

   平成23年３月31日 

（５）取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

   取得株式数   33,001株 
   取得価額     6,700,000千円 

   取得後の持分比率 100％ 

 なお、株式取得に合わせて、バリオセキュア・ネ

ットワークス株式会社が発行する新株予約権全て
（第２回新株予約権10個）を51,512千円で株式会社

あおぞら銀行より取得しております。  

（６）支払資金の調達方法 

民間金融機関及び子会社からの借入金 
    ①借入先      ㈱みずほ銀行他 ３行 

     借入金額     4,500,000千円 

     利率      市場金利に連動 

     借入期間    ３～５年 
     担保提供資産  なし 

     財務制限条項  なし  

    ②借入先     ㈱エフ・アイ・ティ 

     借入金額    1,800,000千円 
     利率      市場金利に連動 

     借入期間    ５年 

     担保提供資産  なし 

    ③借入先        
                    ウイングアークテクノロジーズ㈱ 

     借入金額    400,000千円 

     利率      市場金利に連動 

     借入期間    ２年 
     担保提供資産  なし  
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前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日)  

３ オフィス集約 

 当社は、オフィス集約により業務効率の向上や製販一

体となった情報共有化を推進するため、平成22年１月28

日の当社取締役会において本社を移転することを決議

し、平成22年５月に移転いたしました。 

 移転により発生すると見込まれる固定資産除却損、現

状回復費、移転費用は 千円と見込んでおります。

  

４ 新株予約権の行使による増資  

  平成22年10月６日に下記の新株予約権について権利行

使がありました。当該新株予約権の権利行使の概況は次

のとおりであります。 

 （１）第一回Ａ種新株予約権の全て     （600,000個）

    発行した株式の種類及び数 普通株式 600,000株 

    増加した資本金          22,800千円 

     増加した資本準備金             22,800千円 

 （２）第一回Ｃ種新株予約権の全て     （200,000個）

     発行した株式の種類及び数 普通株式 200,000株 

     増加した資本金                  7,600千円 

     増加した資本準備金              7,600千円

  これにより、平成22年10月６日現在の普通株式の発行

済株式総数は34,768,172株、資本金は133,124千円、資

本準備金は1,590,909千円となりました。 

  

  

54,192

２ 資本・業務提携について 

 当社は平成23年４月13日開催の取締役会決議に基づい

て、株式会社ミドクラに対し出資を行う投資契約を締結

し、業務提携に向けた作業を進めることを決定しておりま

す。 

（１）資本・業務提携の目的 

 ネットワークにおける高い仮想化技術を保有し、オ

ープンソースのクラウド基盤ソフトウェア

「OpenStack」をベースとし、クラウドコンピューテ

ィングを支えるインフラを提供する「MidoStack」の

開発を行っている同社に出資、業務提携することで、

当社のクラウド向け製品の開発およびサービスの推進

を図ってまいります。 

（２）出資・業務提携する会社の名称、事業内容及び規模

   名称     株式会社ミドクラ 

   代表者    代表取締役 Co-Founder & CEO  

加藤 隆哉 

代表取締役 Co-Founder & CTO  

ドミトリウ・ダン・ミハイ 

   住所     東京都港区麻布台三丁目1番5号  

麻布台日ノ樹ビル７Ｆ 

   設立年月日  平成22年１月４日 

   資本金    59,970千円 

   事業内容   クラウドコンピューティングに関す

るソフトウェア開発全般 

（３）株式取得の時期 

   平成23年４月22日 

（４）取得する株式の種類、数、取得価額 

   普通株式    120株  12,000千円 

   Ｃ種優先株式  150株  18,000千円 

  

３ 資本準備金の額の減少 

 当社は、平成23年4月14日開催の取締役会において、

平成23年5月27日に開催予定の第41回定時株主総会に、

下記のとおり資本準備金の額の減少について付議するこ

とを決議いたしました。 

（１）資本準備金の額の減少の目的 

 機動的な資本政策を遂行できるように、分配可能額

の充実を目的として、会社法第448条第1項の規定に基

づき、資本準備金の全額を取崩し、その他資本剰余金

に振り替えるものであります。 

（２）資本準備金の額の減少の要領 

①減少する資本準備金の額 

 当社の資本準備金の全額にあたる1,590,909,917

円を減少します。 

②資本準備金の額の減少の方法 

 全額その他資本剰余金に振り替えます。 
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前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日)  

  

  

（３）資本準備金の額の減少の日程（予定） 

①取締役会決議日     平成23年4月14日 

②株主総会決議日     平成23年5月27日 

③債権者異議申述公告   平成23年5月28日 

④債権者異議申述 終期日 平成23年6月28日 

⑤効力発生日       平成23年6月29日 
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(1）役員の異動 

 開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

  

６．その他
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