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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５期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

３ 第５期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、かつ店頭登録もしていないため、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。 

４ 第５期の株価収益率は当社株式が非上場かつ非登録であり、期中平均株価の把握が困難なため記載しており

ません。 

５ 第６期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) ― ― ― 464,725 620,904

経常利益 (千円) ― ― ― 129,322 195,588

当期純利益 (千円) ― ― ― 83,562 113,678

純資産額 (千円) ― ― ― 329,396 627,711

総資産額 (千円) ― ― ― 384,272 728,750

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― 31,222.44 44,784.76

１株当たり当期純利益 (円) ― ― ― 7,920.65 9,615.88

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― 8,754.63

自己資本比率 (％) ― ― ― 85.72 85.69

自己資本利益率 (％) ― ― ― 25.37 23.84

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 45.86

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― 40,460 105,132

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― △6,195 △21,764

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― 7,650 178,771

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) ― ― ― 179,373 441,513

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
― 

〔―〕
―

〔―〕
―

〔―〕
32 

〔―〕
36

〔1〕



(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 第４期、第５期及び第６期の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、新日本監査法

人の監査を受けておりますが、第３期以前の財務諸表については、当該監査を受けておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第５期以前に係る新株予約権の残高はありますが、当社

株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、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。 

４ 第２期及び第４期の持分法を適用した場合の投資利益に関しましては、持分法適用対象がないため記載がご

ざいません。又、第５期及び第６期については、連結財務諸表を作成しているため持分法を適用した場合の

投資利益を記載しておりません。 

５ 第５期以前の株価収益率は当社株式が非上場かつ非登録であり、期中平均株価の把握が困難なため記載して

おりません。 

６ 第５期及び第６期については、連結財務諸表を作成しているためキャッシュ・フローに関する指標を記載し

ておりません。 

７ 第６期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対 

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しており

ます。 

  

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) 146,175 216,790 386,590 464,725 620,904

経常利益 (千円) 20,812 40,881 86,371 131,893 201,733

当期純利益 (千円) 13,734 28,138 56,478 84,916 112,325

持分法を適用した 
場合の投資利益

(千円) ― 160 ― ― ―

資本金 (千円) 42,500 63,750 86,250 86,250 179,061

発行済株式総数 (株) 7,100 8,550 10,550 10,550 13,944

純資産額 (千円) 73,717 144,355 245,833 330,750 624,478

総資産額 (千円) 136,960 162,638 303,606 378,881 724,967

１株当たり純資産額 (円) 10,382.68 16,883.67 23,301.78 31,350.77 44,784.76

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額)

(円) 
(円)

― 
(―)

―
(―)

―
(―)

400 
(―)

1,000
(―)

１株当たり当期純利益 (円) 4,577.15 3,785.42 5,599.14 8,048.98 9,501.36

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― 8,650.37

自己資本比率 (％) 53.82 88.76 80.97 87.30 86.14

自己資本利益率 (％) 31.87 25.81 28.95 29.46 23.52

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 46.41

配当性向 (％) ― ― ― 4.97 10.52

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 51,277 ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △613 ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 45,000 ― ―

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) ― ― 137,457 ― ―

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
12 

〔―〕
17

〔―〕
25

〔2〕
32 

〔―〕
36

〔1〕



２ 【沿革】 

  

 
  

平成13年10月 商品情報データベースシステムの販売を目的として、大阪市北区に株式会社ホット

アイを創立。

平成15年７月 eBASE株式会社に商号変更。

平成17年11月 eBASE-NeXT株式会社設立。(当社51.0％子会社)



３ 【事業の内容】 

(１) 事業内容の概要 

当社グループは、商品情報データベース“eBASE”をパッケージソフトウェアとして開発販売するこ

とを主な事業としています。以下に“eBASE”の主な特徴と活用場面を記します。 

① 商品情報管理を実現する柔軟なコンテンツ管理構造 

“eBASE”は商品情報に関わる多様なデジタルコンテンツを商品品番に関連付けて一元管理可能で

す。 

“eBASE”が管理できる代表的なデジタルコンテンツ例 

・「商品画像、図面、ロゴ、マークなど」、商品に関するあらゆるドキュメントの管理 

・「品名、価格、寸法、色サイズ、キャッチコピー、原材料、環境情報など」、商品に関する文字

情報管理 

・「動画、音声、CAD、CG、インターネットURLリンクなど」、商品に関するマルチメディア情報管

理 

“eBASE”のデータ管理構造は、下図に示す様に「品番」をキーに「項目別テキストDATA(マルチス

ペック管理)」、「素材DATA(マルチリソース管理)」、「カテゴリーツリーDATA(マルチカテゴリ管

理)」、「関連アイテム情報(関連商品管理)」を柔軟にデータ連携できます。特に「項目別テキスト

DATA」によって表現される商品情報スペックは「項目間リンク情報」により同一項目のデータ共有が

できます。これら柔軟なデータ管理構造が“eBASE”の技術的な特徴である事から、多様な業界で

“eBASE”を適用することができます。又、様々な種類の商品情報交換フォーマット(仕様)にも変換

できます。 

  

 

  

※上記のデータ内容はデータ構造を説明するサンプルであり、当社グループの製品とは関係ありませ

ん。 

  



② 商品情報データベースの運用展開 

“eBASE”は様々なデジタル素材を管理する商品情報データベースとして、様々な媒体や業務支援

システムとの連携により、主に下記の業務分野で活用可能です。 

・営業活動支援(得意先への商品情報提供、提案書作成、etc) 

・紙メディア(総合カタログ、パンフレット、チラシ、POP、etc)の制作支援 

・ネットメディア(webカタログ、電子商取引サイト、etc)の構築支援 

・製造活動(商品製造仕様書管理、品質仕様管理、原材料情報管理、環境情報管理、etc)支援 

・基幹系システム(経理勘定系システム、販売管理システム、物流システム、etc)の商品データベ

ース構築支援 

  
 

  



(２) 業務の内訳 

当社グループの業務の内訳は、商品情報データベース“eBASE”の、①パッケージソフトウェア開発

販売、②カスタマイズ受託開発、③サポートサービス、④ASPサービスに大別されます。これらの業務

内訳を以下に記します。 

  

① パッケージソフトウェア“eBASE”開発販売 

“eBASE”は、当社グループ著作開発のパッケージソフトウェアの総称で、ベースソフトウェアと

オプションソフトウェアに大別されます。ベースソフトウェアも、そのユーザー数や機能によって、

無償～数百万円の価格帯に分かれており、eBASEstandard(※１)、eBASEserver(※２)/eBASEclient

(※３)、eBASEjr.(※４)、eB-ROM(※５)を、顧客の企業規模やニーズに応じて提供できるようにして

います。オプションソフトウェアは数十万～数百万円の価格帯で、eBASEweb(※６)/webカタログ機

能、eB-access(※７)/アクセス制御機能、eB-graphic(※８)/画像処理機能、eB-foods(※９)/食品業

界オプションなどがあり、顧客が必要とする機能だけを選別して提供することが可能となっていま

す。 

  

(※１)「eBASEstandard(eBASEstd.)」 

商品情報データベースシステム「eBASEシリーズ」の最廉価版ソフトウェアです。 

１台のPC端末上でのみ稼動するエントリーモデルとしてパーソナルデータベース環境を実現します。 

(※２)「eBASEserver」 

商品情報データべースシステム「eBASEシリーズ」のクライアント/サーバー版ソフトウェアです。 

複数のPC端末で共有活用できる大規模データベースや幅広いシステム構築のためのコアシステムです。 

(※３)「eBASEclient」 

eBASEserverを端末上で操作するクライアントソフトウェアです。 

eBASEstd./eBASEjr./eB-ROMと同等の操作環境を提供します。無償ソフトのeBASEjr./eB-ROMからスムーズに移

行できます。 

(※４)「eBASEjr.」 

仕入先に商品情報を構築、送信してもらうためのツールです。配布フリーライセンス(無償ソフト)として仕入

先に提供します。eBASEjr.は出力機能に制限がありますが、有償ソフトのeBASEstd.やeBASEserverと操作は同

じです。有償ソフトへの移行がスムーズに行えます。 

(※５)「eB-ROM」 

CD-ROMや磁気ディスク上のデータベースを閲覧できる無償ブラウザ(無償ソフト)です。eBASEstd.と同等の出力

機能を提供しています。eB-ROMにはデータ削除以外の入力・追加編集機能ができない制限がありますが、有償

ソフトのeBASEstd.やeBASEserverと操作は同じです。有償ソフトへの移行がスムーズに行えます。 

(※６)「eBASEweb」 

「eBASEserver」のオプションソフトウェアとしてWeb環境でデータベース検索/閲覧/構築が可能です。イント

ラネットやインターネット環境でのWebシステム構築の為のコアシステムです。 

(※７)「eB-access」 

eBASEserverにアクセスする権限(参照、更新、削除)を、データベースの品番(レコード)、スペック(フィール

ド)、ファイル単位で、ユーザー毎にコントロールすることができます。 

(※８)「eB-graphic」 

印刷用画像フォーマット(EPS)や印刷用図形フォーマット(EPS/AI)を汎用画像フォーマット(JPG/BMP/PNG)に変

換します。指定した画像サイズ、背景色に変換してWeb用画像等として出力できます。 

(※９)「eB-foods」 

食品業界向け商品原材料管理システムとして食品メーカー向けの豊富な品質管理機能や規格書作成機能、食品

バイヤーへの仕様書/規格書データ送信機能等を搭載したフルパッケージシステムです。 

  

② カスタマイズ受託開発 

パッケージソフトウェアとしての“eBASE”が提供する機能だけで、大半のユーザー企業毎の個別

要件に対応することが可能ですが、パッケージソフトウェアで対応できない特殊な個別要件に対応す

るためにカスタマイズ開発を受託事業として行っています。 

  



③ サポートサービス 

“eBASE”は当社グループ著作パッケージソフトウェアとして継続開発され、継続的に機能アップ

を行っているため、過去に導入された“eBASE”を最新機能にバージョンアップする有償サービス

を、ユーザーとのライセンス＆サポートサービス契約の締結により行っております。この契約には、

機能の操作教育やトラブル発生時の解決支援サービスも含まれています。 

  

④ ASPサービス 

パッケージソフトウェア“eBASEserver”をインターネット経由で有償レンタルするサービスで

す。“eBASE”の初期導入コストを抑えたいユーザーや、短期間のテスト運用ニーズのあるユーザー

に提供しています。 

  

(３) 事業戦略 

当社グループは、商品データベースソフトウェア“eBASE”拡販のため、サプライヤー(商品メーカー

や商品卸)とバイヤー(商品卸や商品小売)間の商品情報交換を主な適用業務として事業展開していま

す。 

一般的に、サプライヤーは、個々のバイヤーからそれぞれのバイヤー毎の個別フォーマット帳票に商

品情報を記入して提出することを要求されるため、商品数×顧客数の帳票を作成することとなり、大き

なコストを要しています。他方、バイヤーも多数のサプライヤーから提出された大量の帳票を保管、商

品マスターへのデジタル化作業などに大きな負荷が掛かっています。デジタル化が進んだ今日でも、上

記のような商品情報提供や保管・デジタル化の形態に進歩は少なく、紙帳票からエクセル帳票に変わっ

た程度で、サプライヤーのエクセル帳票の作成負荷、バイヤー企業のデジタル化作業負荷の課題は解決

できていないのが現状です。このサプライヤー/バイヤー間の商品情報交換において、両者の商品情報

データベースのプラットフォームと交換する商品情報フォーマット(仕様)の標準化とが実現できれば、

両者の負荷を軽減することが可能です。 

  



 

  



当社グループは、“eBASE”を商品情報交換の標準プラットフォームとして普及させ、更には、商品

情報フォーマット(仕様)の標準化を推進することで、商品情報交換の負荷軽減、さらには品質向上、納

期短縮を実現し、社会貢献を行うと共に、当社グループの安定継続成長の確度を高めようとしていま

す。そのために“eBASE”を投資対効果の高い商品情報データベースソフトウェアとしてリリースする

事は当然ですが、それに加えて、以下のような①デファクト戦略と②アップグレード戦略③オープン戦

略を計画的に遂行しています。 

  

① デファクト(業界標準)戦略 

バイヤー企業に商品情報収集ツールとして“eBASE”採用を促し、そのバイヤー企業の全仕入先(サ

プライヤー)に低価格(無償～数万円)“eBASE”である“eBASEjr. ”、“eBASEstd. ”を広く配布

し、これらを利用した標準フォーマットによる商品情報収集を実現します。“eBASE”を商品情報収

集ツールとして採用するバイヤー企業が増えれば、これにより“eBASE”を採用することとなったサ

プライヤーも複数バイヤーに商品情報提供ができることになり、サプライヤー側のメリットも大きく

なります。逆に、“eBASE”を採用しているサプライヤー企業が増えることにより、商品情報収集に

課題を持つバイヤー企業の“eBASE”採用も増えます。このようにバイヤーとサプライヤーによる

“eBASE”普及のスパイラルアップをデファクト戦略として遂行し、商品情報データベースソフトウ

ェアとして“eBASE”のシェア確保を実現しています。 

  

② アップグレード戦略 

商品情報交換のプラットフォームとして“eBASE”のデファクト化が実現できても無償”

eBASEjr. ”や低価格“eBASEstd. ”が大量に普及するだけでは当社グループの利益は期待できませ

ん。そこで、無償～低価格“eBASE”を上位の高価格“eBASE”である“eBASEserver”にアップグレ

ードするように導くことでデファクトを当社グループ利益に結び付けようとしています。具体策とし

て、提供機能レベルに応じて全ての価格帯の“eBASE”をリリースし、低価格“eBASE”採用企業が、

その企業規模やニーズに応じて上位“eBASE”へのアップグレードを容易にして、これを誘導してい

ます。 

  

③ オープン戦略 

商品情報交換の仕組みの標準化は社会にとって効率的なインフラですので、商品情報交換プラット

フォームとして低価格“eBASE”のデファクト化は推進しつつも、低価格“eBASE”のインターフェイ

スをできる限りオープン化し、他システムとの融合を可能にすることによって、より良い商品情報デ

ータベース環境を提供し、当社グループの利益追求だけでなく、社会貢献を実現しようとしていま

す。 

  

(４) 事業理念 

商品情報交換の標準化により、サプライヤーの商品情報提供コストの軽減、バイヤーの商品情報収集

コストの低減が実現し、その結果、サプライヤー/バイヤーの両者に高品位でタイムリーな商品情報デ

ータベースが構築されますので、EC、CRM、SCMなどの新たなシステム展開、カタログ、チラシなどの既

存媒体制作の効率化、更には販売管理システム、物流システムなどの既存システムの商品データベース

インフラとしても活用できます。そのため当社グループの事業を継続拡大していくことが、サプライヤ

ー企業、バイヤー企業の商品情報交換関係者にメリットを提供できるだけでなく、ターゲット市場全て

の関係者に多大なる価値を提供することが可能となり、社会貢献に繋がると考えています。 
  



(５) 事業展開 

当社グループの事業戦略モデルである“商品情報交換”は、日本国内だけのモデルではありません。

ビジネスのグローバル化が進む中、日本のバイヤー企業が海外サプライヤーから商品情報提供を求め、

日本のサプライヤー企業が海外のバイヤー企業に商品情報提供を行っています。更には、海外のバイヤ

ー/サプライヤー間の商品情報交換も行われています。当社グループはこれら多くの市場が当社のビジ

ネスターゲットとなるものと考えており、まず、日本バイヤー企業による中国サプライヤーからの商品

情報収集について“eBASE”の普及を進めています。また、“eBASE”は、上記のような商品情報データ

ベース以外の分野でも、環境(グリーン)管理システム、ドキュメント管理システム、顧客管理システ

ム、内部統制システムとしても採用が始まっています。これらは“eBASE”のデータベース構造が、コ

ンテンツ管理システムに適しているからです。当社グループは、これらの具体的案件を進めながら新た

な事業戦略モデルを立案展開していきます。 

  

(６) ユーザー数の推移(累計) 

当社グループの事業戦略の推進指標として“eBASE”製品シリーズのユーザー数推移を用いていま

す。下記の表に示す様に、eBASE製品別のユーザー推移(累計)は無償ソフト、有償ソフト双方とも伸び

ております。 

  

 

 
  

(※)用語説明 

ASP：Application Service Provider 

 ビジネス用のアプリケーションソフトをインターネットを通じて顧客にレンタルする事業者のこと。 

CRM：Customer Relationship Management〔顧客関係管理〕 

 情報システムを応用して企業が顧客と長期的な関係を築く手法のこと。 

EC：Electronic Commerce〔電子商取引〕 

 インターネットなどのネットワークを利用して、契約や決済などを行なう取引形態。 

EDI：Electronic Data Interchange〔電子データ交換〕 

 取引に関する情報を標準的な書式に統一して、企業間で電子的に交換する仕組。 

POP：Point Of Purchase〔購買時点〕 

 商品情報のポイントと商品価値等の必要情報を顧客にダイレクトにPR(広告)するもの。 

SCM：Supply Chain Management〔供給連鎖管理〕 

 取引先との間の受発注、資材の調達から在庫管理、製品の配送まで総合管理するコスト低減手法。 

XML：eXtensible Markup Language〔拡張マークアップ言語〕 

 文書やデータの意味や構造を記述するためのマークアップ言語 

  

eBASE製品ユーザー数の推移(累計) (単位：ユーザー)

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

有償ソフト
eBASEstd. 661 1,713 3,017 4,572 4,759

eBASEserver 1 49 104 192 291

無償ソフト
eBASEjr. 15 55 1,821 6,508 15,490

eB-ROM 540 840 1,251 2,017 2,371

合計 1,217 2,657 6,193 13,289 22,911



４ 【関係会社の状況】 

  

 
  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３  当連結会計年度において従業員数が増加しているのは、業容の拡大に伴う雇用増であります。 

(2) 提出会社の状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３ 連結会社の従業員数と提出会社の従業員数が同数であるのは、eBASE-NeXT㈱に従業員が就業していない為で

あります。 

４ 当事業年度において従業員数が増加しているのは、業容の拡大に伴う雇用増であります。 

５ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(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。 

  

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)

eBASE-NeXT株式会社 大阪市北区 15,600 ASP事業 51.0

当社のパッケージソフ
トウェア“eBASE”のレ
ンタルサービスを行っ
ております。 
役員の兼任１名

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

eBASE関連事業
36〔1〕

合計
36〔1〕

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

36〔1〕 32.80 2.44 4,495



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(１) 業績 

当連結会計年度における我が国経済は、消費に弱さがみられるものの、企業部門の好調さが雇用・所

得環境の改善を通じて家計部門へ波及し、民間需要中心の回復が続いています。海外経済の動向（石油

製品等）などにみられるリスク要因を含みながらも、デフレ脱却の方向であり消費者物価指数も前年比

で上昇が続きました。このように順調に拡大基調にある国内景気において、当社製品”eBASE”を取巻

く環境は、ここ数年来の継続的な「商品の安全・安心情報」に対する社会の要求の高さから、企業間に

おける商品情報交換プラットフォームとしての利用が加速度的に活発化しました。食品スーパー、加工

食品、生鮮食品、外食業界等では“食の安全（アカウンタビリティやトレーサビリティ）”が社会的な

重要課題となり生産者、加工メーカー、卸、小売を結ぶ精度の高い商品（品質）情報交換ニーズとして

定着し持続的に当期も発展しております。 

 又、平成18年７月１日に施行された欧州のRoHS指令（有害化学物質含有製品の輸出入規制）や日本国

内の資源有効利用促進法の政省令改正による「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」

（JISC0950：2005通称J-Moss）に伴い、家電・情報機器メーカーは食品業界と同様に部品・材料サプラ

イヤ企業から環境情報を収集する必要に迫られました。これらの社会環境の変化に対応すべく「グリー

ン環境管理システム」の開発にも当期から着手致しました。従来からのホームセンター業界、日雑業

界、建材業界、ギフト業界等、数多くの業界でも商品情報交換ニーズの顕在化が継続しておりデファク

トを着実に確保しつつあります。その結果、当社製品”eBASE”は当連結会計年度に約9,600ユーザーが

増加し、累計では約23,000ユーザーを獲得し順調に売上高も伸ばしてまいりました。事業拡大と顧客満

足度向上の新たな取り組みと致しまして、無償ソフト“eBASEjr.”ユーザー（サプライヤー）向けの業

務改善ツールである、低価格なデータ共有ソフト “eBASEjr.server”をリリース致しました。この様

に従来のビジネスモデルについては順調に成長基調であり、来期以降の継続成長への着手もできまし

た。尚、当連結会計年度中に、IT業界において不透明な取引事件等が多々発生した事により、当社で

は、毅然とそれら不正企業と一線を引く上でも、売上重視傾向のシステム販売（ハードウェア等の仕入

販売）を抑えて、利益重視のより透明性の高い純粋なパッケージソフトライセンス販売へと事業を注力

いたしました。 

 こうした結果、当連結会計年度の売上高は620,904千円（前連結会計年度比33.6％増）、営業利益は

209,898千円（前連結会計年度比62.5％増）、経常利益は195,588千円（前連結会計年度比51.2％増）、

当期純利益は113,678千円（前連結会計年度比36.0％増）となりました。 

 なお、当連結会計年度において発生した費用としまして、平成18年12月26日大阪証券取引所ヘラクレ

ス市場への株式上場関連費用14,637千円(株式上場費用12,006千円、株式交付費2,631千円）を営業外費

用に計上しております。 

  

  



(２) キャッシュ・フローの状況 

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

べ262,140千円増加し、当連結会計期間末には441,513千円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は105,132千円（前連結会計年度比64,672千円増）となりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は21,764千円（前連結会計年度比15,569千円増）となりました。 

  

(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、178,771千円（前連結会計年度比171,121千円増）となりました。

  

なお、キャッシュ・フローの詳細は、「７ 財政状態及び経営成績の分析 （３）キャッシュ・フ

ローの状況」に記載しております。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループの事業は、主にパッケージソフトウェアの開発販売を行なっており、生産をしていないた

め、生産実績及び受注状況について記載しておりません。 

販売実績 

当連結会計年度における販売実績を業務内容別に示すと、次のとおりであります。 

(単位：千円) 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

業務内容
第６期

(自平成18年４月１日
至平成19年３月31日)

前年同期比(％)

パッケージソフトウェア“eBASE”開発販売 344,010 44.7

カスタマイズ受託開発 101,973 9.7

サポートサービス 118,643 61.5

ASPサービス 39,438 △0.5

その他 16,838 △19.7

合計 620,904 33.6



３ 【対処すべき課題】 

前述しましたように、当社グループはIT産業を基盤にしており、いわゆるIT業界に属しています。IT業

界自体の成長も著しいですが、社会全体のITリテラシーも向上し、ユーザーからの選別の目も厳しくなる

と同時に、業界内での競争環境もますます高まっています。 

このような環境下で、当社グループのビジネスモデルを計画通り遂行し、新たなビジネスモデルへの変

革を行いながら、更なる成長を遂げていくには多くの課題を解決していく必要があります。 

当社グループは、特に、以下を重点課題として取り組んでまいります。 

  

(１) 営業体制の強化 

当社グループのビジネスモデルは、パッケージソフトとしての“eBASE”の販売にとどまらず、商品

情報交換プラットフォームとして“eBASE”をデファクト化することを前提とした戦略モデルでありま

す。 

 創業以来進めてまいりましたこのようなビジネスモデルは、食品業界などの市場で成功を収めてお

り、その推進手法を他の業界へ水平展開することが可能であるものと認識しております。また、成功し

た業界のデファクト力を利用して、その業界により近い市場からの攻略を進めることで、より実現が容

易になるものと考えております。 

 しかしながら、当社グループのビジネスモデルによる攻略市場からの利益確保のためには、マクロな

ビジネスモデルやビジネス戦略を理解した上で、ミクロなビジネス施策を立案、遂行するなどの高度な

能力、営業センスを有する人材が不可欠です。さらに、当社グループのビジネスモデルを変化させなが

ら、市場の垂直展開を図るためにも、やはりかなりレベルの高いビジネスセンスを有する人材を必要と

しております。 

 当社グループは、このような営業人材の確保のために新規採用と共に、社内人材の育成を中心に取り

組んでまいります。 

  

(２) 開発人材の確保 

当社グループのビジネスモデルをより加速度的に遂行するには、その基盤となるパッケージソフト

“eBASE”の機能面での優位性と品質の安定が求められます。この要求を満足するには、これまで以上

に秀でた技術力を有する開発人材が必要となりますが、景気の回復以上に企業のIT投資が活発となり、

優秀なIT系人材の新規採用がより困難な状況になりつつあります。 

 開発人材の確保には、社内人材の育成を図りながら、一部、開発の外部委託も選択肢としております

が、当面は新規採用を強化していかざるを得ない状況です。 

  

(３) サポート体制の強化 

eBASE”の機能強化、品質強化だけでなく、“eBASE”のデファクト化推進自体が“eBASE”ユーザー

に顧客満足度を与えることになりますが、短期的顧客満足度向上策として、“eBASE”の操作方法、ト

ラブル対応など、ユーザーの疑問に答える為のサポート体制の改善・増員によってより一層の体制強化

に努めるべきと考えております。 

 人員増強という単純な施策ではコストアップにならざるを得ませんので、投資対効果の 大化を計る

施策を課題としています。 

  



(４) 事業構造の多様化 

現時点での当社グループの事業は“eBASE”関連事業に特化しております。今後とも同事業は当社グ

ループのコア事業として位置付けていく予定ではありますが、それとともに他のソフトウェアの開発な

どにより“eBASE”関連事業を補完する事業を構築していくことも課題としています。現時点での当社

グループの事業は“eBASE”関連事業に特化しております。 

  

(５) 内部管理体制の強化 

事業の飛躍的拡大と共に生じる業務量の増大・複雑化は、業務効率の低下だけでなく不正の発生源を

生じさせる可能性があります。効率性、機能性、柔軟性、健全性を継続できるような仕組みを構築して

いく必要があります。 

 当社グループのパッケージソフト“eBASE”は商品情報データベースとして、コンテンツマネージメ

ント機能や承認管理機能を有していますので、当社グループ自身が、販売管理業務、開発管理業務、営

業活動管理業務に伴って発生するあらゆるコンテンツを管理し、かつ、必要な承認を得ながら、効率化

を図ることが可能であるものと考えております。 

  

  



４ 【事業等のリスク】 

以下において当社グループ事業推進において、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を

記載しております。 

なお、以下の記載事項のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末(平成19年３月31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) 競合製品により収益が圧迫される可能性 

“eBASE”と機能が類似するソフトウェアとしては、日本製品では、凸版印刷㈱の“GAMEDIOS”、大

日本印刷㈱“DYNAGARAXY”、JFEシステムズ㈱の“MERCRIUS”など、海外製品では、FatWire㈱の

FatWireなど多数存在し、今後も新たな競合製品がリリースされる可能性が高いと想定しています。 

当社グループは、これらの競合製品に対し機能面での優位性を保つべく開発を行いまた、ビジネス戦

略として「商品情報交換プラットフォームデファクト化」を推進し、これら競合製品との差別化を行う

ことによって、“eBASE”の優位性の確保を実現する努力を行っております。 

しかしながら、当社グループの努力にもかかわらず、例えば競合製品が圧倒的資本により開発された

場合などには、当社グループソフトウェアの機能面での優位性を確保することが困難となり、あるい

は、価格戦略や営業戦略面で当社が遅れをとった場合などには当社グループソフトウェアの機能的差別

化の実現によってもそれが収益に結びつかないなど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

(２) 当社グループビジネスモデルの競合出現の可能性 

「商品情報交換プラットフォームデファクト化」が、当社グループビジネスモデルの原点になってい

ますが、このビジネスモデル自体を模倣した競合製品が出現する可能性もあります。 

デファクトビジネスは、市場の占有率が高まれば、そのビジネス強度は必然的に高まります。占有率

を高めるために、当社グループは、業界を限定しながら“eBASE”の普及を推進し、限定業界でのデフ

ァクト化を推進しています。結果的に、ターゲットから外れた業界での「商品情報交換プラットフォー

ムデファクト化」は未着手となり、競合他社が、当社グループのビジネスモデルと類似サービスを開始

することが想定され、当社グループが想定した業界展開に障害が生じる可能性があります。また、デフ

ァクトを確保したと思われた業界でも競合製品の出現により逆転現象が生じる可能性もあります。これ

らのような場合には、当社グループの事業展開や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  



(３) インターフェイス開示による競争激化の可能性 

当社グループは継続的社会貢献こそが企業の中長期成長を実現できるという経営理念を掲げていま

す。当然の事ながら、当社グループのビジネス戦略である「商品情報交換プラットフォームデファクト

化」も社会貢献を実現します。従って、より社会に貢献できる策を見出すことができれば、当社の短期

的利益の障害となろうとも、社会貢献できるビジネス戦略への転換を図っていきます。 

現状でも“eBASE”のインターフェイス開示を行っていますが、これによって、商品情報交換プラッ

トフォームは、低価格“eBASE”を採用し、バックエンドの商品情報データベースシステムは他社製品

ということが可能です。この開示をしなければ、当社グループ利益モデルである「低価格“eBASE”か

ら高価格“eBASE”へのグレードアップ」がより確実になりますが、それでは、ユーザー企業の選択肢

が狭まりますし、自由競争原理もなくなります。単なる独占ビジネスとなってしまえば、社会に容認さ

れることもなく、中長期的には社会から見放されると考えます。 

しかしながら、このような考え方による“eBASE”のインターフェイス開示は競合他社との競争が激

化する要因でもあり、当社グループ事業の成長を阻害する可能性があります。 

  

(４) 技術革新による陳腐化の可能性 

IT業界においては、日々新しい技術の開発が進められており、この技術革新がIT関連企業のビジネス

モデルを崩壊させた例も稀ではありません。当社グループの「商品情報交換プラットフォームデファク

ト化」戦略においても、“eBASE”の有するプラットフォーム機能自体が、Microsoft/WindowsなどのOS

機能として提供される可能性もあります。また、商品情報交換手法もXML化によりプラットフォームイ

ンディペンデントになる可能性が高いと予想されます。 

このような技術革新が現実のものとなる前に、当社グループの戦略であるデファクトを実現すること

が重要であり、そのためには、米国市場と中国市場でのデファクト確保も必要となりますが、決して容

易とはいえず、技術革新によって“eBASE”の有するプラットフォーム機能が陳腐化する場合には、当

社グループの事業活動の継続自体が影響を受ける可能性があります。 

  

(５) 特定の人物への依存 

当社代表取締役社長常包浩司が当社戦略である「商品情報交換プラットフォームデファクト化」を創

案し、当社を創業しました。このビジネスモデルとデファクト化を進めることにより同人への依存度は

低下するものと考えておりますが、同人の着想に加え指導力が余人を持って替えられないものでありま

すので、現段階においては何らかの要因により常包の業務執行が困難となった場合には、当社グループ

の業績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(６) 業界環境が激変する可能性について 

マクロ経済の変化に対しては成す術がありません。あえて言えば、マクロ経済の変化に耐えられるだ

けの高収益モデルを構築するしかないと言えます。マクロ経済の変化には対応できませんが、企業の安

定成長を「社会貢献を目的としたデファクト戦略」で推進しようとしています。自由競争社会におい

て、デファクトビジネスは自由競争を阻害した独占ビジネスが可能です。当社グループは、デファクト

を確保し、競争社会での優位を確保しながら社会貢献型ビジネスモデルを構築し、経営環境を安定させ

ようと努力しています。 

  



(７) eBASE稼働環境の変化について 

eBASEの稼動環境は、現在主流として認知されているMicrosoft製品をプラットフォームとしています

が、そのプラットフォーム自体の仕様が変更された場合や新たなプラットフォームが出現した場合など

には、これらに対応した“eBASE”ソフトウェアの仕様の変更や新規移植などの開発のために多大な費

用と時間を費やさざるを得ず、当社グループの業績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性がありま

す。また、そのプラットフォームのライセンスルール、価格などの変更によっても“eBASE”の販売や

収益率が影響を受ける可能性があります。 

  

(８) 事業の単一性について 

当社グループの事業は“eBASE”関連事業に特化しております。今後は他のソフトウェアの開発など

にも注力してゆく所存ではありますが、何らかの事情で、この“eBASE”関連のビジネスモデルが成り

立たないこととなった場合には、当社グループの事業継続に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(９) 開発費の増大について 

当社グループは、これまで 大公約数的市場ニーズに対応したソリューションソフトウェアとして

“eBASE”を開発することで投資対効果の高いソフトビジネスを構築してきましたが、今後はeBASEの多

種市場への浸透を目指しており、これに伴って、様々な市場ニーズに対応した機能開発を行う必要があ

ります。このため開発費が増大し、eBASEソフトビジネスの利益率が低下する可能性があります。ま

た、当社グループが正しく市場ニーズを認識できない場合には、先行投下した開発費が収益に結びつか

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。 

  

(10)ソフトウェア価格の低下について 

eBASEは、商品情報交換用の商品データベースプラットフォームとしてデファクト確保を起爆剤とし

て拡販することをビジネスモデルとしていますが、このデファクト確保の為にeBASEの販売価格を一定

程度減額する施策を行う可能性があり、このような場合には販売数量の増加にもかかわらず売上および

利益率の低減が生じる可能性があります。 

  

(11)ソフトウェアの瑕疵 

当社グループはeBASEに瑕疵が生じないよう十分留意し、また、ソフトウェアの使用許諾契約におい

て、当社グループソフトウェアeBASEの瑕疵を原因とした顧客の損害についての賠償責任がないことを

明記しておりますが、万一eBASEに瑕疵が発見された場合には、その対応に多大なコストが発生するほ

か、瑕疵の程度によってはeBASEのビジネスモデル自体の遂行が不可能または著しく困難となるなど、

当社グループの業績や事業継続そのものに影響を及ぼす可能性があります。 

  



(12)知的所有権侵害 

“eBASE”は、知的所有権の侵害が無きよう、調査を行った上で開発を行っていますが、知的所有権

の認識違いや、知的所有権の主張変更、調査の限界等、様々な理由で、第三者の知的所有権を侵害して

いないという保証はありません。万一、eBASEが第三者の知的所有権を侵害している場合には、損害賠

償義務やロイヤリティ支払い等が生じ、あるいは当社の社会的信用が低下するなどして、当社グループ

の事業に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(13)小規模組織であることについて 

当社グループは、平成19年３月31日現在において、従業員36名という小規模組織であり、内部管理体

制もその規模に応じたものになっております。 

今後も事業拡大や業務内容の多様化に対応するべく、内部管理体制の充実を図っていく方針でありま

すが、適時にこれが実現できない場合には、業務遂行に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

  

(14)調達資金の使途について 

公募増資による調達資金につきましては、業容拡大投資及び新商品開発投資等を計画しております。

しかしながら、今回の調達資金の充当が、投資者の期待するような当社の成長に結びつく保証はありま

せん。 

  

(15)ストックオプションについて 

当社グループは、ストックオプション制度を採用しております。旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づき平成14年10月１日及び平成15年８月28日開催の臨時株主総会、平成16年６月28日及び平

成17年６月29日開催の定時株主総会の承認を受け、当社取締役、監査役、従業員に対して新株予約権

(ストックオプション)を付与しております。当制度は、当社の業務に従事する者の業績向上に対する意

欲や士気を高めるものとして有効な制度であると認識しており、今後も優秀な人材を確保することを目

的として、同様のインセンティブプランを実施する方針であります。平成19年３月31日現在の潜在株式

数は876株であり、発行済株式総数の6.3％に相当します。これらの新株予約権が行使された場合、１株

当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。 

  

(16)社歴が浅いことについて 

当社グループは、平成13年10月１日に設立され６期決算を経過したのみであることから、期間業績比

較を行うための十分な財務資料が得られません。今後も継続して利益を計上しうるか否か等を予測する

判断材料として過年度の経営成績のみを参考とするには不十分な面があります。 

  



(17)研究開発について 

当社グループは、新しい製品や技術・サービスの開発のために、継続的に研究開発投資を行っており

ます。しかし、市場のニーズに合致し、開発投資に見合った付加価値を生む魅力ある製品を継続的に開

発できる保証はありません。その結果、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

(18)情報管理について 

当社グループは、業務受託やシステム開発において入手する顧客の機密情報や個人情報の管理を徹底

することはもとより、当社グループ自体の保有する内部情報、機密情報やノウハウの社外流出を防止す

ることを経営の重要課題のひとつと位置付けております。そのため、情報管理については管理部を責任

部門として、規程を整備し、取扱方法について、全社員に徹底した社内啓発と教育を行い、情報管理意

識向上に努めております。しかしながら、不正アクセスその他により、万が一、情報漏洩が発生した場

合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼすだけでなく、当社グループの信用失墜につなが

る可能性があります。 

  

(19)システム障害リスクについて 

事業の拡大及び効率化の維持対策を進めた結果、当社グループの事業はコンピューターネットワーク

システムに業務の多くを依存しております。そのため、セキュリティの強化、ハードウェアの二重化等

多くのトラブル対策を講じております。しかしながら、これらの対策にもかかわらず、人為的過誤、自

然災害等によるトラブルが発生した場合には、当社グループが提供するサービスに対する信頼性の低下

を招く等、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(20)業績の季節変動について 

当社グループが行う事業は、顧客(企業)から見ればシステム導入に伴う投資であり、各顧客(各企業)

においてシステム投資は年度予算化されているため、多くの企業では決算が３月及び９月である事から

３月末及び９月末に売上が集中する傾向にあります。しかしながら顧客(企業)の検収時期が遅延した場

合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。従いまして現状では当社グループの経営成

績を分析するに当たり、このような季節性を考慮する必要があります。当事業年度及び前事業年度の上

半期及び下半期の業績は以下のとおりであります。 

  

 
  

第５期(平成18年３月期) 第６期(平成19年３月期)

上半期
(千円)

下半期 
(千円)

通期
(千円)

上半期
(千円)

下半期 
(千円)

通期 
(千円)

売上高 197,346 267,379 464,725 279,049 341,854 620,904

構成比(％) (42.5) (57.5) (100.0) (44.9) (55.1) (100.0)

営業利益 35,315 95,413 130,728 92,829 120,819 213,648

構成比(％) (27.0) (73.0) (100.0) (43.4) (56.6) (100.0)

経常利益 35,328 96,565 131,893 94,290 107,443 201,733

構成比(％) (26.8) (73.2) (100.0) (46.7) (53.3) (100.0)



５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

当社グループの研究開発活動は、既存パッケージソフトウェアeBASEシリーズのバージョンアップと、

その新規eBASEオプションソフトウェア開発等があります。両者ともに開発部がこれを担当しており、必

要に応じて、社外開発会社と共同して開発作業を行うこともありますが、社内開発を基本としておりま

す。当連結会計年度の研究開発費の総額は、19,549千円となっており、当連結会計年度に以下の開発を完

了しリリースしました。 

① eBASEver 3.2 

eBeBASE ver3.2の瑕疵解消、新たなオプションソフトウェアとの整合性確保を目的に、ソフトウェア

のバージョンアップを行いました。 

② eB-foods ver2.0 

食の安心情報のデータ交換を実現するためには、原材料メーカーからのデータ収集が不可欠です。

eB-foods Ver2では、従来の製品・原材料共通画面から原材料情報の入力画面を分離し原材料情報の入

力操作性を改善しました。さらに、原材料情報を元に製品の一括表示情報（原材料・添加物名、アレル

ギー物質、栄養成分、原産国・産地等）を生成する機能を強化しました。 

③ eBASEjr.server 

バイヤー企業の積極的なeBASE導入活動によりサプライヤーに配布された無償ソフトeBASEjr.のデー

タ共有ニーズが高まっており、安価な業務改善ソリューションが望まれてきました。  

従来の本格的な情報共有サーバーであるsmall eBASEserver、eBASEserverのラインナップに加えて

eBASEjr.でのデータ共有に限定した低価格サーバーeBASEjr.serverを開発いたしました。  

④ eB-form, eB-form/lnk 

現状、eBASE対応でないバイヤーへの情報提供には依然としてEXCEL帳票での提出が求められていま

す。サプライヤーのEXCEL帳票出力ニーズは高い状況です。eB-form, eB-form/lnkとは、eBASE指定デー

タ構造(DIY-DB、eB-foods)から、個々のバイヤー帳票を「 エクセル帳票データ 」形式で出力するサー

ビスです。多くのバイヤー帳票に対応が可能になるサービス開発を行ないました。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は、原則として財務諸表に基づいて分析

した内容であります。 

  

(１) 当連結会計年度の財政状態の分析 

① 流動資産 

当連結会計年度における流動資産は、前連結会計年度末に比べて、96.2％増加し、679,760千円と

なりました。これは、主として現金及び預金が262,140千円増加したことによります。（なお、現金

及び預金の詳しい内容につきましては、「第５ 経理の状況 １. 連結財務諸表等（１）連結財務

諸表⑤の連結キャッシュ・フロー計算書」をご参照ください。） 

② 固定資産 

当連結会計年度における固定資産は、前連結会計年度末に比べて、29.9％増加し、48,990千円とな

りました。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、89.6％増加し、728,750千円となりました。 

③ 負債 

当連結会計年度における流動負債は、前連結会計年度末に比べて、108.2％増加し、101,038千円と

なりました。これは、主として利益増加により、未払法人税が増加したためであります。 

④ 純資産 

当連結会計年度における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、90.6％増加し、627,711千円

となりました。主な増加要因は当期純利益が113,678千円と大幅に増加したことや、公募増資等によ

る新株の発行収入185,623千円により、資本金等の増加があったことなどです。 

  

(２) 当連結会計年度の経営成績の分析 

① 営業損益 

当連結会計年度における売上高は620,904千円となりました。このうちパッケージソフトの売上高

は344,010千円、受託開発に係る売上高は101,973千円、保守費の売上高は118,643千円となりまし

た。 

 営業利益は209,898千円となり、営業利益率は33.8％でありました。 

 一方、販売費及び一般管理費については、事業拡大に伴う人件費の増加により351,346千円となり

ました。 

② 経常損益 

当連結会計年度における経常利益は195,588千円となりました。営業外費用としまして、平成18年

12月26日大阪証券取引所ヘラクレス市場への株式上場関連費用14,637千円（株式上場費用12,006千

円、株式交付費2,631千円）を計上しております。 

③ 当期純損益 

当連結会計年度における当期純利益は113,678千円となりました。 

  



(３) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により

105,132千円、財務活動により178,771千円それぞれ増加し、投資活動により21,764千円減少した結果、

前連結会計年度末に比べ262,140千円増加となり、当連結会計年度末には441,513千円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は105,132千円（前連結会計年度比64,672千円増）となりました。 収

入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益194,588千円、減価償却費6,449千円であり、支出の主な内訳

は、売上債権の増加額65,454千円及び法人税等の支払額50,355千円であります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は21,764千円（前連結会計年度比15,569千円増）となりました。 

 これは主に、保証金の差入による支出17,241千円、有形固定資産の取得による支出5,649千円による

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、178,771千円（前連結会計年度比171,121千円増）となりました。 

 これは、新株発行等による収入182,991千円、配当金の支払による支出4,220千円によるものでありま

す。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度において実施した設備投資額は8,049千円であり、その主なものは、大阪本社移転によ

る附属設備の新設、ＡＳＰサービス運用設備の増強、ソフトウエアの購入であります。なお、重要な設備

の除却又は売却はありません。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

(１) 提出会社 

（平成19年３月31日現在） 

 
(注) １ 金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 現在休止中の設備はありません。 

３ ソフトバンクIDC㈱吹田データセンターは、当社がソフトバンクIDC㈱より貸借しているサーバーを保管して

いる場所であります。 

  

(２) 国内子会社 

該当事項はありません。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(１) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

(２) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

事業の種類別 
セグメントの 

名称
設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数

(名)
建物 車両運搬具

工具器具及び
備品

ソフトウェア 合計

本社 
(大阪市北区)

eBASE事業
全業務に関わる

設備
1,179 2,176 3,062 2,312 8,731 27

東京支社 
(東京都中央区)

eBASE事業
全業務に関わる

設備
1,003 ― 524 ― 1,527 9

ソフトバンクIDC
㈱吹田データセ
ンター（大阪府
吹田市)(注）３

eBASE事業 サーバー ― ― 4,042 1,443 5,485 ―



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19年６月１日から有価証券報告書を提出する日までの新株予約権の行使（旧転

換社債等の権利行使を含む。）により発行された株式数は、含まれておりません。 

  

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000

計 40,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成19年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年６月27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 13,944 13,986
大阪証券取引所
ヘラクレス

           ―

計 13,944 13,986 ― ―



(２) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおり

であります。 

  

平成14年10月１日取締役会において決議された新株予約権 

 
(注) １ ①新株予約権者が法令、定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合、新株予約権者が 

破産及び破産に準ずる状態に陥った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものと 

する。 

  ②新株予約権者が死亡した場合は、取締役会が承認したときに限り、その相続人の権利行使を認める。 

  ③当会社の新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 

  

平成15年８月28日臨時株主総会決議 

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 200個 200個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 200株 200株

新株予約権の行使時の払込金額 5,000円 5,000円

新株予約権の行使期間
自 平成15年10月１日
至 平成20年９月30日

自 平成15年10月１日 
至 平成20年９月30日

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  5,000円
資本組入額 2,500円

発行価格  5,000円 
資本組入額 2,500円

新株予約権の行使の条件 (注)１ (注)１

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)１ (注)１

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 188個(注)３ 148個(注)４

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 188株(注)１ 148株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 25,000円(注)１ 25,000円(注)１

新株予約権の行使期間
自 平成16年10月１日
至 平成21年９月30日

自 平成16年10月１日 
至 平成21年９月30日

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  25,000円
資本組入額 12,500円

発行価格  25,000円 
資本組入額 12,500円

新株予約権の行使の条件 (注)２ (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



(注) １ 新株予約権時の払込金額 

  新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

   
  また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

   
  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が発行する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当り払込金額」を「１

株当り処分金額」と読み替えるものとする。 

  さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

２ 新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

  ①新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の行使時においても当社の取

締役、監査役もしくは従業員又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。た

だし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が認めた場合はこの限りではない。 

  ②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 

  ③新株予約権を他に譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 

  ④その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３ 取締役会決議日及び各決議に基づく発行数は以下のとおりであります。 

  ①平成15年８月28日取締役会決議 148個(内、30個は従業員退職により権利喪失しております。) 

  ②平成15年10月10日取締役会決議  40個 

４ 取締役会決議日及び各決議に基づく発行数は以下のとおりであります。 

  ①平成15年８月28日取締役会決議 148個(内、30個は従業員退職により権利喪失しております。) 

  

平成16年６月28日定時株主総会決議 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

  

調整後払込金額

 

＝

  

調整前払込金額

 

×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 458個(注)３ 456個(注)４

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 458株(注)１ 456株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 40,000円(注)１ 40,000円(注)１

新株予約権の行使期間
自 平成18年７月１日
至 平成21年６月30日

自 平成18年７月１日 
至 平成21年６月30日

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  40,000円
資本組入額 20,000円

発行価格  40,000円 
資本組入額 20,000円

新株予約権の行使の条件 (注)２ (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



(注) １ 新株予約権時の払込金額 

  新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

   
  また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

   
  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が発行する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当り払込金額」を「１

株当り処分金額」と読み替えるものとする。 

  さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

２ 新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

  ①新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の行使時においても当社の取

締役、監査役もしくは従業員又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。た

だし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が認めた場合はこの限りではない。 

  ②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 

  ③新株予約権を他に譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 

  ④その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３ 取締役会決議日は以下のとおりであります。 

   平成17年３月18日取締役会決議 458個(内、14個は従業員退職により権利喪失しております。) 

４ 取締役会決議日は以下のとおりであります。 

   平成17年３月18日取締役会決議 456個(内、14個は従業員退職により権利喪失しております。) 

  

平成17年６月29日定時株主総会決議 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

  

調整後払込金額

 

＝

  

調整前払込金額

 

×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

事業年度末現在
(平成19年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成19年５月31日)

新株予約権の数 30個(注)３ 30個(注)３

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 30株(注)１ 30株(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 185,000円 185,000円

新株予約権の行使期間
自 平成19年７月１日
至 平成27年６月30日

自 平成19年７月１日 
至 平成27年６月30日

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  185,000円
資本組入額  92,500円

発行価格  185,000円 
資本組入額  92,500円

新株予約権の行使の条件 (注)２ (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２ (注)２

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



(注) １ 新株予約権時の払込金額 

  新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

   
  また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調

整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

   
  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が発行する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当り払込金額」を「１

株当り処分金額」と読み替えるものとする。 

  さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収合併を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

２ 新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

  ①新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の行使時においても当社の取

締役、監査役もしくは従業員又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。た

だし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が認めた場合はこの限りではない。 

  ②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 

  ③新株予約権を他に譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 

  ④その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

３ 取締役会における発行の決議日は以下のとおりであります。 

   平成18年５月８日取締役会決議 

  

(３) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

  

調整後払込金額

 

＝

  

調整前払込金額

 

×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



(４) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ 株主割当        

  発行価格        1,000円 

  資本組入額       1,000円 

  割当先は、常包浩司。 

２ 有償第三者割当     

  発行価格        5,000円 

  資本組入額       5,000円 

  割当先は、eBASE従業員持株会、西山貴司、他５名。 

３ 有償第三者割当     

  発行価格        25,000円 

  資本組入額       13,000円 

  割当先は、西尾浩一、他９名。 

４ 有償第三者割当     

  発行価格        30,000円 

  資本組入額       15,000円 

  割当先は、野村信託銀行株式会社、日本アジア投資株式会社。 

５ 新株予約権の行使による増加であります。     

６ 有償第三者割当      

  発行価格        30,000円 

  資本組入額       15,000円 

  割当先は、河田勉、明石克巳、他14名。 

７ 有償第三者割当     

  発行価格        40,000円 

  資本組入額       20,000円 

  割当先は、富士ゼロックス株式会社、石井康信、他10名 

８ 有償一般募集（ブックビルディング方式） 

  発行価格       185,000円  引受価額    170,940円 

  発行価額       123,250円  資本組入額    85,470円 

９ 平成19年４月１日から平成19年５月31日までの間に、新株予約権の行使（旧転換社債等の権利行使を含

む。）により、発行済株式総数が42株、資本金が540千円及び資本準備金が540千円増加しております。 
  

  

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14年７月18日 
  (注)１

3,000 3,200 3,000 13,000 － －

平成14年12月26日 
  (注)２

2,650 5,850 13,250 26,250 － －

平成15年３月29日 
  (注)３

1,250 7,100 16,250 42,500 15,000 15,000

平成15年10月24日 
  (注)４

400 7,500 6,000 48,500 6,000 21,000

平成15年10月27日 
  (注)５

200 7,700 2,500 51,000 2,500 23,500

平成16年２月28日 
  (注)６

850 8,550 12,750 63,750 12,750 36,250

平成16年５月31日 
  (注)５

1,000 9,550 2,500 66,250 2,500 38,750

平成16年７月17日 
  (注)７

1,000 10,550 20,000 86,250 20,000 58,750

平成18年12月26日 
  (注)８

950 11,500 81,196 167,446 81,196 139,946

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日 
  (注)５

2,444 13,944 11,615 179,061 11,615 151,561



(５) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

 
  

(６) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
  

  

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況政府及び 

地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数 
 (人)

－ 3 13 14 5 － 752 787 －

所有株式数 
（株）

－ 394 370 645 175 － 12,360 13,944 －

所有株式数 
の割合(％)

－ 2.83 2.65 4.63 1.25 － 88.64 100.0 －

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(％)

常包 浩司 大阪府豊中市 5,680 40.73

西山 貴司 兵庫県西宮市 745 5.34

大塚 勉 兵庫県宝塚市 590 4.23

西尾 浩一 大阪府豊中市 550 3.94

富士ゼロックス株式会社 東京都港区赤坂2-17-22 500 3.59

常包 和子 大阪府豊中市 375 2.69

窪田 勝康 奈良県生駒市 355 2.55

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜2-4-6 337 2.42

岩田 貴夫 大阪府枚方市 303 2.17

福田 泰弘 神戸市東灘区 240 1.72

計 ― 9,675 69.38



(７) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年３月31日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年３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

13,944
13,944 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 13,944 ― ―

総株主の議決権 ― 13,944 ―

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 ― ― ― ― ―



(８) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行するものであります。 

当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

(平成14年10月１日取締役会決議) 

 
  

(平成15年８月28日臨時株主総会決議) 

 
  

(平成16年６月28日定時株主総会決議) 

 
  

決議年月日 平成14年10月１日

付与対象者の区分及び人数 取締役 １名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 3,200

新株予約権の行使時の払込金額(円) 5,000

新株予約権の行使期間 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

―

決議年月日 平成15年８月28日

付与対象者の区分及び人数
取締役 ４名
従業員 12名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 490

新株予約権の行使時の払込金額(円) 25,000

新株予約権の行使期間 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

―

決議年月日 平成16年６月28日

付与対象者の区分及び人数
取締役 ５名
監査役 １名 
従業員 17名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 600

新株予約権の行使時の払込金額(円) 40,000

新株予約権の行使期間 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

―



(平成17年６月29日定時株主総会決議) 

 
  

２ 【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】   該当事項はありません。 

(１) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(２) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

(３) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

(４) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として位置付け、株主への長期的な利益還元を実

現するため、まず内部留保資金を充実し、ビジネス環境の変化を先取りした積極的な事業展開を行う

必要があると考えております。またその決定に関しては、経営成績及び財政状態並びに配当性向を総

合的に勘案し決定することを基本方針としております。 

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株

主総会であります。 

当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株当たり

1,000円（配当金総額13,944千円）の配当を実施することを決定しました。内部留保資金につきまし

ては、人員の補充、新製品開発に伴う投資、業務効率化のための社内システム・インフラ構築に充当

していく予定です。 

なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており

ます。 

  
(注) 基準日が当期に属する剰余金の配当の株主総会の決議年月日は平成19年６月26日であります。 

  

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数 従業員 14名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 30

新株予約権の行使時の払込金額(円) 185,000

新株予約権の行使期間 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

―



４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

  

 
(注) １ 高・ 低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場における株価を記載しております。 

２ 当社株式は、平成18年12月26日から大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場しております。 

  それ以前については、該当事項はありません。 

  

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) １ 高・ 低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場における株価を記載しております。 

２ 当社株式は、平成18年12月26日から大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場しております。 

  それ以前については、該当事項はありません。 

  

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

高(円) ― ― ― ― 1,310,000

低(円) ― ― ― ― 322,000

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月

高(円) ― ― 1,310,000 1,040,000 648,000 445,000

低(円) ― ― 890,000 565,000 388,000 322,000



５ 【役員の状況】 

 
（注）１. 監査役の大林英雄、浦久保圭司は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

 ２. 平成18年10月2日開催の臨時株主総会の終結の時から平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時までであ

ります。 

 ３. 平成18年10月2日開催の臨時株主総会の終結の時から平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時までであ

ります。 

 ４. 平成19年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時までであ

ります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役 
社長

― 常包 浩司 昭和32年３月20日

昭和55年４月 プリマハム株式会社入社

(注)2 5,680

昭和58年４月 凸版印刷関西容器株式会社入社

昭和60年４月 凸版印刷株式会社転籍

平成８年４月 関西画像研究所所長就任

平成13年10月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

取締役
執行役員 

（大阪営業部
担当）

西山 貴司 昭和41年７月３日

平成４年４月 凸版印刷株式会社入社

(注)2 745

平成13年10月 当社取締役就任

平成17年11月
 eBASE-NeXT株式会社 

 代表取締役社長就任(現任)

平成19年４月
当社取締役執行役員（大阪営業部担当）

就任 (現任)

取締役
執行役員 

(東京営業部
担当)

大塚  勉 昭和41年３月10日

平成元年４月 凸版印刷株式会社入社

(注)2 590

平成15年４月 アクティーフタバ株式会社入社

平成15年10月  当社取締役就任

平成19年４月
当社取締役執行役員（東京営業部担当）

就任 (現任)

取締役
執行役員 

(市場開発部
担当)

岩田 貴夫 昭和42年６月23日

平成２年４月 凸版印刷株式会社入社

(注)2 303

平成15年11月 当社入社(契約社員)

平成16年６月  当社取締役就任

平成19年４月
当社取締役執行役員（市場開発部担当）

就任 (現任)

取締役
執行役員 
(ＣＦＯ)

窪田 勝康 昭和37年10月28日

昭和58年４月 凸版印刷株式会社入社

(注)2 355

平成16年４月 ソフトウェアビジネス本部本部長就任

平成17年１月 当社入社(契約社員)

平成17年６月 当社入社(正社員)

平成17年９月  当社取締役就任

平成19年４月
当社取締役執行役員（ＣＦＯ）就任 (現

任)

常勤監査役 ― 大林 英雄 昭和14年２月10日

昭和37年４月 日本NCR株式会社入社

(注)4 ―

昭和49年４月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社入社

昭和53年４月
日本マネジメントシステムサービス株式

会社入社

平成15年10月  同社代表取締役就任

平成18月12月 同社代表取締役退任

平成18月12月 同社相談役就任（現任）

平成19年６月 当社監査役就任 (現任)

監査役 ― 浦久保 圭司 昭和13年12月25日

昭和37年４月 松下電工株式会社入社

(注)3 5

昭和59年４月 外装建材事業部押出外装材開発部長就任

平成元年４月 住建事業本部副理事・情報開発部長就任

平成11年１月 松下電工株式会社退社

平成13年５月 ネクストウェア株式会社顧問就任

平成17年３月 ネクストウェア株式会社顧問退任

平成17年６月 当社監査役就任 (現任)

計 7,678



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(１) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方 

当社は、長期安定的な株主価値の向上を経営の 重要課題の１つとして位置づけ、より高い技術開

発力を目指す技術者集団として、株主をはじめ地域社会、顧客企業、社員等のステークホルダーと共

に成長していく事を目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する

ことが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化、充実に努めております。 

まず、株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保

を重視し、変化の早い経営環境に対応して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構

築するとともに、経営の効率性を担保とする経営監視体制の充実を図ってまいります。それにより、

ステークホルダーの信用と信頼を得て、事業活動を展開していく方針であります。 

今後も、会社の成長・変化に応じて、コーポレート・ガバナンスの体制を随時見直し、企業価値の

大化を計る事を目標としております。 

  

② 監査役監査および内部監査の状況 

当社の監査役監査の状況は、常勤監査役１名及び非常勤監査役１名の計２名の体制となっておりま

す。 

監査役は、取締役会及び経営会議その他重要な会議に出席するほか、取締役会から営業報告を聴取

し、全ての重要な決裁書類を閲覧し、各部署においての業務及び資産の状況を調査するとともに、各

事業年度にかかる会計帳簿の調査、計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書につき検討を

加えた上で、監査報告書を作成しております。更に、コーポレート・ガバナンスの一環として、取締

役の職務執行が適正を欠く恐れがある場合には、必要な助言を行い、的確に職務を遂行しておりま

す。また、監査役は監査役監査のほかに内部監査責任者と同行して内部監査業務への立会いをし、

又、会計監査人の会計監査への適時立会い及び監査報告会に常時出席し、適時意見を述べることによ

って内部監査責任者及び会計監査人の相互連携を図り、当社グループ部門の業務執行状況を監査して

おります。 

また、内部監査においては、営業部・管理部から各１名が選出され、内部監査規程に則り、担当者

２名が年間の監査テーマを策定し、監査テーマに関連する部署の監査を行い、連結子会社も併せ内部

監査を実施しております。 

  

③ 会計監査の状況 

会計監査につきましては、新日本監査法人と監査契約を締結しております。 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、西野秀一、増田豊であり、会計監査業務にかかる補

助者は公認会計士２名、会計士補４名であります。 

  

④ 社外取締役及び社外監査役との関係 

社外取締役及び社外監査役と当社の間には特別な利害関係はありません。 

  



(２) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 取締役会 

取締役会は、５名の取締役により構成され、全員が常勤取締役であります。（当社の取締役は５名

以内とする旨を定款で定めております。）毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取

締役会を開催しており経営上重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行ってお

ります。 

又、当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役１名、非常勤監査役１名であります。監査役

は、原則として取締役会に出席し、随時意見を述べ、取締役の業務執行の状況について監督を行い、

経営について監視を行っております。また、監査役は、取締役会以外の経営上重要な会議にも出席

し、稟議書等の重要な文書を随時閲覧し、業務執行の状況を監視する役割を果たしております。 

  

② 経営会議 

当社では、週１回、原則として常勤取締役及び各部署責任者・担当者が出席する経営会議を開催し

ております。職務権限規程に基づき、事業計画及び業績についての報告・検討及び重要な業務に関す

る判断を行っており各部門の業務の執行状況が報告され、情報共有しつつ、十分な議論を行っており

ます。 

  

(３) 監査報酬の内容 

第６期事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)における監査法人に対する監査報酬

は以下のとおりであります。 

 
  

(４) 役員報酬及び監査役報酬の内容 

第６期事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)における当社取締役及び監査役に対

する役員報酬は以下のとおりであります。 

役員報酬： 

 
（注）１. 取締役の報酬には平成18年６月まで使用人兼務取締役であった者に関する使用人分給与（転勤

に伴う当社転勤取扱規定に基づく家賃補助合計450千円）は含まれておりません。 

    ２. 上記１の家賃補助は、平成17年６月29日開催の第４回定時株主総会における取締役の報酬限度

額に関する「年額60,000千円以内（使用人分を除く）」との決議により、平成18年４月から６

月までの間に使用人分として支給したものです。   

    ３. 平成18年６月26日開催の第５回定時株主総会において決議された役員報酬限度額は、取締役総

額年額120,000千円以内、監査役総額年額15,000千円以内となっております。 

公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に 

規定する業務に基づく報酬
7,550千円

上記以外の報酬はありません。

取締役 64,971千円

監査役 6,350千円



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(１)  当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵

省令第28号。以下「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、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規

則に基づき、当連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸

表規則に基づいて作成しております。 

  

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

59号。以下「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、前事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基

づき、当事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の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、前連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３

月31日まで)及び第５期事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)並びに当連結会計年度

(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)及び第６期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３

月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について新日本監査法人により監査を受けております。 

 なお、前連結会計年度及び第５期事業年度に係る監査報告書は、平成18年11月22日提出の有価証券届

出書に添付されたものによっております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(１) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度

(平成18年３月31日)
当連結会計年度 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 179,373 441,513

 ２ 売掛金 163,184 228,576

 ３ たな卸資産 2,131 283

 ４ 繰延税金資産 811 6,833

 ５ その他 2,029 3,927

   貸倒引当金 △983 △ 1,374

   流動資産合計 346,547 90.2 679,760 93.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ― 2,330

    減価償却累計額 ― ― △146 2,183

  (2) 車両運搬具 4,201 4,201

    減価償却累計額 △1,005 3,196 △2,024 2,176

  (3) 工具器具及び備品 20,058 23,378

    減価償却累計額 △11,782 8,276 △15,749 7,629

   有形固定資産合計 11,472 3.0 11,988 1.6

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 2,672 3,755

  (2) 電話加入権 10 10

   無形固定資産合計 2,682 0.7 3,766 0.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,000 0

  (2) 繰延税金資産 11,030 8,131

  (3) 長期前払費用 5,331 4,980

  (4) 差入保証金 4,357 17,811

  (5) その他 1,850 2,311

   投資その他の資産合計 23,570 6.1 33,235 4.6

   固定資産合計 37,725 9.8 48,990 6.7

   資産合計 384,272 100.0 728,750 100.0



前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 1,661 4,200

 ２ 未払金 10,624 19,844

 ３ 未払法人税等 25,264 64,680

 ４ 未払消費税等 9,681 10,398

 ５ その他 1,296 1,913

   流動負債合計 48,528 12.6 101,038 13.9

   負債合計 48,528 12.6 101,038 13.9

(少数株主持分)

  少数株主持分 6,347 1.7 ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 86,250 22.4 ― ―

Ⅱ 資本剰余金 58,750 15.3 ― ―

Ⅲ 利益剰余金 184,396 48.0 ― ―

   資本合計 329,396 85.7 ― ―

   負債、少数株主持分及び 
   資本合計

384,272 100.0 ― ―

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ※ ― 179,061

 ２ 資本剰余金

  （１）資本準備金 ― 151,561

  資本剰余金合計 ― 151,561

 ３ 利益剰余金

  （１）その他利益剰余金

   繰越利益剰余金 ― 293,855

  利益剰余金合計 ― 293,855

   株主資本合計 ― ― 624,478 85.7

Ⅱ 少数株主持分 ― ― 3,233 0.4

   純資産合計 ― ― 627,711 86.1

   負債純資産合計 ― ― 728,750 100.0



② 【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 464,725 100.0 620,904 100.0

Ⅱ 売上原価 59,279 12.8 59,659 9.6

   売上総利益 405,445 87.2 561,244 90.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 57,792 71,321

 ２ 給与手当 103,238 133,271

 ３ 法定福利費 17,729 22,238

 ４ 旅費交通費 21,335 27,731

 ５ 支払手数料 17,773 14,284

 ６ 研究開発費 ※１ 12,185 19,549

 ７ 減価償却費 2,832 3,264

 ８ 貸倒引当金繰入額 228 390

 ９ その他 43,172 276,288 59.4 59,293 351,346 56.6

   営業利益 129,157 27.8 209,898 33.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 25 92

 ２ その他 139 164 0.0 235 328 0.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 株式交付費 ― 2,631

 ２ 株式上場費用 ― ― ― 12,006 14,637 2.4

   経常利益 129,322 27.8 195,588 31.5

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 61 61 0.0 ― ― ―

Ⅶ 特別損失

 １ 投資有価証券評価損 ― ― ― 999 999 0.2

   税金等調整前当期純利益 129,383 27.8 194,588 31.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

47,551 87,147

   法人税等調整額 △428 47,123 10.1 △3,123 84,024 13.5

   少数株主損失 1,302 0.3 3,114 0.5

   当期純利益 83,562 18.0 113,678 18.3



③ 【連結剰余金計算書】 

  

 
  

④ 【連結株主資本等変動計算書】 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 58,750

Ⅱ 資本剰余金期末残高 58,750

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 100,833

Ⅱ 利益剰余金増加高

  １ 当期純利益 83,562 83,562

Ⅲ 利益剰余金期末残高 184,396

株主資本

少数株主持分 純資産合計
資本金

資本剰余金

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金

資本準備金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千
円)

86,250 58,750 184,396 329,396 6,347 335,744

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 92,811 92,811 185,623 185,623

 剰余金の配当 （注） △4,220 △4,220 △4,220

 当期純利益 113,678 113,678 113,678

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の 
変動額(純額)

△3,114 △3,114

連結会計年度中の変動額合
計(千円)

92,811 92,811 109,458 295,081 △3,114 291,967

平成19年３月31日残高(千
円)

179,061 151,561 293,855 624,478 3,233 627,711



⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純利益 129,383 194,588

   減価償却費 6,660 6,449

   固定資産売却益 △61 ―

      投資有価証券評価損 ― 999

   貸倒引当金の増加額 228 390

   受取利息 △25 △92

   売上債権の増加額 △39,745 △65,454

   たな卸資産の減少(増加)額 △1,664 1,847

   仕入債務の増加(減少)額 △5,348 2,539

   未払消費税の増加額 2,433 716

   その他 2,651 13,409

    小計 94,513 155,395

   利息の受取額 25 92

   法人税等の支払額 △54,077 △50,355

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

40,460 105,132

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 △6,346 △5,649

   有形固定資産の売却による収入 885 ―

   無形固定資産の取得による支出 △10 △2,400

   貸付による支出 △1,200 △2,700

   貸付金の回収による収入 500 2,438

   保証金の差入による支出 △24 △17,241

   保証金の解約による収入 ― 3,787

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△6,195 △21,764

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   少数株主からの払込による収入 7,650 ―

   株式発行による収入 ― 182,991

   配当金の支払額 ― △4,220

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

7,650 178,771

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 41,915 262,140

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 137,457 179,373

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 179,373 441,513



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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) すべての子会社を連結しておりま

す。

  連結子会社の数   １社

  連結子会社の名称

eBASE-NeXT株式会社

 

  eBASE-NeXT株式会社は、当連結会

計年度において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。

(1) すべての子会社を連結しておりま

す。

  連結子会社の数   １社

  連結子会社の名称

eBASE-NeXT株式会社

 

２ 持分法の適用に関する事

項

 非連結子会社及び関連会社がないた

め、該当事項はありません。

同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の決算日は、連結決算日

と一致しております。

同左

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

   時価のないもの

    移動平均法による原価法を採

用しております。

(イ)有価証券

  その他有価証券

   時価のないもの

同左

(ロ)たな卸資産

  製品・仕掛品

   個別法による原価法を採用して

おります。

(ロ)たな卸資産

  製品・仕掛品

同左

  貯蔵品

   移動平均法による原価法を採用

しております。

  貯蔵品

同左

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産

  定率法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

   車両運搬具       ６年

   工具器具及び備品  ３～６年

(イ)有形固定資産

  定率法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

   建物          15年

   車両運搬具       ６年

   工具器具及び備品  ３～６年

(ロ)無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアにつき

ましては、社内における利用期間

(５年)に基づく定額法によってお

ります。

(ロ)無形固定資産 

        同左

(ハ)長期前払費用 

 毎期均等償却又は、販売実績等

に基づいた償却を行なっておりま

す。

(ロ)長期前払費用 

        同左



  

 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上 

基準

(イ)貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(イ)貸倒引当金

同左

 (4) リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

 (5) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

(イ)消費税等の処理方法 

  税抜方式によっております。

(イ)消費税等の処理方法

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 連結調整勘定の償却に関

する事項

 該当事項はありません。 ―――

７ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

       ―――  該当事項はありません。

８ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項

 連結剰余金計算書は、連結会計年度

中に確定した利益処分に基づいて作成

しております。

―――

９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 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現金及び

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



(会計方針の変更) 

  

 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準

―――  当連結会計年度から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は624,478千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結財務諸表は、改正後の連結

財務諸表規則により作成しておりま

す。

２ ストック・オプション等

に関する会計基準

―――  当連結会計年度から「ストック・オ

プション等に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第８号）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準委員会 最

終改正平成18年５月31日 企業会計基

準適用指針第11号）を適用しておりま

す。  

 これによる損益に与える影響はあり

ません。  

 



(追加情報) 

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――― 
 
 
 
 
 

（スプレッド方式による新株発行）

  平成18年12月26日に実施した有償一般募集による新

株発行（950株）は、引受証券会社が引受価額(170,940

円)で買取引受を行い、当該買取価額とは異なる価格

(185,000円)で一般投資家に販売するスプレッド方式に

よっております。スプレッド方式では発行価格の総額

と引受価額の総額との差額13,357千円が事実上の手数

料であり、引受価額と同一の発行価格で一般投資家に

販売する従来の方式によった場合に比べ、株式交付費

の額と資本金および資本準備金の合計額は、それぞれ

13,357千円少なく計上されております。また従来方式

によった場合に比べ、経常利益および税金等調整前当

期純利益は同額多く計上されております。



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(連結損益計算書関係) 

  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
   （変動事由の概要） 

    増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

     新株予約権の権利行使による新株発行による増加    2,444株 

     公募増資による新株発行による増加           950株 

  

２．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 

 
  

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

※ 当社の発行済株式総数は、普通株式10,550株であり

ます。

―――

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は12,185千円であります。

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は19,549千円であります。

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

車両運搬具 61千円

―――

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 10,550 3,394 － 13,944

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たりの
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月26日 
定時株主総会

普通株式 4,220 400 平成18年３月31日 平成18年６月27日

決議 株式の種類 配当の原資
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19年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 13,944 1,000 平成19年３月31日 平成19年６月27日



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

(リース取引関係) 

 
  

  

(有価証券関係) 

１ 時価評価されていない有価証券 
  

   
  

  

(デリバティブ取引関係) 

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31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18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 179,373千円

現金及び現金同等物 179,373千円

※ 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19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 441,513千円

現金及び現金同等物 441,513千円

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

該当事項はありません。            同左

区分

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券 1,000 0

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 該当事項はありません。            同左



(退職給付関係) 

 
  

(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１.当該連結事業年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用  － 千円 

  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

    (１) ストック・オプションの内容 

 

 
 (注)１  株式数に換算して記載しております。 

    ２  ①新株予約権者が法令、定款もしくは当社との契約に違反する重要な行為を行った場合、新株予約権者が

破産及び破産に準ずる状態に陥った場合は、当該事由の発生日より新株予約権の行使はできないものと

する。 

    ②新株予約権者が死亡した場合は、取締役会が承認したときに限り、その相続人の権利行使を認める。 

    ③当会社の新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 

   ３  ①新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の行使時においても当社の  

取締役、監査役もしくは従業員又は子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要す

る。但し、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が認めた場合はこの限りではない。 

    ②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。 

    ③新株予約権を他に譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 退職一時金制度及び退職年金制度を採用しておりませ

んので、該当事項はありません。
           同左

平成14年ストック・オプ

ション

平成15年ストック・オプ

ション①

平成15年ストック・オプ

ション②

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

付与対象者の区分及び

人数
当社役員 １名 

当社役員  ２名 

当社従業員 11名

当社役員  １名 

当社従業員 １名

株式の種類及び付与数
普通株式 3,200株 

（注）１
普通株式 370株（注）１ 普通株式 80株（注）１

付与日 平成14年11月１日 平成15年９月12日 平成15年10月17日

権利確定条件 （注）２ （注）３ （注）３

対象勤務期間 （注）４ （注）４ （注）４

権利行使期間
平成15年10月１日 

～平成20年９月30日

平成16年10月１日 

～平成21年９月30日

平成16年10月１日 

～平成21年９月30日

平成16年ストック・オプ

ション

平成18年ストック・オプ

ション

会社名 提出会社 提出会社

付与対象者の区分及び

人数

当社役員   ６名  

当社従業員  17名
当社従業員 14名

株式の種類及び付与数 普通株式 600株 （注）１ 普通株式 30株 （注）１

付与日 平成17年３月17日 平成18年５月22日

権利確定条件 （注）３ （注）３ 

対象勤務期間 （注）４ （注）４

権利行使期間
平成18年７月１日 

～平成21年６月30日

平成19年７月１日 

～平成27年６月30日



     ④その他の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

４ 対象勤務期間の定めはありません。 

  

    (２) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

     ①  ストック・オプションの数 

 

 
  

     ②  単価情報 

 

 
  

平成14年ストック・オプ
ション

平成15年ストック・オプ
ション①

平成15年ストック・オプ
ション②

権利確定前

 期首（株） － － －

 付与（株） － － －

 失効（株） － － －

 権利確定（株） － － －

 未確定残（株） － － －

権利確定後

 期首（株） 2,200 370 80

 権利確定（株） 2,200 370 80

 権利行使（株） 2,000 222 40

 失効（株） － 30 －

 未行使残（株） 200 118 40

平成16年ストック・オプ
ション

平成18年ストック・オプ
ション

権利確定前

 期首（株） － －

 付与（株） － 30

 失効（株） － －

 権利確定（株） － －

 未確定残（株） － 30

権利確定後

 期首（株） 600 －

 権利確定（株） 600 －

 権利行使（株） 142 －

 失効（株） 14 －

 未行使残（株） 444 －

平成14年ストック・オプ
ション

平成15年ストック・オプ
ション①

平成15年ストック・オプシ
ョン②

決議年月日 平成14年10月１日 平成15年８月28日 平成15年８月28日

権利行使価格（円） 5,000 25,000 25,000

行使時平均株価（円） － － －

付与日における公正な
評価単価（円）

－ － －

平成16年ストック・オプ
ション

平成18年ストック・オプシ
ョン

決議年月日 平成16年６月28日 平成17年６月29日

権利行使価格（円） 40,000 185,000

行使時平均株価（円） － －

付与日における公正な
評価単価（円）

－ 50,000



   ３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当事業年度において付与された平成18年度ストック・オプションの単価は、未公開企業であるため単位当たり

の本源的価値を見積る方法により算定しております。 

また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、割引キャッシュ・フロー

法により算定しております。 

なお、当事業年度末における本源的価値の合計額は50,000円であります。 

     ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 

  

(税効果会計関係) 

  

 
  

  

  

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 (繰延税金資産)

 ① 流動資産

   未払事業税 811千円

     計 811千円

 ② 固定資産

   販売促進費 10,801千円

   減価償却超過額 229千円

     計 11,030千円

   繰延税金資産合計 11,842千円

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

 (繰延税金資産)

 ① 流動資産

   未払事業税

   貸倒引当金繰入

6,256千円

577千円

     計 6,833千円

 ② 固定資産

   販売促進費 7,979千円

   減価償却超過額 152千円

   繰越欠損金 3,525千円

   投資有価証券評価損 419千円

   関係会社評価損 1,927千円

     小計 14,005千円

   評価性引当額 △5,873千円

     計 8,131千円

   繰延税金資産合計 14,965千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 42.00％

 交際費等永久差異 0.57％

 住民税均等割 0.61％

 情報通信機器特別控除 △0.17％

 特定業種中小創業法人軽減税率 △4.07％

 中小法人軽減税率 △0.60％

 試験研究等税額控除 △1.36％

 その他 △0.56％

 税効果適用後の法人税等の負担率 36.42％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 40.64％

 交際費等永久差異 1.16％

 住民税均等割 0.47％

 評価性引当額 3.02％

 試験研究等税額控除 △1.00％

 その他 △1.11％

 税効果適用後の法人税等の負担率 43.18％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額にeBASE事業の

割合がいずれも90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額にeBASE事業の

割合がいずれも90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  東京支店への単身赴任にともなう借上住宅の会社負担分であり、当社「転勤取扱規程」に基づき支給してお

ります。 

３ 尚、同取引は、平成18年６月30日に解消しております。 

  

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 大塚 勉
兵庫県 
宝塚市

― 当社取締役 5.21 ― ―
社宅の家賃
補助

1,800 ― ―



当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  東京支店への単身赴任にともなう借上住宅の会社負担分であり、当社「転勤取扱規程」に基づき支給してお

ります。 

３ 尚、同取引は、平成18年６月30日に解消しております。 

  

(１株当たり情報) 

 
  

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

 
  

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 大塚 勉
兵庫県 
宝塚市 ― 当社取締役 4.23 ― ―

社宅の家賃
補助

450 ― ―

項目
前連結会計年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 31,222円44銭 44,784円76銭

１株当たり当期純利益 7,920円65銭 9,615円88銭

潜在株式調整後 
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

益については、新株予約権の残高が

ありますが、当社株式は非上場かつ

非登録であり、期中平均株価が把握

できないため記載しておりません。

          8,754円63銭

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 83,562 113,678

普通株式に係る当期純利益(千円) 83,562 113,678

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 10,550 11,822

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まれなかった潜在株

式の概要

新株予約権３種類(新株

予約権の個数3,260個)。

これらの詳細は「第４

提出会社の状況、１ 株

式等の状況 (2) 新株予

約権等の状況」に記載の

とおりであります。

―
 

        



(重要な後発事象) 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 平成17年６月29日開催の株主総会決議に基づき、

平成18年５月22日新株予約権30個を発行致しまし

た。

２ 平成18年10月２日に以下の新株予約権の行使があ

りました。

(1) 新株予約権の行使日 平成18年10月２日

(2) 新株予約権の行使により 
    発行する株式の種類及び数

普通株式 2,000株

 (3) 新株予約権の行使により  
      発行する株式の発行価格 
      の総額

10,000千円

(4) 新株予約権の行使により 
      発行する株式の資本組入額

5,000千円

(5) 新株式の配当起算日  平成18年４月１日

該当事項はありません。



⑥ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

該当事項はありません。 

  

(２) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

  

  



２ 【財務諸表等】 

(１) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  
前事業年度

(平成18年３月31日)
当事業年度 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 166,157 434,676

 ２ 受取手形 ― ―

 ３ 売掛金 163,184 228,576

 ４ 製品 327 261

 ５ 仕掛品 1,771 ―

 ６ 貯蔵品 31 22

 ７ 前払費用 1,251 2,274

 ８ 繰延税金資産 811 6,833

 ９ その他 652 1,348

   貸倒引当金 △983 △1,374

   流動資産合計 333,206 88.0 672,618 92.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

   （1）建物 ― 2,330

    減価償却累計額 ― ― △146 2,183

  (1) 車両運搬具 4,201 4,201

    減価償却累計額 △1,005 3,196 △2,024 2,176

  (2) 工具器具及び備品 20,058 23,378

    減価償却累計額 △11,782 8,276 △15,749 7,629

   有形固定資産合計 11,472 3.0 11,988 1.7

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 2,672 3,755

  (2) 電話加入権 10 10

   無形固定資産合計 2,682 0.7 3,766 0.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,000 0

  (2) 関係会社株式 7,950 3,359

  (3) 従業員に対する 
    長期貸付金

100 561

  (4) 長期前払費用 5,331 4,980

  (5) 差入保証金 4,357 17,811

  (6) 会員権 1,750 1,750

  (7) 繰延税金資産 11,030 8,131

   投資その他の資産合計 31,520 8.3 36,595 5.0

   固定資産合計 45,675 12.0 52,349 7.2

   資産合計 378,881 100.0 724,967 100.0



   
  

前事業年度
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 1,661 4,200

 ２ 未払金 10,312 19,499

 ３ 未払法人税等 25,178 64,475

 ４ 未払消費税等 9,681 10,398

 ５ 前受金 63 ―

 ６ 預り金 1,233 1,631

 ７ 仮受金 ― 282

   流動負債合計 48,130 12.7 100,489 13.9

   負債合計 48,130 12.7 100,489 13.9

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※１ 86,250 22.8 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 58,750 ―

   資本剰余金合計 58,750 15.5 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 当期未処分利益 185,750 ―

   利益剰余金合計 185,750 49.0 ― ―

   資本合計 330,750 87.3 ― ―

   負債資本合計 378,881 100.0 ― ―

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― 179,061

 ２ 資本剰余金

  （１）資本準備金 ― 151,561

   資本剰余金合計 ― 151,561

 ３ 利益剰余金

  （１）その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― 293,855

   利益剰余金合計 ― 293,855

   株主資本合計 ― ― 624,478 86.1

   純資産合計 ― ― 624,478 86.1

   負債純資産合計 ― ― 724,967 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 464,725 100.0 620,904 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 期首製品たな卸高 438 327

 ２ 当期製品製造原価 59,168 59,592

   合計 59,607 59,920

 ３ 期末製品たな卸高 327 59,279 12.8 261 59,659 9.6

   売上総利益 405,445 87.2 561,244 90.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 57,792 71,321

 ２ 給与手当 103,238 133,271

 ３ 法定福利費 17,729 22,238

 ４ 旅費交通費 20,982 25,517

 ５ 支払手数料 17,752 14,174

 ６ 研究開発費 ※１ 12,185 19,549

 ７ 減価償却費 2,832 3,264

 ８ 貸倒引当金繰入額 228 390

 ９ その他 41,975 274,717 59.1 57,867 347,596 56.0

   営業利益 130,728 28.1 213,648 34.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 25 87

 ２ 事務代行手数料 ※２ 1,000 2,400

 ３ その他 139 1,164 0.3 235 2,722 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 株式交付費 ― 2,631

 ２ 株式上場費用 ― ― 12,006 14,637 2.3

   経常利益 131,893 28.4 201,733 32.5

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ 61 61 0.0 ― ― ―

Ⅶ 特別損失

 １ 子会社株式評価損 ― 4,590

 ２ 投資有価証券評価損 ― ― ― 999 5,590 0.9

   税引前当期純利益 131,954 28.4 196,143 31.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

47,466 86,941

   法人税等調整額 △428 47,037 10.1 △3,123 83,817 13.5

   当期純利益 84,916 18.3 112,325 18.1

   前期繰越利益 100,833

   当期未処分利益 185,750



製造原価明細書 

  

 
(注)※１ 主な内訳は、次のとおりであります。 

  

 
  

(原価計算の方法) 

当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算によっております。 

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

Ⅰ 材料費 6,482 10.7 21,039 36.4

Ⅱ 労務費 28,843 47.3 21,194 36.6

Ⅲ 経費 ※１ 25,614 42.0 15,586 27.0

  当期総製造費用 60,940 100.0 57,821 100.0

  期首仕掛品たな卸高 ― 1,771

   合計 60,940 59,592

  期末仕掛品たな卸高 1,771 ―

  当期製品製造原価 59,168 59,592

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

外注加工費 7,475 3,136

保管料 7,108 ―

支払報酬 6,458 1,731

減価償却費 ― 3,185

管理費 ― 7,331



③ 【利益処分計算書】 

  

 
  

④ 【株主資本等変動計算書】 

 当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 
  

   
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  
  
  

  

株主総会承認年月日
前事業年度

(平成18年６月26日)

区分
注記 
番号

金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 185,750

Ⅱ 利益処分額

 １ 配当金 4,220 4,220

Ⅲ 次期繰越利益 181,530

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金
利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金

資本準備金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 86,250 58,750 185,750 330,750 330,750

事業年度中の変動額

 新株の発行 92,811 92,811 185,623 185,623

 剰余金の配当 （注） △4,220 △4,220 △4,220

 当期純利益 112,325 112,325 112,325

事業年度中の変動額合計(千
円)

92,811 92,811 108,105 293,728 293,728

平成19年３月31日残高(千円) 179,061 151,561 293,855 624,478 624,478



重要な会計方針 

  

 
  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) その他有価証券

  時価のないもの

   移動平均法による原価法を採用

しております。

(1) その他有価証券

  時価のないもの

同左

(2) 子会社株式

   移動平均法による原価法を採用

しております。

(2) 子会社株式

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 製品・仕掛品

   個別法による原価法を採用して

おります。

(1) 製品・仕掛品

同左

(2) 貯蔵品

   移動平均法による原価法を採用

しております。

(2) 貯蔵品

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法

   なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

   車両運搬具       ６年

   工具器具及び備品  ３～６年

(1) 有形固定資産

  定率法

   なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

   建物          15年

   車両運搬具       ６年

   工具器具及び備品  ３～６年

(2) 無形固定資産

   自社利用のソフトウェアにつき

ましては、社内における利用期間

(５年)に基づく定額法によってお

ります。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

 毎期均等償却又は、販売実績等

に基づいた償却を行なっておりま

す。

   

(3) 長期前払費用

同左

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

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

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の処理方法 

   税抜方式によっております。

(1) 消費税等の処理方法

同左



(会計方針の変更) 

  

 
  

(表示方法の変更) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。

―――

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は624,478

千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成し

ております。 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当事業年度から「ストック・オプション等に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 終

改正平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11号）

を適用しております。  

これによる損益に与える影響はありません。  

 

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(損益計算書) 

 前事業年度までは独立科目で掲記していた販売促進費

(当事業年度125千円)は、販売費及び一般管理費の合計

額の100分の５未満となったため、販売費及び一般管理

費の「その他」に含めて表示しています。

―――



(追加情報) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 
―――

（スプレッド方式による新株発行）

  平成18年12月26日に実施した有償一般募集による新

株発行（950株）は、引受証券会社が引受価額(170,940

円)で買取引受を行い、当該買取価額とは異なる価格

(185,000円)で一般投資家に販売するスプレッド方式に

よっております。スプレッド方式では発行価格の総額

と引受価額の総額との差額13,357千円が事実上の手数

料であり、引受価額と同一の発行価格で一般投資家に

販売する従来の方式によった場合に比べ、株式交付費

の額と資本金および資本準備金の合計額は、それぞれ

13,357千円少なく計上されております。また従来方式

によった場合に比べ、経常利益および税引前当期純利

益は同額多く計上されております。



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

(損益計算書関係) 

  

 
  

(株主資本等変動計算書関係) 

自己株式に関する事項 

 
  

  

(リース取引関係) 

 
  

  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

※１ 会社が発行する株式の総数

普通株式 20,000株

発行済株式の総数

普通株式 10,550株

―――

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は12,185千円であります。

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は19,549千円であります。

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

 事務代行手数料 1,000千円

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

 事務代行手数料 2,400千円

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 車両運搬具 61千円

                     ―――

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――― 該当事項はありません。

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

該当事項はありません。            同左



(有価証券関係) 

前事業年度(平成18年３月31日) 

当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」(子会社株式で時価のある

ものを除く)については連結財務諸表に関する注記事項として記載しております。なお子会社株式

で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(平成19年３月31日) 

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。 

  

(税効果会計関係) 

  

 
  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

① 流動資産

  未払事業税 811千円

    計 811千円

② 固定資産

  販売促進費 10,801千円

  減価償却超過額 229千円

    計 11,030千円

  繰延税金資産合計 11,842千円

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

① 流動資産

 未払事業税
 貸倒引当金損金算入限度額

6,256千円
577千円

   計 6,833千円

② 固定資産

 販売促進費 7,979千円

 減価償却超過額 152千円

   投資有価証券評価損 419千円

 関係会社評価損 1,927千円

   計 10,479千円

 評価性引当額 △2,347千円

   計
 繰延税金資産合計

8,131千円
14,965千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 42.00％

交際費等永久差異 0.55％

住民税均等割 0.54％

情報通信機器特別控除 △0.16％

特定業種中小創業法人軽減税率 △4.07％

中小法人軽減税率 △0.58％

試験研究等税額控除 △1.33％

その他 △1.31％

税効果適用後の法人税等の負担率 35.64％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.64％

交際費等永久差異 1.15％

住民税均等割 0.36％

評価性引当額 1.20％

試験研究等税額控除 △0.99％

その他 0.38％

税効果適用後の法人税等の負担率 42.73％



(１株当たり情報) 

  

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

 
  

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 31,350円77銭 44,784円76銭

１株当たり当期純利益 8,048円98銭 9,501円36銭

潜在株式調整後 

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

益については、新株予約権の残高が

ありますが、当社株式は非上場かつ

非登録であり、期中平均株価が把握

できないため記載しておりません。

 
 

8,650円37銭

項目
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 84,916 112,325

普通株式に係る当期純利益(千円) 84,916 112,325

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 10,550 11,822

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まれなかった潜在株

式の概要

新株予約権３種類(新株予

約権の個数3,260個)。こ

れらの詳細は「第４ 提

出会社の状況、１ 株式

等の状況 (2) 新株予約権

等の状況」に記載のとお

りであります。

―



(重要な後発事象) 

 
  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 平成17年６月29日開催の株主総会決議に基づき、

平成18年５月22日新株予約権30個を発行致しまし

た。

２ 平成18年10月２日に以下の新株予約権の行使があ

りました。

(1) 新株予約権の行使日 平成18年10月２日

(2) 新株予約権の行使により 
    発行する株式の種類及び数

普通株式 2,000株

 (3) 新株予約権の行使により  
      発行する株式の発行価格 
      の総額

10,000千円

(4) 新株予約権の行使により 
      発行する株式の資本組入額

5,000千円

(5) 新株式の配当起算日  平成18年４月１日

該当事項はありません。



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記

載を省略しております。 

  

【有形固定資産等明細表】 

  

 
  

【引当金明細表】 

  

 
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

  

資産の種類
前期末残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累

計額 
(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高 
(千円)

有形固定資産

 建物 ― 2,330 ― 2,330 146 146 2,183

 車両運搬具 4,201 ― ― 4,201 2,024 1,019 2,176

 工具器具及び備品 20,058 3,319 ― 23,378 15,749 3,966 7,629

有形固定資産計 24,259 5,649 ― 29,909 17,920 5,133 11,988

無形固定資産

 ソフトウェア 5,482 2,400 ― 7,882 4,127 1,316 3,755

 電話加入権 10 ― ― 10 ― ― 10

無形固定資産計 5,493 2,400 ― 7,893 4,127 1,316 3,766

長期前払費用 6,060 ― 79 5,980 999 271 4,980

区分
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用) 
(千円)

当期減少額
(その他) 
(千円)

当期末残高 
(千円)

貸倒引当金 983 1,374 ― 983 1,374



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

ａ 現金及び預金 

  

 
  

ｂ 売掛金 

イ 相手先別内訳 

  

 
  

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

 
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

区分 金額(千円)

現金 778

預金

当座預金 251,722

普通預金 182,175

預金計 433,897

合計 434,676

相手先 金額(千円)

富士ゼロックス株式会社 68,421

食品履歴情報共有協議会 34,983

東洋インキ製造株式会社 14,132

日本電気株式会社 11,852

株式会社マザーズエスクロー 8,771

その他 90,415

計 228,576

前期繰越高(千円) 
  

(Ａ)

当期発生高(千円)
  

(Ｂ)

当期回収高(千円)
  

(Ｃ)

次期繰越高(千円)
  

(Ｄ)
 

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

163,184 651,949 586,558 228,576 72.0 109.7



ｃ 製品 

  

 
  

  

② 負債の部 

ａ 買掛金 

  

 
  

ｂ 未払法人税等 

  

 
  

区分 金額(千円)

ｅＢＡＳＥ用ＲＯＭ 261

計 261

相手先 金額(千円)

株式会社シンクネット 1,690

三谷商事株式会社 878

日本電気株式会社 842

大森工業株式会社 359

マイクロソフト株式会社 209

その他 220

計 4,200

区分 金額(千円)

未払法人税 40,501

未払住民税 9,077

未払事業税 14,897

計 64,475



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
（注）平成19年６月27日から下記のとおり変更いたしました。 

株主名簿管理人     東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

同事務取扱場所     大阪市北区堂島浜一丁目１番５号 

            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

同取次所        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国本支店 

            野村證券株式会社 全国本支店 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 ３月31日

株券の種類 100株券、10株券、１株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え

  取扱場所
 東京都千代田区丸の内一丁目４番２号
  東京証券代行株式会社

  株主名簿管理人
 東京都千代田区丸の内一丁目４番２号
  東京証券代行株式会社

  取次所   東京証券代行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料  無料

  新券交付手数料  無料

単元未満株式の買取り

  取扱場所 ―

  株主名簿管理人 ―

  取次所 ―

  買取手数料 ―

公告掲載方法
当社公告は電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由により電
子公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 
(電子公告掲載ホームページアドレス http://www.ebase.co.jp/)

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券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) 有価証券届出書 
およびその添付書類

有償一般募集増資(ブックビルディン
グ方式による募集)及び株式売出し
(ブックビルディング方式による売出
し)

平成18年11月22日 
近畿財務局長に提出

(2) 有価証券届出書の 
訂正届出書

(1)の有価証券届出書に係る訂正届出
書であります。

平成18年12月６日及び 
平成18年12月15日 
近畿財務局長に提出



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年11月20日

ｅＢＡＳＥ株式会社 

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ｅＢＡＳＥ株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結

附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として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企業会計の基準に準

拠して、ｅＢＡＳＥ株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

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 
  

 
  

新日本監査法人

代表社員
業務執行社員

公認会計士  西  野  秀  一  ㊞

業務執行社員 公認会計士  増  田     豊  ㊞

※ 上記は、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、その原本は当社(有価証券届出書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成19年６月26日

ｅＢＡＳＥ株式会社 

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ｅＢＡＳＥ株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

及び連結附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として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企業会計の基準に準

拠して、ｅＢＡＳＥ株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

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 
  

 
  

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  西  野  秀  一  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  増  田     豊  ㊞

※ 上記は、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、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年11月20日

ｅＢＡＳＥ株式会社 

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ｅＢＡＳＥ株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第５期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として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企業会計の基準に準拠し

て、ｅＢＡＳＥ株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に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 
  

 
  

新日本監査法人

代表社員
業務執行社員

公認会計士  西  野  秀  一  ㊞

業務執行社員 公認会計士  増  田     豊  ㊞

※ 上記は、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、その原本は当社(有価証券届出書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成19年６月26日

ｅＢＡＳＥ株式会社 

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ｅＢＡＳＥ株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第６期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として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企業会計の基準に準拠し

て、ｅＢＡＳＥ株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に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 
  

 
  

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  西  野  秀  一  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  増  田     豊  ㊞

※ 上記は、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、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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