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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第８期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。また、第８期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失が計上されてい

るため記載しておりません。 

  

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自 平成15年 
  ２月１日 
至 平成15年 
  ７月31日 

自 平成16年
  ２月１日 
至 平成16年 
  ７月31日 

自 平成17年
  ２月１日 
至 平成17年 
  ７月31日 

自 平成15年 
  ２月１日 
至 平成16年 
  １月31日 

自 平成16年
  ２月１日 
至 平成17年 
  １月31日 

売上高 (千円) 139,892 539,542 1,843,831 633,006 2,476,056

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) △23,898 20,586 47,757 22,109 44,289

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

(千円) △24,916 30,588 46,733 16,317 53,225

純資産額 (千円) 792,782 866,434 2,348,648 834,016 899,123

総資産額 (千円) 827,330 905,311 2,853,670 908,100 1,288,266

１株当たり純資産額 (円) 172,344.05 188,355.27 440,069.11 181,307.93 194,868.57

１株当たり中間(当期) 
純利益又は１株当たり 
中間純損失(△) 

(円) △5,416.67 6,649.60 9,835.42 3,547.22 11,557.45

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― 6,615.09 9,706.73 ― 11,480.66

自己資本比率 (％) 95.8 95.7 82.3 91.8 69.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 11,393 71,526 △82,035 △208,285 △72,298

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △10,847 △78,332 △43,170 △30,860 △119,411

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― 1,398,170 ― 8,516

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 700,667 454,169 1,550,746 460,975 277,781

従業員数 (人) 41 30 31 30 23



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」及び「１株当たり中間(当期)純利益」並びに「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」に

ついては、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自 平成15年 
  ２月１日 
至 平成15年 
  ７月31日 

自 平成16年
  ２月１日 
至 平成16年 
  ７月31日 

自 平成17年
  ２月１日 
至 平成17年 
  ７月31日 

自 平成15年 
  ２月１日 
至 平成16年 
  １月31日 

自 平成16年
  ２月１日 
至 平成17年 
  １月31日 

売上高 (千円) 139,892 539,542 1,843,831 633,006 2,476,056

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) △23,017 20,903 48,144 23,395 44,985

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

(千円) △23,933 31,007 47,223 17,808 54,126

資本金 (千円) 404,000 404,000 1,110,686 404,000 408,304

発行済株式総数 (株) 4,600 4,600 5,337 4,600 4,614

純資産額 (千円) 793,895 868,475 2,351,660 835,637 901,645

総資産額 (千円) 829,411 907,249 2,856,579 909,471 1,290,583

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 95.7 95.7 82.3 91.9 69.9

従業員数 (人) 41 30 31 30 23



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、関係会社における異動もありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年７月31日現在 

(注) １ 従業員数はすべて正社員であります。 

２ 全社(共通)として記載されている従業員数は特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものでありま

す。 

３ 当社の企業集団は、事業の種類ごとの経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業の種類に従事しておりま

す。 

４ 従業員数が当中間連結会計期間において８名増加しておりますが、これは営業及び技術の人員増強のための中途採用を行

ったことによるものであります。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年７月31日現在 

(注) １ 従業員数はすべて正社員であります。 

２ 従業員数が当中間会計期間において８名増加しておりますが、これは営業及び技術の人員増強のための中途採用を行った

ことによるものであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

事業の種類別セグメント名 従業員数(人)

再販ライセンス事業 

 28 

開発ライセンス事業 

製品サポート事業 

業務システム構築事業 

全社(共通) 3 

合計 31 

従業員数(人) 31 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、好調な企業収益や設備投資の増加等による景気の持ち直しを背景に、穏

やかな回復基調が続きました。 

また、IT社会の発展により情報技術は日々革新し、社会に便利で快適な環境を提供する一方で、ネットを使った違法

行為、複雑化するシステムのトラブルなど新たな混乱を招いております。なかでも、担当者によるミスや、委託業者の

不正等による個人情報漏洩事件が、業種や故意、過失を問わず発生しており大きな社会問題となっております。このよ

うなリスクを防ぐための対策を講じる必要性はほぼ全ての企業が対象であり、その需要はますます高まってきておりま

す。 

このような環境の下、当企業集団は、セキュリティ（内部情報漏洩防止）及びバックアップ（写しの保存）、アクセ

ラレータ（高速化）を中心にライセンス販売だけではなくソリューション販売をおこないました。 

また、内部情報漏洩防止の機運の高まりを背景に、社内外を識別し、不必要な情報資源へのアクセスを制限するセキ

ュリティソフトウエア「FastConnector® access Controller」を新たに発表いたしました。 
さらに、差別化のためオリジナルソフトウエア資産の品質向上、機能拡充をおこない、進化するソフトウエアのバー

ジョン管理の仕組みを一新することで、より明確なオリジナルソフトウエア資産体系を構築してまいりました。 

開発案件におきましては、オリジナルソフトウエア資産の活用を常に検討するとともに、トラブル抑制のためのプロ

ジェクト管理を強化してまいりました。 

資金面におきましては、さらなる技術開発と品質向上をはかるとともに、企業基盤の一層の強化を目的に第三者割当

増資（発行価額の総額 1,386,000千円）を実施いたしました。事前に資金を有することで、当企業集団を取り巻く環境

が大きく変化するタイミングを捉え、既存の事業拡大を含め今後のビジネスを有利に展開することが可能になると考え

ております。 

  

以上の結果、当中間連結会計期間におきましては、売上高1,843,831千円（前年同期比241.7%増）、営業利益54,511

千円（前年同期比204.6％増）、経常利益47,757千円（前年同期比132.0％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

１．ライセンス事業 

ネットワークを流れるデータを制御する技術をセキュリティ分野、高速通信分野、バックアップ分野に応用

して以下を提供しております。 

  

・再販ライセンス事業 

当中間連結会計期間におきましては、将来のライセンス事業に必要と判断した新機能開発にSE工数を割当て

た影響もあり、再販ライセンス事業での売上高は29,860千円（前年同期比56.1％減）、営業利益は10,282千円

（前年同期比2.4％増）となりました。 

  

①FastConnector® V3 

クライアント/サーバ間のデータを、独自圧縮転送方式によりセキュアで高速に通信させる製品です。モバ

イル環境におけるデータベースアクセスシステムへの提案活動を実施してまいりました。 



②FC Replicator V3 

企業の基幹データベースを、遠隔地に安全にリアルタイムにバックアップを取る製品です。低速回線環境

においても、独自圧縮転送方式によりセキュアで高速にデータ通信を行うため、ディザスタリカバリシステ

ム構築における初期導入費用の安価さを訴求してまいりました。 

③FastConnector® Security 

データベースへのアクセスをリアルタイムに監視し、データのロギングによる追跡と検索が実現できる製

品です。不正利用をガードすることによるデータベースの情報漏洩対策を訴求してまいりました。 

④FastConnector® access Controller 

社内情報サーバへのアクセス管理をおこなう製品です。ルータやファイヤーウォールとの組み合わせによ

り、不必要なイントラネットサーバにアクセスさせないことによる内部情報漏洩対策を訴求してまいりまし

た。 

⑤FastConnector® tX 

ウェブ環境やメールに適応したアクセラレータ製品です。 

パケットデータを削減することによる、データ通信の高速化及び通信帯域利用の効率化を訴求してまいり

ました。 

  

・開発ライセンス事業 

開発ライセンスにつきましては、再販ソフトウエアの差別化のため、機能拡充及び品質向上させるためのソ

フトウエアの改変をともなう開発案件を取り扱ってまいりましたが、個別のご要請に応えるための工数が増加し

てまいりました。ソフトウエアに対して必要とする機能が充足してきたこともあり製品開発部隊を設置し、社内

開発に切り替えていっております。 

以上の結果、開発ライセンスでの売上高は23,597千円（前年同期比70.3％減）、営業損失は10,571千円（前

年同期比28,442千円減）となりました。 

  

２．製品サポート事業 

ライセンス販売時に保守・サポート契約販売を展開しております。 

以上の結果、製品サポート事業での売上高は12,760千円（前年同期比44.6％増）、営業利益は7,804千円（前

年同期比21.8％増）となりました。 

  

３．業務システム構築事業 

業務システム構築事業につきましては、再販ライセンスソフトウエア中心の営業活動のなかで、個別コンサ

ルティングから顧客のご要望によって作成するシステム販売が増加いたしました。 

以上の結果、業務システム構築事業の売上高は1,777,612千円（前年同期比363.8％増）、営業利益は101,092

千円（前年同期比194.3％増）となりました。 

  



(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の減少が

82,035千円、投資活動による資金の減少が43,170千円、財務活動による資金の増加が1,398,170千円となったため、資

金は前連結会計期間末に比べ1,272,964千円増加し、当中間連結会計期間末には1,550,746千円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果減少した資金は82,035千円となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益が47,757千円と

なったことに加え、仕入債務の増加105,749千円などの増加要因がありました。しかし、売上債権の増加277,175千

円などの減少要因の影響が上回ったため、営業活動の結果、資金は減少しております。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果減少した資金は43,170千円となりました。これは、主に再販ライセンスを形成するための無形固

定資産の取得38,442千円によるものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は1,398,170千円となりました。これは、主に第三者割当増資による新株発行にかか

る収入によるものであります。 

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメント毎に示すと次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額は、製造原価によります。 

  

(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメント毎に示すと次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額は、仕入価格によります。 

  

(3) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメント毎に示すと次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額は、販売価格によります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％) 

再販ライセンス事業 10,815 58.0

開発ライセンス事業 25,631 67.3

製品サポート事業 3,744 447.1

業務システム構築事業 66,898 85.4

合計 107,090 78.8

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同期比(％) 

業務システム構築事業 1,602,138 606.8

合計 1,602,138 606.8

事業の種類別セグメント 
の名称 

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

再販ライセンス事業 24,635 67.5 1,205 200.8

開発ライセンス事業 12,509 15.1 463 14.5

製品サポート事業 16,541 80.4 12,457 76.4

業務システム構築事業 1,738,466 360.8 5,646 5.4

合計 1,792,150 288.3 19,771 15.9



(4) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメント毎に示すと次のとおりであります。 

  

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。 

(注)  前中間連結会計期間における株式会社ユニアデックス並びに当中間連結会計期間における株式会社ネクサス及

び日本電気エンジニアリング株式会社に対する販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合について

は、当該割合が100分の10未満となっているため記載を省略しております。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当企業集団の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

再販ライセンス事業 29,860 43.9

開発ライセンス事業 23,597 29.7

製品サポート事業 12,760 144.6

業務システム構築事業 1,777,612 463.8

合計 1,843,831 341.7

相手先 

前中間連結会計期間
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

ネットワンシステムズ 
株式会社 

90,600 16.8 1,036,000 56.2

株式会社 
アイ・エックス・アイ 

118,200 21.9 303,100 16.4

株式会社ユニアデックス － － 196,100 10.6

株式会社ネクサス 128,733 23.9 － －

日本電気エンジニアリング 
株式会社 

71,570 13.3 － －



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について重要な変更

並びに重要な設備計画の完了はありません。 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 提出日現在の発行数には、平成17年10月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は

含まれておりません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 16,000

計 16,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年７月31日) 

提出日現在発行数(株)
(平成17年10月28日) 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 5,337 5,382

大阪証券取引所
（ニッポン・ニュー・ 
マーケット― 
「ヘラクレス」市場） 

（注） 

計 5,337 5,382 ―   



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの内容は次のとおりであります。 

株主総会の特別決議(平成15年４月16日) 

  

(注) １ １名退職により、新株予約権の数３個と新株予約権の目的となる株式の数３株は、失権しております。 

２ １名退職により、新株予約権の数２個と新株予約権の目的となる株式の数２株は、失権しております。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年７月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年９月30日) 

新株予約権の数 47個(注)１ 0個(注)２ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 47株(注)１ 0株(注)２ 

新株予約権の行使時の払込金額 396,413円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年８月１日から
平成20年７月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 ： 396,413円
資本組入額： 198,207円

同左 

新株予約権の行使の条件 

１ 対象者は、新株予約権行
使時においても、当社の
取締役、監査役又は従業
員であることを要しま
す。 

２ その他細目については、
平成15年４月16日の定時
株主総会決議及び取締役
会決議に基づき、当社と
対象者の間で締結する新
株予約権契約に定めま
す。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については
取締役会の承認を要します。 

同左 



株主総会の特別決議(平成16年４月23日) 

  

 (注) １ １名退職により、新株予約権の数３個と新株予約権の目的となる株式の数３株は、失権しております。 

  
中間会計期間末現在
(平成17年７月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年９月30日) 

新株予約権の数 70個 67個(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 70株 67株(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額 1,659,843円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年８月１日から
平成21年７月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 ： 1,659,843円
資本組入額： 829,922円

同左 

新株予約権の行使の条件 

１ 対象者は、新株予約権行
使時においても、当社の
取締役、監査役又は従業
員であることを要しま
す。 

２ その他細目については、
平成16年４月23日の定時
株主総会決議及び取締役
会決議に基づき、当社と
対象者の間で締結する新
株予約権契約に定めま
す。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については
取締役会の承認を要します。 

同左 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

（注）1. 第三者割当てによる増加であります。 

     主な割当先 株式会社i-cfファイナンス、KIWAMI 1号投資事業組合、KIWAMI 4号投資事業組合、他5社 

        発行価格   1,980,000円 

        資本組入額   990,000円 

2. 新株予約権行使による増加であります。 

3. 平成17年８月１日から平成17年９月30日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が45株、資本金及び資本準

備金がそれぞれ8,919千円増加しております。  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年７月31日現在 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年６月30日 
（注1） 

700 5,314 693,000 1,101,304 693,000 1,330,304

平成17年２月１日～ 
平成17年７月31日 
（注2） 

23 5,337 9,381 1,110,686 9,381 1,339,686

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

寺 井 和 彦 兵庫県宝塚市中筋９―３―１―905 2,940 55.08

株式会社ネクサス 大阪市中央区農人橋１―１―22 211 3.95

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜２―４―６ 160 2.99

熊 倉 次 郎 さいたま市浦和区仲町３―８―13―801 150 2.81

Marina Partners 
(常任代理人 ゴールドマン・ 
 サックス証券会社東京支店) 

Codan Trust Company (cayman) Limited
Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, PO BOX 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman, Islands 
(東京都港区六本木６―10―１) 

150 2.81

KIWAMI 1号投資事業組合 
業務執行組合員 有限会社キャ
ピタルギャラリー 

東京都渋谷区南平台町６―４ 100 1.87

KIWAMI 4号投資事業組合 
業務執行組合員 有限会社キャ
ピタルギャラリー 

東京都渋谷区南平台町６―４ 100 1.87

株式会社i-cfファイナンス 東京都港区北青山２―12―28 100 1.87

ウェストコムリミテッド 
(常任代理人 筒井 龍平) 

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST 
(BVI) LIMITED, P.O.Box 3175, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 
(東京都世田谷区野沢３―２―８) 

100 1.87

エイチエスビーシーインターナ
ショナルトラスティシンガポー
ルリミテッドアズカストディア
ンオブザセッツオブパムツー 
(常任代理人 エイチ・エス 
 証券株式会社) 

21 Collyer Quay #14-01, HSBC Building,
Singapore 049320 
(東京都新宿区西新宿６―８―１) 

100 1.87

計 ― 4,111 77.02



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年７月31日現在 

(注) 上記「完全議決権株式（その他）」の欄には証券保管振替機構名義の株式は含まれておりません。 

  

  

② 【自己株式等】 

平成17年７月31日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,337 5,337 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 5,337 ― ― 

総株主の議決権 ― 5,337 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて役員の異動はありません。 

月別 平成17年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

最高(円) 1,650,000 2,090,000 2,770,000 2,610,000 3,420,000 3,650,000

最低(円) 1,360,000 1,460,000 2,000,000 1,840,000 2,010,000 3,090,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24

号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成16年２月１日から平成16年７月31日まで)は改正前の中間連結財務諸表規則に基

づき、当中間連結会計期間(平成17年２月１日から平成17年７月31日まで)は改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

いて作成しております。 

ただし、当中間連結会計期間(平成17年２月１日から平成17年７月31日まで)については、「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16年１月30日内閣府令第５号)附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成16年２月１日から平成16年７月31日まで)は改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間(平成17年２月１日から平成17年７月31日まで)は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。 

ただし、当中間会計期間(平成17年２月１日から平成17年７月31日まで)については、「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16年１月30日内閣府令第５号)附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年２月１日から平成16年７月31日ま

で)及び前中間会計期間(平成16年２月１日から平成16年７月31日まで)並びに当中間連結会計期間(平成17年２月１日

から平成17年７月31日まで)及び当中間会計期間(平成17年２月１日から平成17年７月31日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年７月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年１月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    454,169 1,550,746   277,781 

２ 受取手形及び売掛金    296,523 1,108,695   826,127 

３ たな卸資産    4,104 4,351   2,603 

４ その他    7,241 6,144   8,509 

貸倒引当金    △4,512 △9,649   △6,575 

流動資産合計    757,526 83.7 2,660,287 93.2   1,108,445 86.0

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 工具器具備品 ※１ 8,802 8,802 0.9 7,700 7,700 0.3 8,135 8,135 0.6

２ 無形固定資産          

(1) ソフトウエア   67,263   96,723 78,636   

(2) 電話加入権   662   662 662   

(3) その他   1,497 69,423 7.7 2,864 100,250 3.5 2,997 82,296 6.4

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   5,126   4,235 7,556   

(2) 長期前払費用   332   122 227   

(3) 保険積立金   45,826   68,740 59,314   

(4) その他   18,273   15,541 26,519   

(5) 貸倒引当金   ― 69,559 7.7 △3,207 85,431 3.0 △4,228 89,388 7.0

固定資産合計    147,785 16.3 193,382 6.8   179,820 14.0

資産合計    905,311 100.0 2,853,670 100.0   1,288,266 100.0

           



  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年７月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年１月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金    7,193 470,815   365,065 

２ 未払法人税等    1,319 4,363   2,638 

３ その他    27,188 27,632   17,580 

流動負債合計    35,701 3.9 502,811 17.6   385,285 29.9

Ⅱ 固定負債          

１ 繰延税金負債    3,175 2,209   3,857 

固定負債合計    3,175 0.4 2,209 0.1   3,857 0.3

負債合計    38,876 4.3 505,021 17.7   389,142 30.2

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    404,000 44.6 1,110,686 38.9   408,304 31.7

Ⅱ 資本剰余金    633,000 69.9 1,339,686 46.9   637,304 49.5

Ⅲ 利益剰余金    △172,395 △19.0 △103,024 △3.6   △149,758 △11.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    1,829 0.2 1,300 0.1   3,273 0.2

資本合計    866,434 95.7 2,348,648 82.3   899,123 69.8

負債・資本合計    905,311 100.0 2,853,670 100.0   1,288,266 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    539,542 100.0 1,843,831 100.0   2,476,056 100.0

Ⅱ 売上原価    399,870 74.1 1,709,229 92.7   2,229,784 90.1

売上総利益    139,671 25.9 134,601 7.3   246,272 9.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  121,777 22.6 80,090 4.3   204,500 8.2

営業利益    17,894 3.3 54,511 3.0   41,771 1.7

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   13   1 16   

２ 受取配当金   ―   ― 43   

３ 遅延損害利息   2,567   ― 2,567   

４ 雑収入   110 2,691 0.5 13 14 0.0 116 2,743 0.1

Ⅴ 営業外費用          

１ 新株発行費   ―   6,593 92   

２ 雑損失   ― ― ― 174 6,768 0.4 133 226 0.0

経常利益    20,586 3.8 47,757 2.6   44,289 1.8

Ⅵ 特別利益          

 １ 貸倒引当金戻入益   11,019 11,019 2.1 ― ― ― 10,971 10,971 0.4

税金等調整前中間 
(当期)純利益    31,605 5.9 47,757 2.6   55,260 2.2

法人税、住民税及び 
事業税 ※２ 1,322   1,322 2,645   

法人税等調整額 ※２ △304 1,017 0.2 △298 1,023 0.1 △609 2,035 0.1

中間(当期)純利益    30,588 5.7 46,733 2.5   53,225 2.1

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日)

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 633,000 637,304 633,000

   

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１ 新株予約権の行使による 
  新株の発行 

― 9,381 4,304

２ 増資による新株の発行 ― 693,000 ―

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
(期末)残高 

633,000 1,339,686 637,304

   

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △202,983 △149,758 △202,983

   

Ⅱ 利益剰余増加高  

１ 中間(当期)純利益 30,588 46,733 53,225

   

Ⅲ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

△172,395 △103,024 △149,758

   



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間（当期） 
純利益 

 31,605 47,757 55,260

減価償却費  10,584 21,953 26,077

貸倒引当金の 
増加額（△減少額） 

 △11,019 2,052 △4,727

受取利息及び受取配当金  △13 △1 △59

売上債権の 
減少額（△増加額） 

 89,098 △277,175 △453,582

たな卸資産の増加額  △3,036 △1,748 △1,535

仕入債務の 
増加額（△減少額） 

 △41,308 105,749 316,563

その他  △1,264 22,013 △7,707

小計  74,645 △79,397 △69,712

利息及び配当金の受取額  13 1 59

法人税等の支払額  △3,132 △2,638 △2,645

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 71,526 △82,035 △72,298

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

有形固定資産の取得 
による支出 

 △371 △1,029 △1,656

無形固定資産の取得 
による支出 

 △67,962 △38,442 △94,482

差入保証金の返還 
による収入 

 ― 5,727 ―

保険積立金の支払 
による支出 

 △9,426 △9,426 △22,853

その他  △572 ― △420

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △78,332 △43,170 △119,411

Ⅲ 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  ― 1,398,170 8,516

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 ― 1,398,170 8,516

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増加額（△減少額） 

 △6,805 1,272,964 △183,193

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 460,975 277,781 460,975

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 454,169 1,550,746 277,781

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

子会社は全て連結しており

ます。 

連結子会社は株式会社アク

アリウムコンピューターの

１社であります。 

同左 同左 

２ 持分法の適用に関

する事項 

非連結子会社又は関連会社

がないため該当事項はあり

ません。 

同左 同左 

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日

は、中間連結財務諸表提出

会社と同一であります。 

同左 連結子会社の事業年度は連

結財務諸表提出会社と同一

であります。 

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 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結会計期間末

日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は

全部資本直入法により

処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

(イ)有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

(イ)有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

   連結会計年度末日の

市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部

資本直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定） 

    時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

  (ロ)たな卸資産 

  商品 

   …移動平均法による

原価法 

  仕掛品 

   …個別法による原価

法 

  原材料 

   …移動平均法による

原価法 

(ロ)たな卸資産 

同左 

(ロ)たな卸資産 

同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

(イ)有形固定資産 

  定率法 

(ロ)無形固定資産 

  定額法 

  なお、自社利用のソフ

トウエアについては社内

における利用可能期間(5

年間)に基づく定額法を

採用し、販売用ソフトウ

エアについては、見込販

売数量に基づく償却額と

見込有効期間(3年間)に

基づく均等配分額とのい

ずれか大きい額によって

おります。 

(イ)有形固定資産 

同左 

(ロ)無形固定資産 

同左 

(イ)有形固定資産 

同左 

(ロ)無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の

計上基準 

(イ)貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

等により、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 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 (4) 重要なリース取

引の処理方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

 (5) その他(中間)連

結財務諸表作成

のための重要な

事項 

(イ)消費税等の会計処理 

  税抜方式によっており

ます。 

  なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動資産の「その

他」として表示しており

ます。 

(イ)消費税等の会計処理 

税抜方式によっており

ます。 

  なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は相殺の

うえ、流動負債の「その

他」として表示しており

ます。 

(イ)消費税等の会計処理 

  税抜方式によっており

ます。 

  ――――― (ロ)繰延資産の処理方法 

  新株発行費 

   新株発行費は支出時

に全額費用として処理

しております。 

(ロ)繰延資産の処理方法 

同左 



  

  

（追加情報） 
  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

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  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、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ヵ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年２月１日 
 至 平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年２月１日 
 至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
 至 平成17年１月31日) 

  

＿＿＿＿＿＿＿ 

  

（法人事業税における外形標準課税

部分の中間連結損益計算書上の表示

方法） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成

15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後に開始する連結会

計年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当中間連結

会計期間から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱

い」(平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。この結果、販売費及び一般管

理費が3,041千円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前中

間純利益が、3,041千円減少して

おります。 

  

＿＿＿＿＿＿＿ 

  



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

(中間連結損益計算書関係) 

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年７月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年１月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、24,876千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、28,291千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、26,827千円であります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

  

  

  

※２ 税効果会計 

中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額

は、当期において予定してい

る利益処分による特別償却準

備金の積立て及び取崩しを前

提として、当中間連結会計期

間に係る金額を計算しており

ます。 

役員報酬 20,400千円

給与手当 32,334千円

支払手数料 10,436千円

研究開発費 32,894千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

  

※２ 税効果会計 

同左 

役員報酬 18,780千円

給与手当 20,644千円

法定福利費 4,235千円

支払手数料 10,261千円

貸倒引当金繰入額 4,677千円

租税公課 4,195千円

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

  

  

――――――――― 

役員報酬 39,180千円

給与手当 58,582千円

支払手数料 20,965千円

貸倒引当金繰入額 6,243千円

研究開発費 32,894千円

前中間連結会計期間 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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16年７月31日現在) 

現金及び預金勘定 454,169千円

現金及び現金同等物 454,169千円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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17年７月31日現在) 

現金及び預金勘定 1,550,746千円

現金及び現金同等物 1,550,746千円

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17年１月31日現在) 

現金及び預金勘定 277,781千円

現金及び現金同等物 277,781千円



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 (借主側) 

(1)リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

  

(2)未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

(3)支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

  

(4)減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

・リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。 

利息相当額の算定方法 

・リース料総額とリース物件

の取得価額相当額の差額を

利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息

法によっております。 

  
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

有形固定資産 
(工具器具備品) 5,588 279 5,309 

１年以内 1,023千円

１年超 4,316千円

合計 5,340千円

支払リース料 315千円

減価償却費相当額 279千円

支払利息相当額 67千円

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 

 (借主側) 

(1)リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

  

(2)未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

(3)支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

  

(4)減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

  

利息相当額の算定方法 

同左 

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

有形固定資産 
(工具器具備品) 5,588 1,397 4,191

１年以内 1,075千円

１年超 3,241千円

合計 4,316千円

支払リース料 631千円

減価償却費相当額 558千円

支払利息相当額 113千円

リース物件の所有者が借主に移

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 

 (借主側) 

(1)リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

  

(2)未経過リース料期末残高相当

額 

  

(3)支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

  

(4)減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

  

利息相当額の算定方法 

同左 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具備品 5,588 838 4,750 

１年以内 1,049千円

１年超 3,785千円

合計 4,835千円

支払リース料 946千円

減価償却費相当額 838千円

支払利息相当額 192千円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年7月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

  

当中間連結会計期間末(平成17年7月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

  

前連結会計年度末(平成17年1月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

  
取得原価 
（千円） 

中間連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 834 3,915 3,080

  
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,211

  
取得原価 
（千円） 

中間連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 834 3,024 2,189

  
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,211

  
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 834 6,345 5,510

  
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 1,211



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成16年２月１日 至 平成16年７月31日)及び当中間連結会計期間(自 平成17年２

月１日 至 平成17年７月31日)並びに前連結会計年度(自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日) 

当企業集団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。 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年2月1日 至 平成16年7月31日) 
  

  

当中間連結会計期間(自 平成17年2月1日 至 平成17年7月31日) 

  

  

  
再販ライセ
ンス事業 
（千円） 

開発ライセ
ンス事業 
（千円） 

製品サポー
ト事業 
（千円） 

業務システ
ム構築事業
（千円） 

計(千円)
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

68,008 79,444 8,823 383,266 539,542 ― 539,542

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 68,008 79,444 8,823 383,266 539,542 ― 539,542

営業費用 57,964 61,573 2,416 348,921 470,876 50,771 521,647

営業利益 10,043 17,870 6,406 34,345 68,665 (50,771) 17,894

  
再販ライセ
ンス事業 
（千円） 

開発ライセ
ンス事業 
（千円） 

製品サポー
ト事業 
（千円） 

業務システ
ム構築事業
（千円） 

計(千円)
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

29,860 23,597 12,760 1,777,612 1,843,831 ― 1,843,831

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 29,860 23,597 12,760 1,777,612 1,843,831 ― 1,843,831

営業費用 19,577 34,169 4,956 1,676,520 1,735,223 54,095 1,789,319

営業利益又は営業損失
(△) 

10,282 △10,571 7,804 101,092 108,607 (54,095) 54,511



前連結会計年度(自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

  事業は、製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品・サービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、前中間連結会計期間は50,771千円、当中

間連結会計期間は54,397千円、前連結会計年度は94,883千円であります。これは主に、親会社の管理部門に係る費用であ

ります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年２月１日 至 平成16年７月31日）及び当中間連結会計期間（自 平成

17年２月１日 至 平成17年７月31日）並びに前連結会計年度（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31

日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成16年２月１日 至 平成16年７月31日）及び当中間連結会計期間（自 平成

17年２月１日 至 平成17年７月31日）並びに前連結会計年度（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31

日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  
再販ライセ
ンス事業 
（千円） 

開発ライセ
ンス事業 
（千円） 

製品サポー
ト事業 
（千円） 

業務システ
ム構築事業
（千円） 

計(千円)
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

66,944 133,501 21,662 2,253,948 2,476,056 ― 2,476,056

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 66,944 133,501 21,662 2,253,948 2,476,056 ― 2,476,056

営業費用 57,843 122,459 7,686 2,151,410 2,339,400 94,883 2,434,284

営業利益 9,100 11,041 13,975 102,537 136,655 (94,883) 41,771

事業区分 主要製品

再販ライセンス事業 オリジナル通信ソフトウエアのライセンスの再販

開発ライセンス事業 オリジナル通信ソフトウエアの開発ライセンスの企画・開発・販売 

製品サポート事業 オリジナル通信ソフトウエアの保守

業務システム構築事業 法人向け業務システムの設計・開発・ソリューション販売 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

  

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

１株当たり純資産額 188,355円27銭 440,069円11銭 194,868円57銭 

１株当たり中間（当期） 
純利益 

6,649円60銭 9,835円42銭 11,557円45銭 

潜在株式調整後１株当たり 
中間（当期）純利益 

6,615円09銭 9,706円73銭 11,480円66銭 

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日)

１株当たり中間(当期)純利益
金額       

連結損益計算書上の中間（当
期）純利益 30,588千円 46,733千円 53,225千円 

普通株式に係る中間（当期） 
純利益 30,588千円 46,733千円 53,225千円 

普通株式の期中平均株式数 4,600株 4,751株 4,605株 

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益金額 
      

中間(当期)純利益調整額 ― ― ― 

普通株式増加数 
(うち新株引受権) 
(うち新株予約権) 

24株 

(2株)

(22株)

63株 

(1株)

(62株)

31株 

(4株)

(27株)

希薄化効果を有しないため潜

在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 平成12年３月30日株

主総会決議の旧商法

280条ノ19の規定に基

づく新株引受権(16株) 

―――――  平成12年３月30日株

主総会決議の旧商法

280条ノ19の規定に基

づく新株引受権(16株) 



(重要な後発事象) 

  

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

――――― ――――― 新株予約権の発行（ストックオプシ

ョン） 

  

 当社は平成16年4月23日開催の第8

期定時株主総会で決議した商法第

280条ノ20及び第280条ノ21の規定に

基づくストックオプションとしての

新株予約権の発行にかかる授権に基

づき、平成17年3月11日開催の取締

役会において当該新株予約権の発行

を決議しました。 

  

 詳細は次のとおりであります。 

  

新株予約権の目的で
ある株式の種類およ
び数 

当社普通株式70株 
(新株予約権1個につ
き1株) 

発行する新株予約権
の総数 

70個 
  

新株予約権の発行価
額 

無償 
  

新株予約権の発行日 平成17年3月11日 

新株予約権の行使に
より発行する株式の
発行価額 

株式１株当たり 
1,659,843円 
  

資本組入額
  

1株につき 
829,922円 

新株予約権の行使に
より発行する株式の
発行価額の総額 

116,189,010円 
  
  

付与対象者
  
  
  
  
  

当社取締役 
  5名 36個 
当社監査役 
  2名  4個 
当社従業員 
 11名 30個 

権利行使期間
  
  

平成18年8月1日から 
平成21年7月31日ま
で 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 

(平成16年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年１月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    417,189 1,514,760   241,250 

２ 受取手形    803 ―   ― 

３ 売掛金    295,719 1,108,695   826,127 

４ たな卸資産    4,104 4,351   2,603 

５ その他    6,958 5,740   8,104 

貸倒引当金    △4,512 △9,649   △6,575 

流動資産合計    720,263 79.4 2,623,897 91.9   1,071,509 83.0

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 工具器具備品 ※１ 8,722 8,722 7,648 7,648 8,072 8,072 

２ 無形固定資産          

(1) ソフトウエア   67,263   96,723 78,636   

(2) その他   1,688 68,952 3,126 99,849 3,224 81,860 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   5,126   4,235 7,556   

(2) 関係会社株式   39,752   39,752 39,752   

(3) 保険積立金   45,826   68,740 59,314   

(4) その他   18,606   15,663 26,746   

貸倒引当金   ― 109,311 △3,207 125,184 △4,228 129,140 

固定資産合計    186,986 20.6 232,681 8.1   219,073 17.0

資産合計    907,249 100.0 2,856,579 100.0   1,290,583 100.0

           



  

    前中間会計期間末 

(平成16年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年１月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金    7,193 470,815   365,065 

２ 未払法人税等    1,217 4,260   2,433 

３ その他    27,188 27,632   17,580 

流動負債合計    35,598 3.9 502,709 17.6   385,080 29.8

Ⅱ 固定負債          

１ 繰延税金負債    3,175 2,209   3,857 

固定負債合計    3,175 0.4 2,209 0.1   3,857 0.3

負債合計    38,774 4.3 504,918 17.7   388,937 30.1

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    404,000 44.5 1,110,686 38.9   408,304 31.6

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   633,000   1,339,686 637,304   

資本剰余金合計    633,000 69.8 1,339,686 46.9   637,304 49.4

Ⅲ 利益剰余金          

１ 任意積立金   3,233   2,370 3,233   

２ 中間(当期) 
  未処理損失   173,587   102,382 150,469   

利益剰余金合計    △170,354 △18.8 △100,012 △3.5   △147,235 △11.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    1,829 0.2 1,300 0.0   3,273 0.3

資本合計    868,475 95.7 2,351,660 82.3   901,645 69.9

負債・資本合計    907,249 100.0 2,856,579 100.0   1,290,583 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  
  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    539,542 100.0 1,843,831 100.0   2,476,056 100.0

Ⅱ 売上原価    399,870 74.1 1,709,229 92.7   2,229,784 90.1

売上総利益    139,671 25.9 134,601 7.3   246,272 9.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  121,683 22.6 80,003 4.3   204,328 8.2

営業利益    17,988 3.3 54,598 3.0   41,943 1.7

Ⅳ 営業外収益 ※２  2,915 0.6 314 0.0   3,267 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※３  ― ― 6,768 0.4   226 0.0

経常利益    20,903 3.9 48,144 2.6   44,985 1.8

Ⅵ 特別利益 ※４  11,019 2.0 ― ―   10,971 0.5

税引前中間(当期) 
純利益    31,923 5.9 48,144 2.6   55,956 2.3

法人税,住民税及び 
事業税 ※６ 1,220   1,220 2,440   

法人税等調整額 ※６ △304 915 0.2 △298 921 0.0 △609 1,830 0.1

中間(当期)純利益    31,007 5.7 47,223 2.6   54,126 2.2

前期繰越損失    204,595 149,606   204,595 

中間(当期) 
未処理損失    173,587 102,382   150,469 

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

  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) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

    その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間会計期間末日の

市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部

資本直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定） 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

   期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定） 

  時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

  (2) たな卸資産 

  商品 

   移動平均法による原

価法 

  仕掛品 

   個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

  商品 

同左 

  

  仕掛品 

同左 

(2) たな卸資産 

  商品 

同左 

  

  仕掛品 

同左 

    原材料 

   移動平均法による原

価法 

  原材料 

同左 

  原材料 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法 

  なお、自社利用のソフ

トウエアについては社内

における利用可能期間

（５年間）に基づく定額

法を採用し、販売用ソフ

トウエアについては、見

込販売数量に基づく償却

額と見込有効期間（３年

間）に基づく均等配分額

とのいずれか大きい額に

よっております。 

(2) 無形固定資産 

  定額法 

同左 

(2) 無形固定資産 

  定額法 

同左 

  (3) 長期前払費用 

  定額法 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 繰延資産の処理方

法 

――― (1) 新株発行費 

  新株発行費は支出時に

全額費用として処理して

おります。 

(1) 新株発行費 

同左 



  

  

（追加情報） 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については、貸倒実績

率等により、貸倒懸念債

権等特定の債権について

は、個別に回収不能見込

額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

６ その他(中間)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。 

 なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のう

え、流動資産の「その他」

として表示しております。 

消費税等の会計処理 

 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。 

 なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等は相殺のう

え、流動負債の「その他」

として表示しております。 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

前中間会計期間 
(自 平成16年２月１日 
 至 平成16年７月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月１日 
 至 平成17年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
 至 平成17年１月31日) 

  

＿＿＿＿＿＿＿ 

  

（法人事業税における外形標準課税

部分の中間損益計算書上の表示方

法） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成

15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以後に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当中間会計期間

から「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」(平

成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号)に従

い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。この

結果、販売費及び一般管理費が

3,041千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、

3,041千円減少しております。 

  

＿＿＿＿＿＿＿ 

  



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

(中間損益計算書関係) 

  

項目 
前中間会計期間末 
(平成16年7月31日) 

当中間会計期間末
(平成17年7月31日) 

前事業年度末 
(平成17年1月31日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 
24,524千円 27,913千円 26,459千円 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

※１ 研究開発費の総

額 

      

    一般管理費及
び当期製造費
用に含まれる
研究開発費 

32,894千円 ― 32,894千円 

※２ 営業外収益のう

ち重要なもの 

      

    業務支援料 
    収入 

    受取利息 

300千円 

13千円 

300千円 

1千円 

600千円 

16千円 

        

※３ 営業外費用のう

ち重要なもの 

      

    新株発行費 ― 6,593千円 92千円 

        

※４ 特別利益のうち

重要なもの 

      

    貸倒引当金 
戻入益 

11,019千円 ― 10,971千円 

        

 ５ 減価償却実施額       

    有形固定資産 

    無形固定資産 

1,719千円 

8,543千円 

1,453千円 

20,453千円 

3,654千円 

22,319千円 

        

※６ 税効果会計 中間会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額

は、当期において予定して

いる利益処分による特別償

却準備金の積立て及び取崩

しを前提として、当中間会

計期間に係る金額を計算し

ております。 

同左 ――――― 

        



(リース取引関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

 (借主側) 

(1)リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

  

(2)未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

(3)支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

  

(4)減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

・リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。 

利息相当額の算定方法 

・リース料総額とリース物件

の取得価額相当額の差額を

利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息

法によっております。 

  
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

有形固定資産 
(工具器具備品) 5,588 279 5,309 

１年以内 1,023千円

１年超 4,316千円

合計 5,340千円

支払リース料 315千円

減価償却費相当額 279千円

支払利息相当額 67千円

  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 

 (借主側) 

(1)リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

  

(2)未経過リース料中間期末残高

相当額 

  

(3)支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

  

(4)減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

  

利息相当額の算定方法 

同左 

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

有形固定資産 
(工具器具備品) 5,588 1,397 4,191

１年以内 1,075千円

１年超 3,241千円

合計 4,316千円

支払リース料 631千円

減価償却費相当額 558千円

支払利息相当額 113千円

  リース物件の所有者が借主に移

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 

 (借主側) 

(1)リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

  

(2)未経過リース料期末残高相当

額 

  

(3)支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

  

(4)減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  

  

利息相当額の算定方法 

同左 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具備品 5,588 838 4,750 

１年以内 1,049千円

１年超 3,785千円

合計 4,835千円

支払リース料 946千円

減価償却費相当額 838千円

支払利息相当額 192千円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年７月31日現在)及び当中間会計期間末(平成17年７月31日現在)並びに前事業年度末

(平成17年１月31日現在)における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。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間会計期間 
(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

――――― ――――― 新株予約権の発行（ストックオプシ

ョン） 

  

 当社は平成16年4月23日開催の第8

期定時株主総会で決議した商法第

280条ノ20及び第280条ノ21の規定に

基づくストックオプションとしての

新株予約権の発行にかかる授権に基

づき、平成17年3月11日開催の取締

役会において当該新株予約権の発行

を決議しました。 

  

 詳細は次のとおりであります。 

  

新株予約権の目的で
ある株式の種類およ
び数 

当社普通株式70株 
(新株予約権1個につ
き1株) 

発行する新株予約権
の総数 

70個 
  

新株予約権の発行価
額 

無償 
  

新株予約権の発行日 平成17年3月11日 

新株予約権の行使に
より発行する株式の
発行価額 

株式１株当たり 
1,659,843円 
  

資本組入額
  

1株につき 
829,922円 

新株予約権の行使に
より発行する株式の
発行価額の総額 

116,189,010円 
  
  

付与対象者
  
  
  
  
  

当社取締役 
  5名 36個 
当社監査役 
  2名  4個 
当社従業員 
 11名 30個 

権利行使期間
  
  

平成18年8月1日から 
平成21年7月31日ま
で 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

  

(1)  
  
  
  

臨時報告書 
  
  
  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第２号の２（ストックオプション制

度に伴う新株予約権発行）の規定に基づく

もの 

  

平成17年３月11日 
近畿財務局長に提出。 
  
  

  
(2)  
  

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

  
事業年度 
(第９期) 

  
自 平成16年２月１日
至 平成17年１月31日

  
  
平成17年４月26日 
近畿財務局長に提出。 

(3)  
  
  

有価証券報告書の 
訂正報告書 
  

上記(2)の訂正報告書 
  
  

  
平成17年５月９日 
近畿財務局長に提出。 
  

(4)  
  
  

有価証券届出書 
及びその添付書類 
  

第三者割当による新株式の発行 
  
  

  
平成17年６月９日 
近畿財務局長に提出。 
  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年10月28日

株式会社デジタルデザイン 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社デジタルデザインの平成16年２月１日から平成17年１月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年２月

１日から平成16年７月31日）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社デジタルデザイン及び連結子会社の平成16年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成16年２月１日から平成16年７月31日）の経営成績及びキャッシュ・フローに関する有用な情報

を表示しているものと認める 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上

  
  

あずさ監査法人 

代表社員
関与社員

  公認会計士  佐  藤  雄  一  ㊞ 

関与社員   公認会計士  土  居  正  明  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年10月28日

株式会社デジタルデザイン 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社デジタルデザインの平成17年２月１日から平成18年１月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年２月

１日から平成17年７月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社デジタルデザイン及び連結子会社の平成17年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
  

以 上

  
  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  佐  藤  雄  一  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  土  居  正  明  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年10月28日

株式会社デジタルデザイン 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規程に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社デジタルデザインの平成16年２月１日から平成17年１月31日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成16年２月１

日から平成16年７月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査

を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社デジタルデザインの平成16年７月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16

年２月１日から平成16年７月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人及び関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上

  
  

あずさ監査法人 

代表社員
関与社員

  公認会計士  佐  藤  雄  一  ㊞ 

関与社員   公認会計士  土  居  正  明  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年10月28日

株式会社デジタルデザイン 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規程に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社デジタルデザインの平成17年２月１日から平成18年１月31日までの第10期事業年度の中間会計期間（平成17年２月１

日から平成17年７月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査

を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社デジタルデザインの平成17年７月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17

年２月１日から平成17年７月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上

  
  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  佐  藤  雄  一  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  土  居  正  明  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してお

ります。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)発行済株式総数、資本金等の状況
	(4)大株主の状況
	(5)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価
	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間連結財務諸表等
	(1)中間連結財務諸表
	①中間連結貸借対照表
	②中間連結損益計算書
	③中間連結剰余金計算書
	④中間連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高

	(2)その他

	２中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/47
	pageform2: 2/47
	form1: EDINET提出書類  2005/10/28 提出
	form2: 株式会社デジタルデザイン(941371)
	form3: 半期報告書
	pageform3: 3/47
	pageform4: 4/47
	pageform5: 5/47
	pageform6: 6/47
	pageform7: 7/47
	pageform8: 8/47
	pageform9: 9/47
	pageform10: 10/47
	pageform11: 11/47
	pageform12: 12/47
	pageform13: 13/47
	pageform14: 14/47
	pageform15: 15/47
	pageform16: 16/47
	pageform17: 17/47
	pageform18: 18/47
	pageform19: 19/47
	pageform20: 20/47
	pageform21: 21/47
	pageform22: 22/47
	pageform23: 23/47
	pageform24: 24/47
	pageform25: 25/47
	pageform26: 26/47
	pageform27: 27/47
	pageform28: 28/47
	pageform29: 29/47
	pageform30: 30/47
	pageform31: 31/47
	pageform32: 32/47
	pageform33: 33/47
	pageform34: 34/47
	pageform35: 35/47
	pageform36: 36/47
	pageform37: 37/47
	pageform38: 38/47
	pageform39: 39/47
	pageform40: 40/47
	pageform41: 41/47
	pageform42: 42/47
	pageform43: 43/47
	pageform44: 44/47
	pageform45: 45/47
	pageform46: 46/47
	pageform47: 47/47


