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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 中間連結財務諸表の作成初年度であるため、第５期中間連結会計期間及び第６期中間連結会計期間の記載は

しておりません。 

３ 第５期連結会計年度の潜在株式調整後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。 

４ 第６期連結会計年度より「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５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) ― ― 306,379 464,725 620,904

経常利益 (千円) ― ― 64,040 129,322 195,588

中間(当期)純利益 (千円) ― ― 36,219 83,562 113,678

純資産額 (千円) ― ― 650,592 329,396 627,711

総資産額 (千円) ― ― 701,436 384,272 728,750

１株当たり純資産額 (円) ― ― 46,298.86 31,222.44 44,784.76

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― 2,590.98 7,920.65 9,615.88

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― 2,463.06 ― 8,754.63

自己資本比率 (％) ― ― 92.4 85.72 85.69

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 27,166 40,460 105,132

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △152,828 △6,195 △21,764

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △12,345 7,650 178,771

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) ― ― 303,506 179,373 441,513

従業員数 
[外、平均臨時 
雇用者数]

(名) ― ―
44

[―]
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 中間財務諸表の作成初年度であるため、第５期中間会計期間及び第６期中間会計期間の記載はしておりませ

ん。 

３ 第５期事業年度の潜在株式調整後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。 

４ 第６期事業年度より「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５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) ― ― 306,379 464,725 620,904

経常利益 (千円) ― ― 65,617 131,893 201,733

中間(当期)純利益 (千円) ― ― 37,075 84,916 112,325

資本金 (千円) ― ― 179,776 86,250 179,061

発行済株式総数 (株) ― ― 14,000 10,550 13,944

純資産額 (千円) ― ― 649,040 330,750 624,478

総資産額 (千円) ― ― 699,747 378,881 724,967

１株当たり純資産額 (円) ― ― 46,360.04 31,350.77 44,784.76

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― 2,652.25 8,048.98 9,501.36

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― 2,521.31 ― 8,650.37

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 400 1,000

自己資本比率 (％) ― ― 92.8 87.30 86.14

従業員数 
[外、平均臨時 
雇用者数]

(名) ― ―
44

[―]
32 

[―]
36
[1]



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)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な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19年９月30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 従業員数が前連結会計年度に比べ増加しているのは、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９月30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 従業員数が前事業年度に比べ増加しているのは、業容の拡大に伴う雇用増であります。 

  

(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の名称 従業員数(名)

eBASE関連事業
44 

〔－〕

合計
44 

〔－〕

従業員数(名)
44 

 〔－〕



第２ 【事業の状況】 

当中間連結会計期間は半期報告書の提出初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

(当中間期の概況) 

 当中間連結会計期間における我が国経済は、企業収益の改善を背景に、設備投資の増加や雇用環境の

改善などが概ね好調に推移し、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方では、米国経済の減

速や原油をはじめとする資源の高騰や金利の上昇など先行きに不透明感もあり、個人消費は改善の兆し

はあるものの底堅く推移してまいりました。  

 当業界におきましてもＩＴ化が進む社会情勢を背景に、情報化投資が順調に推移しております。この

ような経営環境の下、当社グループは、近年、急速に高まっている「商品の安全・安心」に対する社会

環境を背景に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ソリューションの提供に注力して

おります。特に食品業界における「食の安全・安心（アカウンタビリティやトレーサビリティ）」につ

いて、生産者、加工メーカー、卸、小売を結ぶ精度の高い商品（品質管理）情報交換に対してサービス

の拡販に努めてまいりました。その結果、利用者は累計で約27,000ユーザー（2007年9月現在）とな

り、商品情報交換の標準プラットフォームとしての普及、標準化が進行しております。  

 また、事業拡大の新たな取り組みとして、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「電機・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）に伴う環境情報市場への対応や、本年27年ぶりに改革された流通業

における受発注EDI（電子データ交換）市場での新規顧客獲得に努めてまいりました。  

 これら新しい事業領域に適合した新製品開発では、環境情報においては海外調達ニーズに対応した英

語・中国語等の多言語版の開発、又、次世代XML-EDIの標準手順である「流通BMS」（流通ビジネスメッ

セージ標準）に準拠した受発注データ通信と商品マスターとの一元管理を可能にした「eB-forBMS」を

開発いたしました。さらに、顧客企業に導入されるeBASEと、既存の商品情報管理システムや異なる分

野の外部システムとのデータ連携インターフェイスを提供する「eB-talk」を開発し、今後の事業拡大

に向けた開発投資を積極的に行ないました。  

 こうした結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高306,379千円となりました。一方、販売費及び

一般管理費は、これら新規事業を遂行する上で必要な開発、サポート体制及び営業体制の強化のための

新規採用による人件費増及び製品力強化のための開発費増、事業拡大に伴う事務所費用増等により

215,139千円となり、この結果、営業利益63,641千円、経常利益64,040千円、中間純利益36,219千円と

増収減益となりました。  

  

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べて138,006千円減少し、303,506千円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、27,166千円の収入となりました。これは、税金等調整前

中間純利益が64,258千円計上されたことと、売上債権の減少36,698千円が主たる要因であります。

その他の資金増加要因として減価償却費3,064千円等があります。 

 これに対し資金減少の主たる要因として法人税等の支払額63,536千円があります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、152,828千円の支出となりました。 

 これは主に、長期の定期預金の預入れによる支出150,000千円、無形固定資産の取得による支出

2,800千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) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、12,345千円の支出となりました。 

 これは、新株発行による収入1,430千円、配当金の支払による支出13,775千円によるものでありま

す。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社の事業は、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 

当中間連結会計期間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) １ 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 

 
２ 当中間連結会計期間が中間連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との対比を行っておりません。

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社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】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【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。 

 当中間連結会計期間の主な研究開発内容と致しましては、環境情報においては海外調達ニーズに対応し

た英語・中国語等の多言語版の開発、又、次世代XML-EDIの標準手順である「流通BMS」（流通ビジネスメ

ッセージ標準）に準拠した受発注データ通信と商品マスターとの一元管理を可能にした「eB-forBMS」を

開発いたしました。さらに、顧客企業に導入されるeBASEと、既存の商品情報管理システムや異なる分野

の外部システムとのデータ連携インターフェイスを提供する「eB-talk」を開発致しました。 

 その結果、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、11,585千円となりました。 

業務内容
第７期中

(自平成19年４月１日
至平成19年９月30日)

パッケージソフトウェア“eBASE”開発販売 175,353

カスタマイズ受託開発 38,378

サポートサービス 80,749

ASPサービス 9,554

その他 2,343

合計 306,379

相手先
当中間連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

富士ゼロックス株式会社 65,291 21.3

日本電気株式会社 32,041 10.5



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】 

(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。 

  



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12月１日から半期報告書を提出する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 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000

計 40,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,000 14,000
大阪証券取引所
ヘラクレス

―

計 14,000 14,000 ― ―



(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 

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30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 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 134個(注)３ 134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 134株(注)１ 134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 ― ―

組織再編成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 134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

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 456個(注)３ 456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 456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 ― ―

組織再編成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 456個(内、22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

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30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(注)１ 185,000円(注)１

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 ― ―

組織再編成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 

  

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



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
（注）新株予約権の行使による増加であります。 

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30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19年４月１日～ 
平成19年９月30日 
（注）

56 14,000 715 179,776 715 152,276

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 5,667 40.48

西山 貴司 兵庫県西宮市 745 5.32

大塚 勉 兵庫県宝塚市 590 4.21

西尾 浩一 大阪府豊中市 550 3.93

富士ゼロックス株式会社 東京都港区赤坂2-17-22 500 3.57

常包 和子 大阪府豊中市 375 2.68

窪田 勝康 奈良県生駒市 355 2.54

岩田 貴夫 大阪府枚方市 303 2.16

福田 泰弘 神戸市東灘区 240 1.71

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜2-4-6 234 1.67

計 ― 9,559 68.28



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、大阪証券取引所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提出後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

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

14,000
14,000 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 14,000 ― ―

総株主の議決権 ― 14,000 ―

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 ― ― ― ― ―

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 727,000 430,000 550,000 487,000 412,000 381,000

低(円) 396,000 317,000 357,000 357,000 329,000 282,000



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。 

  

(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。 

  

(3) 当半期報告書は、最初に提出するものでありますので、前年同期との対比は行なっておりません。 

  

２ 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日か

ら平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結

財務諸表及び中間財務諸表について、新日本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】 

  

当中間連結会計期間末
前連結会計年度 

要約連結貸借対照表

(平成19年９月30日) (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 353,506 441,513

 ２ 受取手形及び売掛金 191,878 228,576

 ３ たな卸資産 1,875 283

 ４ 繰延税金資産 2,446 6,833

 ５ その他 5,697 3,927

   貸倒引当金 △1,156 △1,374

   流動資産合計 554,247 79.0 679,760 93.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 2,330 2,330

    減価償却累計額 △317 2,012 △146 2,183

  (2) 車両運搬具 4,201 4,201

    減価償却累計額 △2,371 1,829 △2,024 2,176

  (3) 工具器具及び備品 23,606 23,378

    減価償却累計額 △17,232 6,374 △15,749 7,629

   有形固定資産合計 10,215 1.5 11,988 1.6

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 5,491 3,755

  (2) 電話加入権 10 10

   無形固定資産合計 5,502 0.8 3,766 0.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 0 0

  (2) 長期性預金 100,000 ─

  (3) 繰延税金資産 6,466 8,131

  (4) 長期前払費用 5,082 4,980

  (5) 差入保証金 17,811 17,811

  (6) その他 2,111 2,311

   投資その他の資産 

   合計
131,471 18.7 33,235 4.6

   固定資産合計 147,189 21.0 48,990 6.7

   資産合計 701,436 100.0 728,750 100.0



  

当中間連結会計期間末
前連結会計年度 

要約連結貸借対照表

(平成19年９月30日) (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 210 4,200

 ２ 未払金 18,903 19,844

 ３ 未払法人税等 23,954 64,680

 ４ 未払消費税等 ※ 5,351 10,398

 ５ その他 2,423 1,913

   流動負債合計 50,843 7.2 101,038 13.9

   負債合計 50,843 7.2 101,038 13.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 179,776 179,061

 ２ 資本剰余金 152,276 151,561

 ３ 利益剰余金 316,131 293,855

   株主資本合計 648,184 92.4 624,478 85.7

Ⅱ 少数株主持分 2,408 0.4 3,233 0.4

   純資産合計 650,592 92.8 627,711 86.1

   負債純資産合計 701,436 100.0 728,750 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

当中間連結会計期間
前連結会計年度 

要約連結損益計算書

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

(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 306,379 100.0 620,904 100.0

Ⅱ 売上原価 27,598 9.0 59,659 9.6

   売上総利益 278,781 91.0 561,244 90.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 41,577 71,321

 ２ 給与手当 79,766 133,271

 ３ 法定福利費 13,451 22,238

 ４ 旅費交通費 18,548 27,731

 ５ 支払手数料 7,939 14,284

 ６ 研究開発費 ※ 11,585 19,549

 ７ 減価償却費 1,927 3,264

 ８ 貸倒引当金繰入額 ― 390

 ９ その他 40,343 215,139 70.2 59,293 351,346 56.6

   営業利益 63,641 20.8 209,898 33.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 366 92

 ２ その他 32 398 0.1 235 328 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 64,040 20.9 195,588 31.5

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入 218 218 0.1 ― ― ―

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 

   中間(当期)純利益
64,258 21.0 194,588 31.3

   法人税、住民税 

   及び事業税
22,810 87,147

   法人税等調整額 6,052 28,863 9.5 △3,123 84,024 13.5

   少数株主損失 824 0.3 3,114 0.5

   中間(当期)純利益 36,219 11.8 113,678 18.3



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) 平成19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

平成19年３月31日残高
(千円)

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

中間連結会計期間中の
変動額

 新株の発行 715 715 1,430 1,430

 剰余金の配当（注） △13,944 △13,944 △13,944

 中間純利益 36,219 36,219 36,219

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の
変動額(純額)

△824 △824

中間連結会計期間中の
変動額合計(千円)

715 715 22,275 23,705 △824 22,881

平成19年９月30日残高
(千円)

179,776 152,276 316,131 648,184 2,408 650,592

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

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



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

当中間連結会計期間

前連結会計年度 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

(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

 １ 税金等調整前 

   中間(当期)純利益
64,258 194,588

 ２ 減価償却費 3,064 6,449

 ３ 投資有価証券評価損 ― 999

 ４ 貸倒引当金の増加額（△減少額） △218 390

 ５ 受取利息 △366 △92

 ６ 売上債権の減少額（△増加額） 36,698 △65,454

 ７ たな卸資産の減少額（△増加額） △1,592 1,847

 ８ 仕入債務の増加額（△減少額） △3,990 2,539

 ９ 未払消費税の増加額（△減少額） △5,047 716

 10 その他 △2,450 13,409

    小計 90,356 155,395

 11 利息の受取額 346 92

 12 法人税等の支払額 △63,536 △50,355

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
27,166 105,132

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △150,000 ―

 ２ 有形固定資産 

   の取得による支出
△228 △5,649

 ３ 無形固定資産 

   の取得による支出
△2,800 △2,400

 ４ 貸付による支出 ― △2,700

 ５ 貸付の回収による収入 199 2,438

 ６ 保証金の差入による支出 ― △17,241

 ７ 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
△152,828 △21,764

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 株式の発行による収入 1,430 182,991

 ２ 配当金の支払額 △13,775 △4,220

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
△12,345 178,771

Ⅳ 現金及び現金同等物 

  の増加（減少）額
△138,006 262,140

Ⅴ 現金及び現金同等物 

  の期首残高
441,513 179,373

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高
※ 303,506 441,513



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
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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

同左

 

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 連結子会社の中間決算日

（決算日）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。 

   建物(建物附属設備) 15年 

   車両運搬具     ６年 

   工具器具及び備品 

           ３～６年 

（会計方針の変更） 

 平成19年度の法人税法の改正に伴

い、当中間連結会計期間より、平成

19年４月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

（追加情報） 

 平成19年度の法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。

(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 

 



 

項目
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(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。

(ハ)長期前払費用 

     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) 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

 (5) その他中間連結財務諸表

（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 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

 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 

  

 
追加情報 

  

 
  

項目
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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。 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

※ 消費税の取り扱い

  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ未払

消費税等として表示しております。

該当事項はありません。

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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。 ※ 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。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30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   56株 

  

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

前連結会計年度(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 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 13,944 56 － 14,000

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日
定時株主総会

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

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



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１ 時価のある有価証券 

  該当事項はありません。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  
  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  該当事項はありません。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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19年９月30日現在)

現金及び預金勘定 353,506千円

預入期間が３か月を 

超える定期預金
△50,000千円

現金及び現金同等物 303,506千円

 

※ 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

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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

内容 中間連結貸借対照表計上額(千円)

(1) その他有価証券

 ①非上場株式 0

計 0

内容 中間連結貸借対照表計上額(千円)

(1) その他有価証券

 ①非上場株式 0

計 0



(デリバティブ取引関係) 

  

 
  

(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(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 当連結会計年度に付与したストック・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。 

  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。 

  

  

  

  

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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

会社名 提出会社

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(名） 当社従業員 14

株式の種類及び付与数 普通株式 30株 （注）１

付与日 平成18年５月22日

権利確定条件 （注）２

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間 平成19年７月１日～平成27年６月30日

権利行使価格（円） 185,000

付与日における公正な評価単価（円）  50,000



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に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。 

  

前連結会計年度(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】 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30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。 

  

前連結会計年度(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】 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成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。 

  

  

(企業結合等関係) 

 
  

  

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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



(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 

 
  

  

(重要な後発事象) 

  

 
  

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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 46,298円86銭

 
１株当たり純資産額 44,784円76銭

 
１株当たり中間純利益 2,590円98銭

 
１株当たり当期純利益 9,615円88銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

2,463円06銭

 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

8,754円63銭

当中間連結会計期間
(自平成19年４月１日
至平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自平成18年４月１日
至平成19年３月31日)

中間連結損益計算書（連結損益計算
書）上の中間（当期）純利益(千円)

36,219 113,678

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円)

36,219 113,678

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) 13,979 11,822

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の算定に用いられた中間
（当期）純利益調整額（千円）

― ―

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の算定に用いられた普通株
式増加数（株）

726 1,163

（うち新株予約権） （726） （1,163）

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

算定に含まれなかった潜在株式の概要

―
 

―
 

        

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

当中間会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成19年９月30日) (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 348,536 434,676

 ２ 受取手形 4,752 ―

 ３ 売掛金 187,126 228,576

 ４ たな卸資産 1,875 283

 ５ 繰延税金資産 2,446 6,833

 ６ その他 5,618 3,622

   貸倒引当金 △ 1,156 △1,374

   流動資産合計 549,198 78.5 672,618 92.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 2,330 2,330

    減価償却累計額 △317 2,012 △146 2,183

  (2) 車両運搬具 4,201 4,201

    減価償却累計額 △2,371 1,829 △2,024 2,176

  (3) 工具器具及び備品 23,606 23,378

    減価償却累計額 △17,232 6,374 △15,749 7,629

   有形固定資産合計 10,215 1.4 11,988 1.7

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 5,491 3,755

  (2) 電話加入権 10 10

   無形固定資産合計 5,502 0.8 3,766 0.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 0 0

  (2) 関係会社株式 3,359 3,359

  (3) 長期性預金 100,000 ―

  (4) 繰延税金資産 6,466 8,131

  (5) 長期前払費用 5,082 4,980

  (6) 差入保証金 17,811 17,811

  (7) その他 2,111 2,311

   投資その他の資産 

   合計
134,831 19.3 36,595 5.0

   固定資産合計 150,549 21.5 52,349 7.2

   資産合計 699,747 100.0 724,967 100.0



  

当中間会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成19年９月30日) (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 210 4,200

 ２ 未払金 18,869 19,499

 ３ 未払法人税等 23,852 64,475

 ４ 未払消費税等 ※ 5,351 10,398

 ５ その他 2,423 1,913

   流動負債合計 50,707 7.2 100,489 13.9

   負債合計 50,707 7.2 100,489 13.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 179,776 179,061

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 152,276 151,561

    資本剰余金合計 152,276 151,561

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

     繰越利益剰余金 316,987 293,855

    利益剰余金合計 316,987 293,855

   株主資本合計 649,040 92.8 624,478 86.1

   純資産合計 649,040 92.8 624,478 86.1

   負債純資産合計 699,747 100.0 724,967 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

当中間会計期間
前事業年度 

要約損益計算書

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

(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 306,379 100.0 620,904 100.0

Ⅱ 売上原価 27,598 9.0 59,659 9.6

   売上総利益 278,781 91.0 561,244 90.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 41,577 71,321

 ２ 給与手当 79,766 133,271

 ３ 法定福利費 13,451 22,238

 ４ 旅費交通費 18,464 25,517

 ５ 支払手数料 7,688 14,174

 ６ 研究開発費 ※ 11,585 19,549

 ７ 減価償却費 1,927 3,264

 ８ 貸倒引当金繰入額 ― 390

 ９ その他 39,893 214,354 70.0 57,867 347,596 56.0

   営業利益 64,426 21.0 213,648 34.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 221 87

 ２ 有価証券利息 139 ―

 ３ 事務代行手数料 800 2,400

 ４ その他 30 1,190 0.4 235 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 65,617 21.4 201,733 32.5

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入 218 218 0.1 ― ― ―

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

   税引前中間（当期） 

   純利益
65,835 21.5 196,143 31.6

   法人税、住民税 

   及び事業税
22,706 86,941

   法人税等調整額 6,052 28,759 9.4 △3,123 83,817 13.5

   中間(当期)純利益 37,075 12.1 112,325 18.1



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) 平成19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19年３月31日残高
(千円)

179,061 151,561 293,855 624,478 624,478

中間会計期間中の
変動額

 新株の発行 715 715 1,430 1,430

 剰余金の配当 (注) △13,944 △13,944 △13,944

 中間純利益 37,075 37,075 37,075

中間会計期間中の
変動額合計(千円)

715 715 23,131 24,561 24,561

平成19年９月30日残高
(千円)

179,776 152,276 316,987 649,040 649,040

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



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方

法

(1) 有価証券

 その他有価証券

  時価のないもの

同左

(1) 有価証券

 その他有価証券

  時価のないもの

同左

 子会社株式

同左

 子会社株式

同左

(2) たな卸資産

 製品・仕掛品

同左

(2) たな卸資産

 製品・仕掛品

同左

 貯蔵品

同左

 貯蔵品

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 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

 
   建物(建物附属設備) 15年
   車両運搬具     ６年
   工具器具及び備品
           ３～６年
（会計方針の変更） 

 平成19年度の法人税法の改正

に伴い、当中間会計期間より、

平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響

は軽微であります。

（追加情報）

   平成19年度の法人税法の改正

に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響

は軽微であります。

(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



項目

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

(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

３ 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

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

５ その他中間財務諸表（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 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

項目
当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(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。

２ 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 

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。  

 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(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 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

(中間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) 

  

 
  

(有価証券関係) 

  

当中間会計期間末（平成19年９月30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。 

  

前事業年度末（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。 

  

  

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

※ 消費税の取り扱い

  仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払

消費税等として表示しております。

該当事項はありません。

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(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。 ※  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。

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(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

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(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



(企業結合等関係) 

 
  

  

(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 

  

   
  

(重要な後発事象) 

  

 
  

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(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

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(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 46,360円04銭

 
１株当たり純資産額 44,784円76銭

 
１株当たり中間純利益 2,652円25銭

 
１株当たり当期純利益 9,501円36銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

2,521円31銭

 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

8,650円37銭

当中間会計期間
(自平成19年４月１日
至平成19年９月30日)

前事業年度
(自平成18年４月１日
至平成19年３月31日)

中間損益計算書(損益計算書)上の 
中間(当期)純利益(千円)

37,075 112,325

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(千円)

37,075 112,325

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) 13,979 11,822

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の算定に用いられた中間
（当期）純利益調整額（千円）

― ―

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の算定に用いられた普通株
式増加数（株）

726 1,163

(うち新株予約権） (726) （1,163）

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

算定に含まれなかった潜在株式の概要

―
 

        

―
 

        

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(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



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



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)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第６期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月27日 
近畿財務局長に提出。

(2)
有価証券報告書 
の訂正報告書

事業年度 
(第６期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年７月６日 
近畿財務局長に提出。

(3)
有価証券報告書 
の訂正報告書

事業年度 
(第６期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年８月８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】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月20日

ｅＢＡＳＥ株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30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、中間連結株主資本等変動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、ｅＢＡＳＥ株式会社及び連結子会社の平成19年９月30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19年４月１日から平成19年９月30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 

  

   

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、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、その原本は当社(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19年12月20日

ｅＢＡＳＥ株式会社 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年４月１日から平成20年３月31日までの第７期事業年度の中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動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、ｅＢＡＳＥ株式会社の平成19年９月30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19年４月１日から平成19年９月30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 

  

 

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、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、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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