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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17期

会計期間

自　平成17年
６月１日

至　平成17年
11月30日

自　平成18年
６月１日

至　平成18年
11月30日

自　平成19年
６月１日

至　平成19年
11月30日

自　平成17年
６月１日

至　平成18年
５月31日

自　平成18年
６月１日

至　平成19年
５月31日

売上高 （千円） 661,803 1,761,817 1,442,983 2,115,483 3,387,255

経常損失（△） （千円） △269,304 △361,416 △182,034 △669,928 △751,974

中間（当期）純損失（△） （千円） △174,731 △369,063 △221,665 △892,709 △1,462,815

純資産額 （千円） 1,328,641 472,643 △905,630 916,008 △658,863

総資産額 （千円） 2,177,142 3,305,006 1,393,397 2,930,385 2,072,146

１株当たり純資産額 （円） 20,389.83 6,123.96 △13,754.58 11,711.28 △10,307.99

１株当たり中間（当期）純

損失（△）
（円） △2,682.98 △5,534.19 △3,323.92 △13,659.39 △21,935.21

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
（円） ― ― ― ― ―

自己資本比率 （％） 61.0 12.4 △65.8 26.7 △33.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △231,495 △257,787 △256,985 △581,961 △377,437

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △652,924 △47,168 13,152 △1,673,721 66,000

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 154,600 781,901 △314,013 1,493,252 731,901

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高
（千円） 267,775 711,849 100,400 234,337 660,537

従業員数 （人） 168 278 263 270 265

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり中間（当

期）純損失であるため、記載しておりません。

３　第16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。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17期

会計期間

自　平成17年
６月１日

至　平成17年
11月30日

自　平成18年
６月１日

至　平成18年
11月30日

自　平成19年
６月１日

至　平成19年
11月30日

自　平成17年
６月１日

至　平成18年
５月31日

自　平成18年
６月１日

至　平成19年
５月31日

売上高 （千円） 662,579 1,136,213 986,341 1,364,802 2,142,030

経常損失(△) （千円） △263,853 △111,070 △99,068 △618,231 △420,789

中間（当期）純損失（△） （千円） △171,097 △196,894 △184,375 △864,951 △1,418,737

資本金 （千円） 535,730 612,480 612,480 612,480 612,480

発行済株式総数 （株） 65,162 66,688 66,688 66,688.87 66,688

純資産額 （千円） 1,331,726 607,333 △807,348 808,268 △617,087

総資産額 （千円） 1,916,612 3,170,063 1,272,310 2,552,785 1,872,825

１株当たり純資産額 （円） 20,437.17 9,107.09 △12,106.35 12,120.15 △9,253.35

１株当たり中間（当期）純

損失金額（△）
（円） △2,627.18 △2,952.48 △2,764.75 △13,234.66 △21,274.25

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
（円） ― ― ― ― ―

１株当たり配当額  （円） ― ― ― ― ―

自己資本比率 （％） 69.5 19.2 △63.5 31.7 △32.9

従業員数 （人） 134 151 118 142 147

　（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり中間（当

期）純損失であるため、記載しておりません。
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２【事業の内容】

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

ありません。なお、主要な関係会社の異動として、平成19年7月に連結子会社であるAGインベストメント１号投資事業

組合が解散いたしました。

　当社グループの連結子会社等を含めた事業系統図は、概ね以下のとおりとなります。

　なお、当社は平成20年2月1日付で吸収分割を行い、当社事業の全てを、新たに設立された会社「株式会社フレーム

ワークス」に承継いたしました。詳しくは、「第一部企業情報　第２　事業の状況　４　経営上の重要な契約等」をご参

照ください。

（注)　上記に加え、マトリックス・ＦＷＸ投資事業組合が、その出資比率等から当社の子会社に該当しますが、投資事業組合であることから本

事業系統図には記載しておりません。
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３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、次の連結子会社が解散いたしました。

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
又は被所有割合

(％)
関係内容

（連結子会社）

AGインベストメント
１号投資事業組合

東京都港区 125,171 投資事業組合 99.9 ―

 （注）１．AGインベストメント１号投資事業組合は特定子会社に該当しております。

 　　　２．AGインベストメント１号投資事業組合は、平成19年7月に解散しました。

　　　 ３．連結子会社 マトリックス・ＦＷＸ投資事業組合の出資持分全てを平成19年12月に売却しました。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成19年11月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

全社共通 263

合計 263

　（注）１　従業員数は、就業人員であります。臨時従業員については、当中間連結会計期間の平均人員が従業員数の100分

の10未満であるため、記載を省略しております。

２　当社および連結子会社は単一事業分野において事業を行っており、単一事業部門で組織されているため、従業

員数は全社共通としております。

(2）提出会社の状況

 平成19年11月30日現在

従業員数（人） 118

 （注）１　従業員数は就業人員であります。臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員が従業員数の100分の10未満であ

るため、記載しておりません。

       ２　従業員数が前期末に比べ29名減少しましたのは、業績低下による大幅な新規採用の抑制及び退職等によるもの

です。

(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。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間連結会計期間における我が国経済は、大企業を中心とした企業収益の改善や設備投資の増加に支えられて

景気は回復基調にありますが、原油高をはじめとする原材料や素材価格の高騰継続、サブプライムローン問題に端

を発した米国経済の悪化や金融市場の反転、建築基準法改正による住宅投資の低迷など景気減速感も見え始め、先

行き不透明な状況が続いております。

　情報サービス産業におきましては、好調な企業収益を背景としてIT投資は回復傾向にありますが、顧客ニーズの高

度化・多様化が進んでおり、投資効果重視の姿勢は厳しさを増しております。当社グループの主たる事業分野であ

る物流センター管理システムおよび周辺サービス業界におきましても、SCMやロジスティクスに対する顧客ニーズ

の高度化・多様化が一層進んでおり、コストや技術力、ソリューション提案力、信頼性をはじめとして、投資効果や

業者選定に対する顧客の姿勢は慎重なものとなっております。

　当中間連結会計期間の経営成績につきましては、前連結会計年度からの財務状況悪化（債務超過）の影響はもと

より、資本増強策の延期、当社株式の東京証券取引所における上場廃止決定などの影響から新規案件の開拓が振る

わず、売上高は前年同期と比べて減少いたしました。

　利益面につきましては、人件費や諸経費等は減少基調にあるものの、全体としては未だ事業生産性（コスト改善）

の課題を残しております。また、売上高の減少により、利益貢献度の高いライセンス売上高が前年同期と比べて減少

していることも当中間連結会計期間の利益面に影響いたしました。

　これらの結果、当社グループの中間連結業績につきましては、売上高が1,442,983千円（前年同期比18.1％減）、営業

損失が158,620千円（前年同期は324,511千円の営業損失）、経常損失が182,034千円（前年同期は361,416千円の経常

損失）、中間純損失が221,665千円（前年同期は369,063千円の中間純損失）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。）の残高は前連結会計年度末に比べ

て560,136千円減少し、100,400千円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりです。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は256,985千円（前年同期は257,787千円の使用）となりました。

　これは、主に税金等調整前中間純損失231,410千円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果獲得した資金は13,152千円（前年同期は47,168千円の使用）となりました。

　これは主に、保険解約による収入18,973千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）

　財務活動の結果使用した資金は314,013千円（前年同期は781,901千円の獲得）となりました。

　これは主に、社債の定時償還による支出65,000千円、長期借入金の返済による支出48,610千円、短期借入金の減少に

よる支出200,372千円によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当中間連結会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

生産高（千円） 前年同期比（％）

サプライチェーン・ロジスティクスソ

リューション
886,724 83.8

合計 886,724 83.8

　（注）１　金額は、製造原価によっております。

２　金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）仕入実績

　当中間連結会計期間の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

仕入高（千円） 前年同期比（％）

ハードウェア・ソフトウェアプロダク

トセールス
87,715 34.6

合計 87,715 34.6

　（注）１　金額は、仕入価格によっております。

２　金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注実績

　当中間連結会計期間の受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

サプライチェーン・ロジスティ

クスソリューション
1,038,375 102.6 332,918 77.5

ソフトウェアライセンス 321,824 54.6 125,172 54.2

ハードウェア・ソフトウェアプ

ロダクトセールス
100,356 34.5 52,284 530.2

合計 1,460,557 77.2 510,375 81.9

　（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4）販売実績

　当中間連結会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

サプライチェーン・ロジスティクスソ

リューション
1,044,998 103.3

ソフトウェアライセンス 302,941 68.8

ハードウェア・ソフトウェアプロダク

トセールス
95,043 30.7

合計 1,442,983 81.9

　（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は次のとおりであります。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

SBSホールディングス株式会社 287,499 16.3 ― ―

株式会社シーエスネット 263,324 14.9 ― ―

日本電気株式会社 281,466 16.0 ― ―

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　当中間連結会計期間における相手先別の販売実績については、総販売実績に対する割合が100分の10を超える

相手先がないため、記載を省略しております。

３【対処すべき課題】

　当中間連結会計期間において、当社が対処すべき課題に重要な変更はございません。

４【経営上の重要な契約等】

1.会社分割契約（吸収分割）

　当社は平成19年12月11日開催の取締役会において、平成19年12月に設立された会社「株式会社フレームワーク

ス」（以下、「新フレームワークス」という。）との間に平成19年12月11日付で分割契約書を締結いたしました。当

該分割契約は平成19年12月28日開催の臨時株主総会において承認され、平成20年2月1日付で当社の全ての事業を新

フレームワークスに包括承継いたしました。

（1）分割の目的

　事業再建に向けた新たな経営体制の構築、並びに当社上場廃止により株式流動性が毀損された株主の皆様を

保護するために、吸収分割の方法により当社事業をそのままの形で新会社に引き継ぐとともに、新会社におい

て外部資本を調達することといたしました。

（2）分割の日程

平成19年12月11日　　取締役会決議（分割契約承認）

　　　　　　　　　　分割契約締結

平成19年12月28日　　臨時株主総会（分割契約承認）

平成20年２月１日　　効力発生日

（3）吸収分割の方法

当社を分割会社とし、新フレームワークスを承継会社とする吸収分割
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（4）吸収分割契約の内容

①承継する権利義務

　当社の全ての事業に関する資産、負債、契約上の地位、従業員との雇用契約その他一切の権利義務を新フレー

ムワークスに承継いたします。なお、承継する債務は免責的債務引受の方法によるものとします。

②吸収分割に係る割当ての内容

　新フレームワークスは金133,376千円を分割対価として当社に割当てます。

③吸収分割により承継する資産、負債の額

　平成19年12月1日現在（以下「基準日」という）の貸借対照表に基づき、基準日以降の資産、負債の変動につ

いては分割期日において承継せしめる資産、負債の額にこれを反映させることとしております。 

④吸収分割により増加する新フレームワークスの資本金および資本準備金

　資本金  増加する資本金はありません。

　資本準備金 増加する資本準備金はありません。

（6）割当ての内容の算定根拠

　当社は、本件分割により対価として交付される対価に関し、公正性・妥当性を確保する見地から、第三者機関

である株式会社三井住友銀行に、交渉及び協議において参考とすべき対象事業の価値及び当社の株主資本価

値の評価を依頼しました。株式会社三井住友銀行はこの依頼を受け、ＤＣＦ（ディスカウンテッド・キャッ

シュ・フロー）法を用いた上で、これらの分析結果を総合的に勘案して割当金額の算定を行いました。当社お

よび新フレームワークスは算定結果を参考に検討し、慎重に協議を行い、対価を決定いたしました。

（7）債務履行の見込み

　当社と新フレームワークスは、分割の効力発生日以降の負担すべき各社の債務について、履行の見込みがあ

るものと判断いたしました。

（8）吸収分割承継会社の概要

商号  　　　　　株式会社フレームワークス

本店の所在地　　東京都千代田区神田紺屋町8番地

代表者の氏名　　代表取締役社長　松本章

設立年月　　　　平成19年12月

資本金の額　　　1百万円

当社との関係　　資本関係、人的関係及び取引関係はございません。

事業の内容　　　当社から営業承継するために必要な準備にかかる業務

（9）吸収分割後の吸収分割承継会社の概要（提出日現在）

商号　　　　　　株式会社フレームワークス

本店の所在地　　静岡県静岡市駿河区南町14番25号

代表者の氏名　　代表取締役社長　渡辺重光

資本金の額　　　511百万円

事業の内容　　　物流システムの開発・販売、物流コンサルティング等
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５【研究開発活動】

　ソリューションプロバイダーである当社にとって、製品・サービスは収益力に直結する事業の源泉であり、これらの

持続的な強化は戦略的な重要課題であります。当社は、ソフトウェア・通信技術・物流機器・物流管理技術など常に

先端の技術動向を研究しており、顧客ニーズを先取りした高付加価値なソリューションの提供に向けて、本製品の改

良および次期製品開発に取り組んでおります。また、ロジスティクスに関する総合的なソリューションを提供するこ

とを目的として、ロジスティクス管理システムのパッケージ化や物流データ解析に関わる研究開発を行っておりま

す。

　当中間連結会計期間における研究開発費の総額は63,095千円であります。これらは主に研究開発活動に係る人件費で

あり、その研究開発活動の主な内容は以下のとおりであります。

 

(1）ロジスティクス管理システムの調査・研究

　当社では、市場ニーズを的確に捉えた新たな製品開発の企画立案に向けて、ＳＣＭ・ロジスティクスソリューション

市場の情報集約はもとより、ソフトウェア・通信技術・物流機器・物流管理技術など常に先端の技術動向を調査・研

究しております。また、他社製品の機能や価格の比較、当社ソリューションとの連携性や拡張性なども調査して、新製

品開発や販売活動に役立てております。

 

(2）物流センター管理システムのバージョンアップ、次期製品開発

　当社は物流センター管理システム（ＷＭＳ）を自社開発しており、高機能なパッケージシステムとして顧客企業に

提供しております。システムの導入においては、機能の追加、他システムとの連携、納期、コストなど様々な要件・要求

があり、市場ニーズや開発環境の動向に応じた柔軟な製品展開が必要となります。当社は、豊富な導入実績や運用ノウ

ハウ、安定稼動のシステムデータ構造など特有の技術やノウハウを駆使して市場ニーズに準じたバージョンアップを

行うとともに、顧客ニーズを先取りした次期製品開発に取り組んでおります。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

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

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 219,136

計 219,136

　（注）　平成19年12月28日開催の臨時株主総会の決議により、平成19年12月28日付で発行可能株式総数は、219,136株とし、

このうち普通株式の発行可能種類株式総数は、209,136株、Ａ種種類株式の発行可能種類株式総数は、10,000株と

なっております。  　

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)

（平成19年11月30日）

提出日現在
発行数(株)

（平成20年４月30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 66,688 66,688 非上場 （注）

Ａ種種類株式 ― 500  非上場  （注） 

計 66,688 67,188 ― ―

　（注）１　提出日現在の発行数には、平成20年４月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法に　

  基づき発行された新株引受権の権利行使を含む）により発行された株式数は、含まれておりません。

　　　　２　東京証券取引所マザーズ市場については、平成19年10月13日に上場廃止となっております

 　　　 ３  当社が発行する普通株式は、平成19年12月28日開催の臨時株主総会及び平成20年１月29日開催の普通株主様　　　

　　　　　　による種類株主総会の決議により、その全部を取得できるものとし、平成20年２月５日を効力発生日、１株

　　　　　　当たり金2,000円を交付することといたしました。

　　　　４　Ａ種種類株式の内容

　当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種種類株式を有する株主（以下「Ａ種株主」という。）またはＡ種

　種類株式の登録株式質権者（以下「Ａ種登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下　　

　　　　「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先

立ち、Ａ種種類株式１株につき、１円（以下「Ａ種残余財産分配額」という。）を支払う。Ａ種株主またはＡ種

登録株式質権者に対してＡ種残余財産分配額の金額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対

して残余財産の分配をする場合には、Ａ種株主またはＡ種登録株式質権者は、Ａ種種類株式１株当たり、普通株

式１株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。

 　　　 ５  平成20年１月31日開催の取締役会決議により、平成20年２月５日Ａ種種類株式500株を発行いたしました。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権の内容

（平成13年８月24日　定時株主総会決議）

 
中間会計期間末現在
（平成19年11月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年３月31日）

新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

（注）１、４、５
912 912 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）４ １株当たり　　50,000 同左

新株予約権の行使期間
平成15年11月１日から

平成20年10月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

発行価格及び資本組入額（円）（注）２、４

発行価格　　　50,000

資本組入額　　25,000
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左

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　新株引受権の権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、１株当たりの発行価格は株式分割

または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる

ものとします。

２　権利付与日以降、時価を下回る価格で新株を発行（転換社債の転換、新株引受権証券及び旧商法第280条ノ19

の規定に基づく新株引受権の権利行使の場合を除く）するときは、次の算式により１株当たりの発行価格を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとします。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後発行価格＝調整前発行価格×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

３　主な新株引受権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1）権利を付与された者は、当社株式が日本証券業協会に登録若しくはいずれかの証券取引所に上場された場

合に限り、権利行使することができる。

(2）権利を付与された者は、当社の取締役または従業員たる地位を失った後も、権利付与契約に定める条件によ

り、権利を行使することができる。

(3）新株引受権を第三者に譲渡、質入、その他一切の処分及び相続をすることはできない。

(4）その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及びその後の取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従

業員との間で締結する新株引受権付与契約に定めるところによる。

４　平成13年10月30日付で普通株式１株を２株に、また、平成16年10月20日付で普通株式１株を４株に分割したこ

とに伴い、新株引受権の目的となる株式の数、新株引受権の行使時の払込金額、新株引受権の行使により株式

を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。

５　新株引受権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等による権利を喪失した株

数を控除した数のことであります。
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（平成13年11月16日　臨時株主総会決議）

 
中間会計期間末現在
（平成19年11月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年３月31日）

新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

（注）１、４、５
100 92

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）４ １株当たり　　50,000 同左

新株予約権の行使期間
平成15年12月１日から

平成20年10月30日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

発行価格及び資本組入額（円）（注）２、４

発行価格　　　50,000

資本組入額　　25,000
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左

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　新株引受権の権利付与日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合、１株当たりの発行価格は株式分割

または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる

ものとします。

２　権利付与日以降、時価を下回る価格で新株を発行（転換社債の転換、新株引受権証券及び旧商法第280条ノ19

の規定に基づく新株引受権の権利行使の場合を除く）するときは、次の算式により１株当たりの発行価格を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとします。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後発行価格＝調整前発行価格×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

３　主な新株引受権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1）権利を付与された者は、当社株式が日本証券業協会に登録若しくはいずれかの証券取引所に上場された場

合に限り、権利行使することができる。

(2）権利を付与された者は、当社の取締役または従業員たる地位を失った後も、権利付与契約に定める条件によ

り、権利を行使することができる。

(3）新株引受権を第三者に譲渡、質入、その他一切の処分及び相続をすることはできない。

(4）その他の権利行使の条件は、本株主総会決議及びその後の取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従

業員との間で締結する新株引受権付与契約に定めるところによる。

４　平成16年10月20日付で普通株式１株を４株に分割したことに伴い、新株引受権の目的となる株式の数、新株引

受権の行使時の払込金額、新株引受権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額の調整を

行っております。

５　新株引受権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等による権利を喪失した株

数を控除した数のことであります。
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②　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の内容

（平成16年８月24日　定時株主総会決議及び平成17年１月17日取締役会決議）

 
中間会計期間末現在
（平成19年11月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年３月31日）

新株予約権の数（個）（注）１ 845 788

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

（注）１、５
845 788

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）２、３
１株当たり　 168,000 同左

新株予約権の行使期間
平成18年８月25日から

平成22年８月24日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 168,000

資本組入額　　84,000
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 同左

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　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整により生じる１株

未満の端数については、１株の100分の１の整数倍に当たる部分は、新株予約権の目的たる株式の数としてこ
れを取扱い、１株の100分の１に満たない端数の部分はこれを切捨てる。ただし、かかる調整は、その時点で対
象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

２　新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込金額

（以下「払込価額」という。）に新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権発行

後、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の

端数については、これを切上げる。

調整後払込価額＝調整前払込価額×１／分割（または併合）の比率

３　新株予約権発行後、当社が時価を下回る払込価額で新株を発行（新株予約権の行使により新株式を発行する

場合及び平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使により新株式を発行す
る場合は、含まない）または自己株式の処分を行う場合は、新株予約権の目的たる株式の払込価額を、次の算

式により調整し、調整により生じる１円未満の端数については、これを切上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込価額

調整後払込価額＝調整前払込価額×
新株発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

４　主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1）新株予約権の行使の条件
①　新株予約権の割り当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時に当社の取締役、監

査役及び従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任

した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。

②　新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できない。ただし、下記③　に規定する「新株予約権割

当契約書」に定める条件による。

③　その他の条件は、平成16年８月24日開催の第14期定時株主総会決議及び平成17年１月17日開催の取締役
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。

(2）新株予約権の消却事由及び条件
①　当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で消却することがで

きる。

②　新株予約権者が、権利行使をする前に新株予約権割当契約書に定めるところにより、新株予約権を行使で

きなくなった場合、当該新株予約権は無償で消却することができる。

③　その他新株予約権者との取決めは、平成16年８月24日開催の第14期定時株主総会決議及び平成17年１月
17日開催の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）新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

５　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等による権利を喪失した株

数を控除した数のことであります。
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（平成16年８月24日　定時株主総会決議及び平成17年８月８日取締役会決議）

 
中間会計期間末現在
（平成19年11月30日）

提出日の前月末現在
（平成20年３月31日）

新株予約権の数（個）（注）１ 89 89

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

（注）１、５
89 89

新株予約権の行使時の払込金額（円）

（注）２、３
１株当たり　 178,000 同左

新株予約権の行使期間
平成18年８月25日から

平成22年８月24日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 178,000

資本組入額　　89,000
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ 同左

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　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整し、調整により生じる１株

未満の端数については、１株の100分の１の整数倍に当たる部分は、新株予約権の目的たる株式の数としてこ
れを取扱い、１株の100分の１に満たない端数の部分はこれを切捨てる。ただし、かかる調整は、その時点で対
象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

２　新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込金額

（以下「払込価額」という。）に新株予約権１個当たりの付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権発行

後、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる１円未満の

端数については、これを切上げる。

調整後払込価額＝調整前払込価額×１／分割（または併合）の比率

３　新株予約権発行後、当社が時価を下回る払込価額で新株を発行（新株予約権の行使により新株式を発行する

場合及び平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使により新株式を発行す
る場合は、含まない）または自己株式の処分を行う場合は、新株予約権の目的たる株式の払込価額を、次の算

式により調整し、調整により生じる１円未満の端数については、これを切上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込価額

調整後払込価額＝調整前払込価額×
新株発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

４　主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

(1）新株予約権の行使の条件
①　新株予約権の割り当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時に当社の取締役、監

査役及び従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役もしくは監査役を任期満了により退任

した場合、定年退職その他自己都合によらない正当な理由のある場合にはこの限りでない。

②　新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使できない。ただし、下記③　に規定する「新株予約権割

当契約書」に定める条件による。

③　その他の条件は、平成16年８月24日開催の第14期定時株主総会決議及び平成17年８月８日開催の取締役
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。

(2）新株予約権の消却事由及び条件
①　当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権を無償で消却することがで

きる。

②　新株予約権者が、権利行使をする前に新株予約権割当契約書に定めるところにより、新株予約権を行使で

きなくなった場合、当該新株予約権は無償で消却することができる。

③　その他新株予約権者との取決めは、平成16年８月24日開催の第14期定時株主総会決議及び平成17年８月
８日開催の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）新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

５　新株予約権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から、退職等による権利を喪失した株

数を控除した数のことであります。
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（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】

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６月１日～

平成19年11月30日 
－ 66,688 － 612,480 － 676,264

 （注）１　平成19年12月28日開催の臨時株主総会により、剰余金の処分並びに資本金及び資本準備金の額の減少が決議　　

　　　　　　　　され、平成20年２月１日、別途積立金の額19,000千円の金額を減少し別途積立金の額を0円、資本金の

額612,480千円の金額を減少し資本金の額を0円、資本準備金の額676,264千円の金額を減少し0円としておりま

す。

 　　　２　平成20年１月31日開催の取締役会決議により、平成20年２月５日、Ａ種種類株式500株を発行、資本金の額を1,000千

円としております。
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（５）【大株主の状況】

 平成19年11月30日現在

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(％)

田中　純夫 静岡県静岡市駿河区 20,620 30.92

静岡キャピタル株式会社 静岡県静岡市清水区草薙北1－10 3,657 5.48

中村　英樹 神奈川県横浜市港北区 3,196 4.79

門井　勝之 栃木県小山市 2,810 4.21

田中　康江 静岡県静岡市駿河区 2,800 4.19

村上　恒夫 和歌山県和歌山市 865 1.29

原　重充 茨城県日立市 858 1.28

岡内　朋子 山口県下関市 823 1.23

ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル

(常任代理人　ゴールドマン・サッ

クス証券株式会社)

PETERBOROUGH COURT 133 F

LEET STREETLONDON 

EC4A 2BB,UNITED KINGDOM

 (東京都港区六本木６丁目10－１)

796 1.19

大上　二三雄 東京都世田谷区 720 1.07

計 ― 37,145 55.69
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成19年11月30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　　 66,688 66,688 ―

端株 ― ― ―

発行済株式総数 66,688 ― ―

総株主の議決権 ― 66,688 ―

　（注）　「完全議決権株式(その他)欄には証券保管振替機構名義の株式が268株含まれております。また、「議決権の数」

欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数268個が含まれております。
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②【自己株式等】

 平成19年11月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成19年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 23,000 16,500 18,200 8,890 1,475 ―

最低（円） 15,510 10,500 7,130 900 700 ―

　（注）１　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

　　　　２　当社株式は平成19年10月13日付で東京証券取引所において上場廃止となりました。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。　
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第５【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成18年６月１日から平成18年11月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成19年６月１日から平成19年11月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

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

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、前中間会計期間（平成18年６月１日から平成18年11月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年11月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年６月１日から平成18年11月30日ま

で）及び前中間会計期間（平成18年６月１日から平成18年11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、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。また、金融商品取引法第193条の２第１項に基づき、当中

間連結会計期間（平成19年６月１日から平成19年11月30日まで）及び当中間会計期間（平成19年６月１日から平成

19年11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、隆盛監査法人により中間監査を受けておりま

す。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

  
前中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  711,849   100,400   660,537   

２　売掛金  636,408   491,515   514,280   

３　たな卸資産  78,782   28,271   23,311   

４　その他  73,080   69,759   53,070   

貸倒引当金  △2,050   △12,183   △2,038   

流動資産合計   1,498,071 45.3  677,764 48.6  1,249,161 60.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１ 99,781  3.0 27,877  2.0 19,953  1.0

２　無形固定資産           

(1）のれん  1,268,381   518,044   550,422   

(2）ソフトウェア  139,108   ―   ―   

(3）その他  2,867   4,239   2,082   

無形固定資産計  1,410,357  42.7 522,283  37.5 552,504  26.7

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  177,843   ―   133,450   

(2）敷金保証金  ―   96,876   99,642   

(3）その他  160,952   110,595   59,434   

貸倒引当金  △42,000   △42,000   △42,000   

投資その他の資産
合計

 296,796  9.0 165,471  11.9 250,526  12.1

固定資産合計   1,806,935 54.7  715,633 51.4  822,984 39.7

資産合計   3,305,006 100.0  1,393,397 100.0  2,072,146 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金  74,035   11,217   43,549   

２　短期借入金  800,000   614,628   815,000   

３　一年以内償還予定
長期借入金

 ―   106,942   106,942   

４　一年以内償還予定
社債

 130,000   520,000   585,000   

５　未払金  155,792   120,619   162,690   

６　未払費用  ―   111,310   114,575   

７　賞与引当金  35,366   29,213   64,981   

８　受注損失引当金  493   10,622   ―   

９　その他 ※２ 175,771   101,171   110,292   

流動負債合計   1,371,459 41.5  1,625,724 116.7  2,003,030 96.7

Ⅱ　固定負債           

１　社債  520,000   ―   ―   

２　長期借入金  700,000   544,448   593,058   

３　退職給付引当金  49,151   54,709   54,162   

４　役員退職慰労引当
金

 103,369   ―   ―   

５　継続勤務手当引当
金

 65,893   44,711   46,398   

６　負ののれん  13,313   11,847   12,580   

７　その他  9,176   17,586   21,779   

固定負債合計   1,460,903 44.2  673,303 48.3  727,979 35.1

負債合計   2,832,363 85.7  2,299,027 165.0  2,731,009 131.8
           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   612,480 18.5  612,480 44.0  612,480 29.6

２　資本剰余金   676,264 20.4  676,264 48.5  676,264 32.6

３　利益剰余金   △894,272 △27.1  △2,209,695 △
158.6

 △1,988,024 △95.9

株主資本合計   394,471 11.9  △920,951 △66.1  △699,280 △33.7

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金

  12,935 0.4  4,471 0.3  10,356 0.5

２　為替換算調整勘定   987 0.0  △785 △0.1  1,504 0.1

評価・換算差額等合
計

  13,923 0.4  3,685 0.3  11,860 0.6

Ⅲ　少数株主持分   64,249 1.9  11,635 0.8  28,555 1.4

純資産合計   472,643 14.3  △905,630 △65.0  △658,863 △31.8

負債純資産合計   3,305,006 100.0  1,393,397 100.0  2,072,146 100.0
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②【中間連結損益計算書】

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,761,817 100.0  1,442,983 100.0  3,387,255 100.0

Ⅱ　売上原価   1,393,162 79.1  1,042,765 72.3  2,764,103 81.6

売上総利益   368,654 20.9  400,217 27.7  623,152 18.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  693,166 39.3  558,838 38.7  1,324,559 39.1

営業損失（△）   △324,511 △18.4  △158,620 △11.0  △701,407 △20.7

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  312   1,053   698   

２　負ののれん償却額  732   732   1,465   

３　その他  2,343 3,388 0.2 720 2,507 0.2 4,139 6,303 0.2

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  10,198   18,172   25,035   

２　社債利息  ―   2,597   ―   

３　社債発行費  16,598   ―   16,598   

４　投資事業組合損失  7,497   ―   7,497   

５　その他  5,998 40,292 2.3 5,150 25,920 1.8 7,738 56,870 1.7

経常損失（△）   △361,416 △20.5  △182,034 △12.6  △751,974 △22.2

Ⅵ　特別利益           

１　投資有価証券売却
益

 ―   ―   86,168   

２　役員退職慰労引当
金戻入益

 ―   ―   86,755   

３　継続勤務手当引当
金戻入益

 7,987   1,686   24,687   

４　有形固定資産売却
益

 ―   3,841   ―   

５　債務免除益  ―   6,090   ―   

６　保険解約返戻金  ― 7,987 0.5 6,372 17,990 1.2 ― 197,611 5.8

Ⅶ　特別損失           

１　投資有価証券評価
損

 ―   60,000   ―   

２　貸倒引当金繰入額  42,000   ―   42,000   

３　前期損益修正損  6,183   ―   6,193   

４　減損損失  ―   ―   841,141   

５　商品評価損  ―   6,666   46,666   

６　ソフトウェア償却
費

 ―   ―   38,934   

７　その他  9 48,192 2.7 699 67,366 4.7 ― 974,936 28.8

税金等調整前中間
（当期）純損失
（△）

  △401,620 △22.8  △231,410 △16.0  △1,529,299 △45.1

法人税、住民税及び
事業税

 4,630   7,110   9,397   

法人税等調整額  34,039 38,670 2.2 59 7,170 0.5 34,262 43,659 1.3

少数株主損失（△）   △71,226 △4.0  △16,796 △1.2  △110,144 △3.3

中間（当期）純損失
（△）

  △369,063 △20.9  △221,665 △15.4  △1,462,815 △43.2
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年５月31日　残高（千円） 612,480 676,264 △525,129 △79 763,535

中間連結会計期間中の変動額      

中間純損失   △369,063  △369,063

自己株式の消却   △79 79  

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

  △369,143 79 △369,063

平成18年11月30日　残高（千円） 612,480 676,264 △894,272 ― 394,471

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成18年５月31日　残高（千円） 16,975 491 17,466 135,006 916,008

中間連結会計期間中の変動額      

中間純損失     △369,063

自己株式の消却      

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）

△4,039 496 △3,543 △70,757 △74,301

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△4,039 496 △3,543 △70,757 △443,364

平成18年11月30日　残高（千円） 12,935 987 13,923 64,249 472,643

当中間連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年５月31日　残高（千円） 612,480 676,264 △1,988,024 △699,280

中間連結会計期間中の変動額     

中間純損失   △221,665 △221,665

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）

  △5 △5

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

― ― △221,671 △221,671

平成19年11月30日　残高（千円） 612,480 676,264 △2,209,695 △920,951

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成19年５月31日　残高（千円） 10,356 1,504 11,860 28,555 △658,863

中間連結会計期間中の変動額      

中間純損失     △221,665

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）

△5,884 △2,289 △8,174 △16,920 △25,101

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△5,884 △2,289 △8,174 △16,920 △246,766

平成19年11月30日　残高（千円） 4,471 △785 3,685 11,635 △905,630

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）
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株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年５月31日　残高（千円） 612,480 676,264 △525,129 △79 763,535

連結会計年度中の変動額      

当期純損失   △1,462,815  △1,462,815

自己株式の消却   △79 79 ―

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

― ― △1,462,894 79 △1,462,815

平成19年５月31日　残高（千円） 612,480 676,264 △1,988,024 ― △699,280

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等
合計

平成18年５月31日　残高（千円） 16,975 491 17,466 135,006 916,008

連結会計年度中の変動額      

当期純損失     △1,462,815

自己株式の消却     ―

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△6,618 1,012 △5,606 △106,450 △112,057

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△6,618 1,012 △5,606 △106,450 △1,574,872

平成19年５月31日　残高（千円） 10,356 1,504 11,860 28,555 △658,863
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前中間連結会計期間

(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ
・フロー

    

税金等調整前中間（当
期）純損失（△）

 △401,620 △231,410 △1,529,299

減価償却費  41,950 3,840 81,442
ソフトウェア償却費  ― ― 38,934
商品評価損  ― 6,666 46,666
減損損失  ― ― 841,141
のれん償却額  70,116 32,377 121,363
負ののれん償却額（△）  △732 △732 △1,465
投資有価証券売却益  ― ― △86,168
貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 42,874 10,145 42,862

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 △11,226 △35,768 18,388

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

 3,668 546 8,680

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△）

 2,346 ― △101,023

受注損失引当金の増減額
（減少：△）

 △17,978 10,622 △18,471

継続勤務手当引当金の増
減額（減少：△）

 △7,987 △1,686 △25,757

受取利息  △312 △1,053 △698
支払利息  10,198 18,172 25,035
社債発行費  16,598 ― 16,598
社債繰上償還手数料  1,500 ― 1,500
投資有価証券評価損  ― 60,000 ―

投資事業組合損失  7,497 ― 7,497
売上債権の増減額
（増加：△）

 △37,202 22,655 90,185

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 22,558 △11,626 31,362

権利金の償却額  4,402 ― 5,718
破産更生債権の増減額
（増加：△）

 △42,000 ― △42,000

その他の資産の増減額
（増加：△）

 6,221 △24,226 24,627

仕入債務の増減額
（減少：△）

 52,322 △32,117 21,835

その他の負債の増減額
（減少：△）

 △19,581 △39,994 11,323

未払消費税等の増減額
（減少：△）

 10,673 △18,493 22,396

小計  △245,714 △232,083 △347,322

利息の受取額  312 1,053 698
利息の支払額  △8,635 △15,383 △22,656
法人税等の支払額  △3,748 △10,572 △8,156

営業活動によるキャッシュ
・フロー

 △257,787 △256,985 △377,437
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前中間連結会計期間

(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ
・フロー

    

有形・無形固定資産の取
得による支出

 △48,225 △12,693 △55,283

有形・無形固定資産の売
却による収入

 ― 4,036 ―

投資有価証券取得による
支出

 △10,500 ― △10,850

投資有価証券売却による
収入

 ― ― 120,582

敷金保証金の差入による
支出

 △793 △1,127 △2,640

敷金保証金の返還による
収入

 12,350 3,893 14,191

貸付けによる支出  △26,000 ― △26,000
貸付金の回収による収入  26,000 ― 26,000
保険解約による収入   18,973  

その他  ― 70 ―

投資活動によるキャッシュ
・フロー

 △47,168 13,152 66,000

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

    

 　　短期借入による収入  1,450,000 ― 1,465,000
 　　短期借入金の返済による　
 支出

 △650,000 ― △650,000

　　 短期借入金の純増減額   △200,372  

長期借入による収入  700,000 ― 700,000
長期借入金の返済による
支出

 ― △48,610 ―

社債発行による収入  633,401 ― 633,401
社債償還による支出  △1,351,500 △65,000 △1,416,500
連結子会社の清算に伴う
少数株主への配当金の支
払額

 ― △31 ―

財務活動によるキャッシュ
・フロー

 781,901 △314,013 731,901

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

 566 △2,289 1,012

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

 477,512 △560,136 421,477

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

 234,337 660,537 234,337

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現
金同等物の期首残高

 ― ― 4,723

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間
（期末）残高

※１ 711,849 100,400 660,537
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

　当社グループは、前連結会計年度にお

いて、営業損失640百万円、経常損失669

百万円、当期純損失892百万円を計上し

ており、当中間連結会計期間において

は、営業損失324百万円、経常損失361百

万円、中間純損失369百万円を計上して

おります。当該状況により、当社グルー

プは、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。

　但し、当中間連結会計期間末における

受注残高は670百万円であり、これは前

中間連結会計期間末の受注残高395百

万円と比べて274百万円の増加となっ

ております。

　当社グループは、より安定した経営基

盤の確立に向けて、事業の採算性・成

長性・必要性を厳しく精査して不採算

資産の整理や事業費用の削減に徹底的

に努めるとともに、限られた経営資源

である人材、設備、資金、ノウハウを効

率的に無駄なく活用して経営効率を高

めてまいります。

　また、資金面につきましては、充分な

手元資金を確保しており、現状では資

金不足等の深刻な事態が発生すること

はないと判断しておりますが、当社グ

ループとしては、更に安定した資金調

達を今後とも検討してまいります。

　なお、中間連結財務諸表は、継続企業

を前提として作成しており、このよう

な重要な疑義の影響を反映しておりま

せん。

　当社グループは、前連結会計年度にお

いて、営業損失701,407千円、経常損失

751,974千円、当期純損失1,462,815千円

を計上し、前連結会計年度末において

658,863千円の債務超過の状態となりま

した。また、当中間連結会計期間におい

ては、営業損失158,620千円、経常損失

182,034千円、中間純損失221,665千円を

計上し、当中間連結会計期間末におい

て905,630千円の債務超過の状態とな

り、経営指標の悪化が継続しておりま

す。また、前連結会計年度の経営成績に

よって、平成18年7月25日に発行いたし

ました第１回無担保社債の財務制限条

項に抵触しており、当社グループの事

業継続は取引金融機関の協力に依存し

ております。当該状況により、当社グ

ループは継続企業の前提に関する重要

な疑義が生じております。

　当該状況を解消すべく、当社は吸収分

割の方法により当社事業をそのままの

形で承継会社に引き継ぐとともに、承

継会社において外部資本を調達するこ

とを決定いたしました。当社は、新たに

設立された株式会社フレームワークス

（以下、「新フレームワークス」とい

う。）との間に会社分割契約を締結し、

平成20年2月1日付で当社の事業に関す

る資産、負債、契約上の地位、従業員と

の雇用契約その他一切の権利義務の全

てを新フレームワークスに承継し、そ

の対価として金133,376千円を割当てら

れました。また、当社の事業を承継した

新フレームワークスにおいては、平成

20年2月に総額1,020,000千円の第三者

割当増資が実施され、取引金融機関と

の協力関係も構築しております。

　なお、中間連結財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このよう

な重要な疑義を中間連結財務諸表には

反映しておりません。

　当社グループは、前連結会計年度に

おいて、営業損失640,304千円、経常損

失669,928千円、当期純損失892,709千

円を計上しており、当連結会計年度に

おいては営業損失701,407千円、経常損

失751,974千円、当期純損失1,462,815千

円を計上し、当連結会計年度末におい

て658,863千円の債務超過の状態と

なっております。また、当連結会計年

度の経営成績によって、平成18年7月

25日に発行いたしました第１回無担

保社債（平成19年5月末残高585,000千

円）の財務制限条項に抵触しており

ます。さらに取引銀行の要請により短

期借入金の一部について返済を行い

ました。当該状況により、当社グルー

プは、継続企業の前提に関する重要な

疑義が生じております。

　当該状況を解消すべく、当社はあら

ためてパッケージベンダーとしての

事業構造のあり方を見直すとともに、

採算性、必要性、成長性を厳しく査定

したコスト削減を断行いたします。加

えて、当社の主力製品である物流セン

ター管理システムを更に改善・進化

させるとともに、限られた経営資源で

ある人材、設備、資金、ノウハウを無駄

なく活用することにより、生産性の向

上に徹底的に取り組んでまいります。

　また、グループ各社の明確な役割の

下、グループ会社間の連携を強化し、

ソリューションラインナップ、販売

力、サービス力、製品開発力など、当社

グループが一体となって顧客企業の

サプライチェーン・マネジメントの

構築・実現を支援するための総合力

を高め、着実な収益を確保するための

改革を行ってまいります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

  　財務面におきましては、債務超過の

早期解消及び上記財務制限条項付社

債の償還資金を確保して財務状態を

安定させるために、当社は第三者割当

増資を検討しており、株式会社

MIT Corporate Advisory Services及び特

定の事業会社との交渉を開始してお

ります。当該事業会社とは単なる財務

面での関係に留まらず、事業上の連携

を強化して、事業シナジーを創出する

ための関係を積極的に構築してまい

りたいと考えております。また、当社

は、第三者割当増資の早期実施はもと

より、手元資金及び借入金の借換等を

含め資金不足等の深刻な事態が発生

することのないよう、取引金融機関の

皆様に対して一定の理解を要請して

まいります。

　当社グループの事業継続は、上記の

経営改革と交渉中の第三者割当増資

の実現及び取引金融機関のご協力に

依存しておりますが、連結財務諸表は

継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義を連結財務

諸表には反映しておりません。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　５社

連結子会社名

株式会社日本ビジネスクリ

エイト

北京飛龍日恒科技有限公司

株式会社シーエスシステム

ズ

C.S.Factory Co.,Ltd.

AGインベストメント１号投

資事業組合

(1）連結子会社の数　　　　５社

連結子会社名

株式会社日本ビジネスクリ

エイト

北京飛龍日恒科技有限公司

株式会社シーエスシステム

ズ

C.S.Factory Co.,Ltd.

マトリックス・ＦＷＸ投資

事業組合

 

 

　前連結会計年度において連結

子会社でありましたAGインベ

ストメント１号投資事業組合

は平成19年７月に解散したた

め、連結の範囲から除いており

ます。 

(1）連結子会社の数　　　　６社

連結子会社名

株式会社日本ビジネスクリ

エイト

北京飛龍日恒科技有限公司

株式会社シーエスシステム

ズ

C.S.Factory Co.,Ltd.

AGインベストメント１号投

資事業組合

マトリックス・ＦＷＸ投資

事業組合

　マトリックス・ＦＷＸ投資事

業組合は出資比率及び組合へ

の関与状況を鑑み企業集団の

財務内容の実態をより適切に

開示するため当連結会計年度

下期から連結しております。

 (2）主要な非連結子会社の名称等

マトリックス・ＦＷＸ投資事

業組合

(2）主要な非連結子会社の名称等

――――

(2）主要な非連結子会社の名称等

――――

 (3）連結子会社から除いた理由

　総資産、売上高、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等はいずれ

も重要な影響を及ぼすことがな

いため、連結の範囲から除いてお

ります。

(3）連結子会社から除いた理由

――――

(3）連結子会社から除いた理由

――――
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前中間連結会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

２　持分法の適用に関する事

項

持分法を適用していない非連結子

会社

イ．主要な会社等の名称

マトリックス・ＦＷＸ投資事

業組合

ロ．持分法を適用しない理由

　マトリックス・ＦＷＸ投資事業

組合は中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても中間連結財務

諸表に及ぼす影響は軽微であり、

かつ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除外

しております。

―――― ――――

３　連結子会社の中間決算日

（決算日）に関する事項

　株式会社日本ビジネスクリエイト

の決算日は、中間決算日と一致して

おります。

　北京飛龍日恒科技有限公司の決算

日は12月31日であり、中間連結財務

諸表の作成にあたっては、平成18年

９月30日に仮決算を行い、同仮決算

日現在の財務諸表を使用しており

ます。当中間決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

　株式会社シーエスシステムズの決

算日は中間決算日と一致しており

ます。

　C.S.Factory Co.,Ltd.の決算日は6月

30日であり、中間連結財務諸表の作

成にあたっては、平成18年11月30日

に仮決算を行い、同仮決算日現在の

財務諸表を使用しております。

　AGインベストメント１号投資事

業組合の決算日は12月31日であり、

中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、平成18年11月30日に仮決算を

行い、同仮決算日現在の財務諸表を

使用しております。

　株式会社日本ビジネスクリエイト

の決算日は、中間決算日と一致して

おります。

　北京飛龍日恒科技有限公司の決算

日は12月31日であり、中間連結財務

諸表の作成にあたっては、平成19年

９月30日に仮決算を行い、同仮決算

日現在の財務諸表を使用しており

ます。当中間決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

　株式会社シーエスシステムズの決

算日は中間決算日と一致しており

ます。

　C.S.Factory Co.,Ltd.の決算日は6月

30日であり、中間連結財務諸表の作

成にあたっては、平成19年11月30日

に仮決算を行い、同仮決算日現在の

財務諸表を使用しております。

　マトリックス・FWX投資事業組

合の決算日は12月31日であり、中間

連結財務諸表の作成にあたっては、

平成19年11月30日に仮決算を行い、

同仮決算日現在の財務諸表を使用

しております。

　株式会社日本ビジネスクリエイト

の決算日は、連結決算日と一致して

おります。

　北京飛龍日恒科技有限公司の決算

日は12月31日であり、連結財務諸表

の作成にあたっては、平成19年3月

31日に仮決算を行い、同仮決算日現

在の財務諸表を使用しております。

当連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調

整を行っております。

　株式会社シーエスシステムズの決

算日は連結決算日と一致しており

ます。

　C.S.Factory Co.,Ltd.の決算日は6月

30日であり、連結財務諸表の作成に

あたっては、平成19年5月31日に仮

決算を行い、同仮決算日現在の財務

諸表を使用しております。

　AGインベストメント１号投資事

業組合の決算日は12月31日であり、

連結財務諸表の作成にあたっては、

平成19年5月31日に仮決算を行い、

同仮決算日現在の財務諸表を使用

しております。

　マトリックス・FWX投資事業組

合の決算日は12月31日であり、連結

財務諸表の作成にあたっては、平成

19年5月31日に仮決算を行い、同仮

決算日現在の財務諸表を使用して

おります。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

イ．その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

イ．その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

 

 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券

イ．その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定）

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ロ．投資事業組合への出資金

　組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近

の決算書を基礎として、持分相

当額を純額で取り込む方法

ロ．投資事業組合への出資金

同左

ロ．投資事業組合への出資金

　　　　　同左

 ②たな卸資産

イ．商品

個別法による原価法

ロ．仕掛品

個別法による原価法

②たな卸資産

イ．商品

同左

ロ．仕掛品

同左

②たな卸資産

イ．商品

同左

ロ．仕掛品

同左

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①有形固定資産

　定率法（平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法を採

用しております。）

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①有形固定資産

 主として、定率法によっており

ます。

 

　

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①有形固定資産

　定率法（平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法を採

用しております。）

 主な耐用年数

建物　　　　　　15～39年

器具備品　　　　４～15年

主な耐用年数

建物　　　　　　15～18年

器具備品　　　　４～15年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以後取得の固定資産に

ついては、改正法人税法に規定す

る償却方法により、減価償却費を

計上しております。

なお、これによる当中間連結会計

期間の損益に与える影響は軽微

であります。 

主な耐用年数

建物　　　　　　15～39年

器具備品　　　　４～15年

 ②無形固定資産

イ．市場販売目的のソフトウェ

ア

　見込販売収益に基づく償却額

と残存有効期間（３年以内）

に基づく償却額を比較し、いず

れか大きい額を償却費として

計上する方法

②無形固定資産

イ．市場販売目的のソフトウェ

ア

――――

②無形固定資産

イ．市場販売目的のソフトウェ

ア

　見込販売収益に基づく償却額

と残存有効期間（３年以内）

に基づく償却額を比較し、いず

れか大きい額を償却費として

計上する方法

 ロ．自社利用目的のソフトウェ

ア

定額法

耐用年数

　社内における利用可能期間

（５年）

ロ．自社利用目的のソフトウェ

ア

同左

ロ．自社利用目的のソフトウェ

ア

同左
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前中間連結会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 (3）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

(3）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

――――

(3）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

 (4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れに備えるため、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

が発生した場合については個別

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。

(4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、当中間連結会計期間に負担す

べき支給見込額を計上しており

ます。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

同左

 ③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間連結会計期間末におけ

る退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。

③退職給付引当金

同左

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額に基づき、当

連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。

 ④役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支払に備える

ため、内規に基づく当中間連結会

計期間末要支給額を計上してお

ります。

　なお、当社は、平成18年８月25日

開催の定時株主総会終結の時を

もって、役員退職慰労金制度を廃

止することといたしました。

　当中間連結会計期間末の役員退

職慰労引当金残高は、制度廃止時

に在任している役員に対する支

給予定額であり、同日以降の役員

退職慰労引当金の繰入は行って

おりません。

④　　　　―――― ④役員退職慰労引当金

　当社は、平成18年８月25日開催

の定時株主総会終結の時をもっ

て、役員退職慰労金制度を廃止

し、それまでの引当金を役員の退

職の都度打ち切り支給してまい

りました。

 また、当連結会計年度末におい

て、当社代表取締役社長の田中純

夫が、受給権を放棄したことによ

り役員退職慰労引当金戻入益を

特別利益として計上しておりま

す。

 なお、監査役２名の退職慰労金

は固定負債の「その他」に含め

て計上しております。

 ⑤受注損失引当金

　受注契約に係る将来の損失に備

えるため、当中間連結会計期間末

時点で将来の損失が確実に見込

まれ、かつ、当該損失額を合理的

に見積もることが可能なものに

ついては、将来の損失見込額を計

上しております。

⑥継続勤務手当引当金

 連結子会社の従業員の継続勤務

手当の支給に備えるため、当中間

連結会計期間末における支給見

込額を計上しております。

⑤受注損失引当金

同左

 

 

 

 

 

　

⑥継続勤務手当引当金

 同左

⑤　　　　――――

　

 

 

 

 

 

 

⑥継続勤務手当引当金

 連結子会社の従業員の継続勤務

手当の支給に備えるため、当連結

会計年度末における支給見込額

を計上しております。

 (5）リース取引の処理方法

――――

(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、通常の賃貸取引に係る方

法に準じた会計処理によってお

ります。

(5）リース取引の処理方法

　同左 
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前中間連結会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 (6）重要な収益及び費用の計上基

準

　売上高のうち、システム・イン

テグレーション及びコンサル

ティングによる売上については、

プロジェクト毎にプロジェクト

原価を発生基準で認識し、これに

対応する売上を原価進捗率（プ

ロジェクト別の見積原価に対応

する実際発生原価の割合）に応

じて認識する方法（進行基準）

によっております。ただし、業務

内容がプロジェクト管理に適さ

ないコンサルティング契約につ

いては、費用は発生時に認識する

一方で、収益は業務完了時に一括

して計上しております。

　また、一部の連結子会社のシス

テム・インテグレーションによ

る売上について、進行基準を採用

するために必要な精緻なプロ

ジェクト別の見積原価の把握が

できない場合は、完成基準によっ

ております。

(6）重要な収益及び費用の計上基

準

同左

(6）重要な収益及び費用の計上基

準

同左

 (7）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準

　在外子会社等の資産及び負債

は、中間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部にお

ける少数株主持分及び為替換算

調整勘定に含めて計上しており

ます。

(7）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準

同左

(7）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準

　在外子会社等の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部にお

ける少数株主持分及び為替換算

調整勘定に含めて計上しており

ます。

 (8）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(8）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(8）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

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預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限及び満期の到来す

る短期投資からなっております。

同左 同左
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

（中間連結貸借対照表関係）

　前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として掲

記しておりましたものは、当中間連結会計期間より「のれ

ん」として表示しております。

　前中間連結会計期間において投資その他の資産に区分掲

記しておりました「敷金保証金」は、資産総額の100分の

５以下となったため、当中間連結会計期間より投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しております。なお当中

間連結会計期間の投資その他の資産の「その他」に含ま

れる「敷金保証金」は、100,077千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において「短期借入による収入」及

び「短期借入金の返済による支出」について「短期借入

金の純増減額」として純額で表示しておりましたが、当中

間連結会計期間より総額で表示しております。

（中間連結貸借対照表関係）

　前中間連結会計期間において無形固定資産に区分掲記し

ておりました「ソフトウェア」は、資産総額の100分の５以

下となったため、当中間連結会計期間より無形固定資産の

「その他」に含めて表示しております。なお当中間連結会

計期間の無形固定資産の「その他」に含まれる「ソフト

ウェア」は、1,103千円であります。

　前中間連結会計期間において投資その他の資産に区分掲

記しておりました「投資有価証券」は、資産総額の100分の

５以下となったため、当中間連結会計期間より投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しております。なお当中

間連結会計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれ

る「投資有価証券」は、66,500千円であります。

　前中間連結会計期間において投資その他の資産の「その

他」に区分掲記しておりました「敷金保証金」は、資産総

額の100分の５を超えたため、当中間連結会計期間より区分

掲記しました。なお前中間連結会計期間の「敷金保証金」

は、100,077千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において「短期借入による収入」及

び「短期借入金の返済による支出」として総額で表示し

ておりましたが、短期間に連続して借換えが行われてお

り、金額的重要性が増したことから、かえって総額で表示

することによる弊害のおそれがあるため、当中間連結会計

期間より「短期借入金の純増減額」として純額で表示し

ております。

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年11月30日）

前連結会計年度末
（平成19年５月31日）

※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額 ※１　有形固定資産減価償却累計額

 106,883千円  119,257千円  117,402千円

――――  なお、減価償却累計額には、減損損失

累計額が含まれております。

同左

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。

※２　消費税等の取扱い

同左

――――
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な

科目は以下の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な

科目は以下の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な科

目は以下の通りであります。

役員報酬 51,639千円

給与手当 237,757千円

賞与引当金繰入

額
13,244千円

退職給付費用 3,573千円

役員退職慰労引

当金繰入額
2,346千円

貸倒引当金繰入

額
874千円 

のれん償却額 70,116千円 

役員報酬 49,217千円

給与手当 214,056千円

賞与引当金繰入

額
8,069千円

退職給付費用 5,528千円

貸倒引当金繰入

額
10,145千円 

のれん償却額 32,377千円 

役員報酬 91,765千円

給与手当 477,493千円

賞与引当金繰入

額
8,264千円

退職給付費用 7,946千円

役員退職慰労引

当金繰入額
2,346千円

貸倒引当金繰入

額
862千円

 ※２　　　　　―  ※２　　　　　― ※２　減損損失

  当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

  用途 種類 場所

事業目的

 建物

 器具備品

 ソフトウェア

 電話加入権

当社

事業目的

 建物

 器具備品

 ソフトウェア

株式会社シー

エスシステム

ズ

―  のれん

株式会社シー

エスシステム

ズ

  (1)主な資産のグルーピングの方法

　内部管理上採用している事業区分を基

本とし、各社を単位にグルーピングして

おります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

  (2)減損の認識に至った経緯

　当社及び連結子会社である株式会社

シーエスシステムズにおいては、重要

なマイナスの営業キャッシュ・フ

ローの計上が継続しており、確実性の

高い将来キャッシュ・フローの発生

を見積もることが困難であるため、固

定資産の帳簿価額全額が回収不能と

判断いたしました。そのため、帳簿価

額の全額を減損損失として、特別損失

に計上しております。

　また、株式会社シーエスシステムズ

において、事業計画を見直した結果、

当初予定していた超過収益力が見込

めなくなったことから、のれんについ

て減損損失を認識いたしました。

　なお、減損損失の内訳は、建物24,488

千円、器具備品42,016千円、ソフトウェ

ア85,656千円、電話加入権779千円、

リース資産21,488千円及びのれん

666,711千円であります。

  (3)当該資産の回収可能価額は使用価

値を零として減損損失を測定してお

ります。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 平成18年５月31日 増加 減少 平成18年11月30日

普通株式（株） 66,688.87 ― 0.87 66,688

（変動事由の概要）　減少数の内訳は自己株式の消却による減少であります。

２　自己株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 平成18年５月31日 増加 減少 平成18年11月30日

普通株式（株） 0.87 ― 0.87 ―

（変動事由の概要）　減少数の内訳は端株の消却による減少であります。

当中間連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 平成19年５月31日 増加 減少 平成19年11月30日

普通株式（株） 66,688 ― ― 66,688

 

２　自己株式の種類及び総数に関する事項

　　　　　　　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 平成18年５月31日 増加 減少 平成19年５月31日

普通株式（株） 66,688.87 ― 0.87 66,688

（変動事由の概要）

減少数の内訳は次のとおりであります。

自己株式の消却による減少　　　　　　　0.87株

２　自己株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 平成18年５月31日 増加 減少 平成19年５月31日

普通株式（株） 0.87 ― 0.87 ―

（変動事由の概要）

減少数の内訳は次のとおりであります。

端株の消却による減少　　　　　　　　　0.87株
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間連

　　　結会計期間末残高と中間連結　　

　　　貸借対照表に掲記されている

　　　科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間連

　　　結会計期間末残高と中間連結　　

　　　貸借対照表に掲記されている

　　　科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残

　　　高と連結貸借対照表に掲記さ

　　　れている科目の金額との関係

（平成18年11月30日現在） （平成19年11月30日現在） （平成19年５月31日現在）

現金及び預金

勘定
711,849千円

現金及び現金

同等物
711,849千円

現金及び預金

勘定
100,400千円

現金及び現金

同等物
100,400千円

現金及び預金

勘定
660,537千円

現金及び現金

同等物
660,537千円

（リース取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

 　　　　 ①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額

 
取得価額相当額

(千円)

減価償却累計額

相当額

(千円)

減損損失累計額

相当額

(千円)

中間期末残高

相当額

(千円)

 有形固定資産 5,628 1,285 4,342 －

 無形固定資産

 その他
9,214 460 8,753 －

 合計 14,842 1,746 13,096 －

 　　　　 ② 未経過リース料中間期末残高相当額等

 　　　　　　未経過リース料中間期末残高相当額

 １年以内            　　 2,708千円

 １年超　　　　　　　　　 9,216千円

 合計　　　　　　　　　　11,924千円

 　　　　　　リース資産減損勘定中間期末残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,717千円 

 　　　　 ③ 当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

 支払リース料        　　 　　　1,540千円

 リース資産減損勘定の取崩額　   1,378千円

 減価償却費相当額　　 　　　　　 　－千円

 支払利息相当額　　　　　 　　　　221千円

 減損損失　　　　　　　 　　　　　 －千円

 　　　　 ④ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま

　　　　　　 す。

 　　　　 ⑤ 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期

　　　　　　 への配分方法については、利息法によっております。

 

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

 　　　　 ①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
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取得価額相当額

(千円)

減価償却累計額

相当額

(千円)

減損損失累計額

相当額

(千円)

期末残高相当額

(千円)

 有形固定資産 5,628 1,285 4,342 －

 無形固定資産

 その他
9,214 460 8,753 －

 合計 14,842 1,746 13,096 －

 　　　　 ② 未経過リース料期末残高相当額等

 　　　　　　未経過リース料期末残高相当額

 １年以内            　　 2,661千円

 １年超　　　　　　　　　10,582千円

 合計　　　　　　　　　　13,243千円

 　　　　　　リース資産減損勘定期末残高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,096千円 

 　　　　 ③ 当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

 支払リース料        　　 　　　1,582千円

 リース資産減損勘定の取崩額　 　　 －千円

 減価償却費相当額　　　 　　　　1,424千円

 支払利息相当額　　　　　 　　　　271千円

減損損失　　　　 　　　 　　　13,096千円

 　　　　 ④ 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま

　　　　　　 す。

 　　　　 ⑤ 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期

　　　　　　 への配分方法については、利息法によっております。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年11月30日）

１　時価のある有価証券

 種類

前中間連結会計期間（平成18年11月30日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

その他有価証券 株式 40,144 61,610 21,466

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券

非上場株式　　　　　　　　　　　　　73,000千円

（注）　当中間連結会計期間において非上場株式について減損処理を行っているものはありません。

当中間連結会計期間末（平成19年11月30日）

１　時価のある有価証券

 種類

当中間連結会計期間（平成19年11月30日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

その他有価証券 株式 5,730 13,150 7,420

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券

非上場株式　　　　　　　　　　　　　43,350千円

その他　　　　　　　　　　　　　　　10,000千円

（注）　当中間連結会計期間において、当社が出資する株式会社フロンティアドメインが平成19年11月5日

付で東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請したため、該当する非上場株式60,000千円について

減損処理を行っております。

前連結会計年度末（平成19年５月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成19年５月31日）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

その他有価証券 株式 5,730 20,100 14,370

　（注）　当連結会計年度において、上場株式について減損処理を行っているものはありません。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

その他有価証券

非上場株式　　　　　　　　　　　　　　63,350千円

その他　　　　　　　　　　　　　　　　50,000千円

（注）　当連結会計年度において非上場株式について減損処理を行っているものはありません。
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

　当中間連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

　当中間連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

　１．当連結会計年度に付与したストック・オプションはありません。

　２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容。

 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成13年８月24日 平成13年11月16日 平成16年８月24日 平成16年８月24日 

付与対象者の区分及び

数（名） 

当社取締役 5

当社従業員13
当社従業員42

当社取締役  5

当社監査役  2

当社従業員112

当社従業員22

株式の種類及び付与数

（株） 

普通株式

429

普通株式

137

普通株式

1,363

普通株式

321

 付与日 平成13年８月31日 平成13年11月30日 平成17年１月17日 平成17年８月８日

権利確定条件 

付与日から権利確定日

まで継続して在任・在

籍していること（但し、

定年退職は除く）

付与日から権利確定日

まで継続して在任・在

籍していること（但し、

定年退職は除く）

付与日から権利確定日

まで継続して在任・在

籍していること（但し、

定年退職及び任期満了

は除く）

付与日から権利確定日

まで継続して在任・在

籍していること（但し、

定年退職及び任期満了

は除く）

 対象勤務期間

 平成13年８月31日から

平成15年11月１日まで

50%権利行使可能

平成13年８月31日から

平成16年11月１日ま

で、残り50%権利行使

可能

 平成13年11月30日から

平成15年12月１日まで

50%権利行使可能

平成13年11月30日から

平成16年11月１日ま

で、残り50%権利行使

可能

 平成17年１月17日から

平成18年８月25日まで

50%権利行使可能

平成17年１月17日から

平成19年８月25日ま

で、残り50%権利行使

可能

 平成17年８月８日から

平成18年８月25日まで

50%権利行使可能

平成17年８月８日から

平成19年８月25日ま

で、残り50%権利行使

可能

  権利行使期間 　　
 平成15年11月１日から

平成20年10月30日まで

 平成15年12月１日から

平成20年10月30日まで

 平成18年８月25日から

平成22年８月24日まで

 平成18年８月25日から

平成22年８月24日まで

  権利行使価格

（円） 　　
 50,000  50,000  168,000  178,000

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

　当連結グループはサプライチェーン・ロジスティクスソリューション、ソフトウェアライセンス、ハードウェ

ア・ソフトウェアプロダクトセールスを一体として提供しているため、これらは同一セグメントであります。

他に開示すべきセグメントはないため、事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

　当連結グループはサプライチェーン・ロジスティクスソリューション、ソフトウェアライセンス、ハードウェ

ア・ソフトウェアプロダクトセールスを一体として提供しているため、これらは同一セグメントであります。

他に開示すべきセグメントはないため、事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

　当連結グループはサプライチェーン・ロジスティクスソリューション、ソフトウェアライセンス、ハードウェ

ア・ソフトウェアプロダクトセールスを一体として提供しているため、これらは同一セグメントであります。

他に開示すべきセグメントはないため、事業の種類別セグメント情報の該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報
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の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

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

当中間連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

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

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額 6,123円96銭

１株当たり中間純損失

金額
5,534円19銭

１株当たり純資産額 △13,754円58銭

１株当たり中間純損失

金額
3,323円92銭

１株当たり純資産額 △10,307円99銭

１株当たり当期純損

失金額
21,935円21銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

するものの、１株当たり中間純損失で

あるため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

するものの、１株当たり中間純損失で

あるため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

するものの、１株当たり当期純損失で

あるため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、下記のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

１株当たり中間（当期）純損失金額    

中間（当期）純損失（△）（千円） △369,063 △221,665 △1,462,815

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純損失

（△）（千円）
△369,063 △221,665 △1,462,815

普通株式の期中平均株式数（株） 66,688 66,688 66,688

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

　旧商法第280条ノ19第

１項の規定に基づく新

株引受権１種類（潜在

株式の数　1,240個）、平

成13年改正旧商法第

280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新

株予約権１種類（潜在

株式の数　1,364個）

　旧商法第280条ノ19第

１項の規定に基づく新

株引受権1種類(潜在株

式の数1,012個)、平成13

年改正旧商法第280条

ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予

約権1種類(潜在株式の

数 934個)(平成19年11

月30日現在)

　旧商法第280条ノ19第

１項の規定に基づく新

株引受権1種類(潜在株

式の数 1,012個)、平成

13年改正旧商法第280

条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株

予約権1種類(潜在株式

の数 1,131個)(平成19

年５月31日現在)
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

―――― （会社分割）

　当社は平成19年12月11日開催の取締役会にお

いて、平成19年12月に設立された「株式会社フ

レームワークス」（以下、「新フレームワーク

ス」という。）との間に分割契約書を締結する

ことを決議いたしました。当該分割契約は平成

19年12月28日開催の臨時株主総会において承

認され、平成20年2月1日付で当社の全ての事業

を新フレームワークスに包括承継いたしまし

た。

1.目的

　事業再建に向けた新たな経営体制の構築、並

びに当社株式の上場廃止により流動性が毀損

された株主の皆様を保護するために、吸収分割

の方法により当社事業をそのままの形で新会

社に引き継ぐとともに、新会社において外部資

本を調達することといたしました。

2.日程

　平成19年12月11日

　　　取締役会決議（分割契約承認）

　　　分割契約締結

　平成19年12月28日

　　　臨時株主総会決議（分割契約承認）

　平成20年２月１日

　　　効力発生日

3.吸収分割契約の内容

（1）吸収分割の方法

　当社を分割会社とし、新フレームワークスを

承継会社とする吸収分割

（2）承継する権利義務

　当社の全ての事業に関する資産、負債、契約上

の地位、従業員との雇用契約その他一切の権利

義務を新フレームワークスに承継させます。な

お、承継する債務については、免責的債務引受

の方法によるものとします。

（3）吸収分割に係る割当ての内容

　新フレームワークスは現金133,376千円を分割

対価として当社に割当てます。

4.吸収分割により承継する資産、負債の額

　平成19年12月1日現在（以下「基準日」とい

う）の貸借対照表に基づき、基準日以降の資

産、負債の変動については分割期日において承

継せしめる資産、負債の額にこれを反映させる

こととしております。

5.吸収分割承継会社の概要

（平成19年12月28日現在）

　商号

  　　株式会社フレームワークス

　本店の所在地

　　　東京都千代田区神田紺屋町8番地

　代表者の氏名

　　　代表取締役社長　松本章

　設立年月

　　　平成19年12月

　資本金の額

　　　1,000千円

 

（子会社の解散）

1.解散する子会社の概要

（1）名称　

　AGインベストメント1号投資事業組合 

（2）組合の目的　

　主に中国、香港の物流、商流をはじめとする

サービス業界等において高い付加価値を有す

るビジネスを展開している企業に対する投

資。

（3）出資金の総額

　125,171千円

（4）純資産額

　134,596千円

（5）出資比率

　99.98％

（6）業務執行組合員  　

  株式会社アクアＲＩＭＣＯ

（7）住所  

　東京都港区　

2.清算結了日 

　平成19年7月6日　

3.業績への影響 

　子会社解散に伴う影響は軽微であります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

―――― （資本の減少）

　当社は、平成19年12月28日開催の臨時株主総

会の決議によって、剰余金の処分並びに資本金

及び資本準備金の減少を実施いたしました。

1.目的

　資本の欠損を補填することにより、自己株式

取得のための分配可能額を確保いたします。

2.日程

　平成19年12月28日

　　　臨時株主総会決議

　平成20年２月１日

　　　効力発生日

3.方法

（1）減少する剰余金の項目及び額

　別途積立金の額19,000,000円の全額を減少し、

別途積立金の額を0円とします。

（2）減少する資本金の額

　資本金の額612,480,000円の全額を減少し、資

本金の額を0円といたします。

（3）減少する資本準備金の額

　資本準備金の額676,264,000円の全額を減少

し、資本準備金の額を0円といたします。

（4）資本金の額の減少の方法

　発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額

のみを減少いたします。

 

（自己株式の取得）

　当社は、定款一部変更により当社発行済普通

株式の全てに全部取得条項を付し、平成19年12

月28日開催の臨時株主総会の決議によって平

成20年２月５日付で当該株式全てを取得いた

しました。

1.目的

　事業再建のための会社分割と併せて、当社株

式の上場廃止により流動性が毀損された株主

の皆様を保護するために、当社発行済株式の全

てを当社が取得し、取得と引換えに金銭を交付

することといたしました。

2.日程

　平成19年12月28日

　　　臨時株主総会決議

　平成20年２月５日

　　　効力発生日

3.自己株式取得の方法等

　定款一部変更により当社の発行済普通株式に

全部取得条項を付し、臨時株主総会の決議に

よって全部取得条項付普通株式の全部を取得

し、取得と引換えに金銭（1株につき金2,000

円）を交付いたします。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

―――― （子会社株式の売却）

　当社は、事業再編の一環として投資先の見直

しを行い、当社が出資する投資事業組合「マト

リックス・ＦＷＸ投資事業組合」の持分全て

を平成19年12月19日付で売却いたしました。

1.子会社の概要

（1）名称

　マトリックス・ＦＷＸ投資事業組合　

（2）組合の目的

　当社の事業展開上、高い付加価値を有するビ

ジネスを展開している企業に対する投資。

（3）出資金の総額

　77,380千円

（4）出資比率

　94.3％

（5）住所

　東京都港区

2.売却先

　マトリックス・キャピタル株式会社

2.売却日

　平成19年12月19日

3.業績への影響

　売却損32,439千円

 

（連結範囲の変更）

　上記マトリックス・ＦＷＸ投資事業組合の売

却により、同投資事業組合は連結の範囲から除

外されます。なお、同投資事業組合を連結対象

から除外することによる損益への影響は売却

損32,439千円であります。

 

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  
前中間会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  587,639   63,526   415,567   

２　売掛金  503,285   349,968   400,855   

３　たな卸資産  ―   19,696   5,760   

４　その他  80,175   50,779   38,728   

貸倒引当金  △2,050   △12,183   △2,038   

流動資産合計   1,169,050 36.9  471,786 37.1  858,873 45.9

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１ 72,333   8,656   ―   

２　無形固定資産           

(1）ソフトウェア  126,881   931   ―   

(2）その他  779   ―   ―   

計  127,661   931   ―   

３　投資その他の資産           

(1）関係会社株式  1,645,161   685,247   842,791   

(2）関係会社長期貸
付金

 ―   70,000   ―   

(3）その他  197,857   112,687   233,160   

貸倒引当金  △42,000   △77,000   △62,000   

計  1,801,018   790,935   1,013,951   

固定資産合計   2,001,012 63.1  800,523 62.9  1,013,951 54.1

資産合計   3,170,063 100.0  1,272,310 100.0  1,872,825 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金  19,300   3,521   22,311   

２　短期借入金  800,000   526,628   800,000   

３　一年以内返済予定
長期借入金

 ―   106,942   106,942   

４　一年以内償還予定
社債

 130,000   520,000   585,000   

５　未払金  120,927   86,338   146,747   

６　未払費用  ―   72,940   75,944   

７　役員からの短期借
入金　

 ―   73,000   ―   

８　その他 ※２ 111,768   88,206   101,085   

流動負債合計   1,181,997 37.3  1,477,576 116.2  1,838,030 98.1

Ⅱ　固定負債           

１　社債  520,000   ―   ―   

２　長期借入金  700,000   544,448   593,058   

３　繰延税金負債  9,175   3,175   4,241   

４　退職給付引当金  48,187   53,233   52,858   

５　役員退職慰労引当
金

 103,369   ―   ―   

６　その他  ―   1,225   1,725   

固定負債合計   1,380,732 43.6  602,082 47.3  651,882 34.8

負債合計   2,562,730 80.8  2,079,659 163.5  2,489,912 132.9

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   612,480 19.3  612,480 48.1  612,480 32.7

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  676,264   676,264   676,264   

資本剰余金合計   676,264 21.3  676,264 53.2  676,264 36.1

３　利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金

          

特別償却準備金  979   344   344   

別途積立金  19,000   19,000   19,000   

繰越利益剰余金  △714,324   △2,119,908   △1,935,532   

利益剰余金合計   △694,345 △21.9  △2,100,563 △
165.1  △1,916,187 △

102.3

株主資本合計   594,398 18.8  △811,819 △63.8  △627,443 △33.5

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券評
価差額金

  12,934 0.4  4,471 0.4  10,356 0.6

評価・換算差額等合
計

  12,934 0.4  4,471 0.4  10,356 0.6

純資産合計   607,333 19.2  △807,348 △63.5  △617,087 △32.9

負債純資産合計   3,170,063 100.0  1,272,310 100.0  1,872,825 100.0
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②【中間損益計算書】

  
前中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,136,213 100.0  986,341 100.0  2,142,030 100.0

Ⅱ　売上原価   767,873 67.6  689,996 70.0  1,618,568 75.6

売上総利益   368,339 32.4  296,345 30.0  523,462 24.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  439,910 38.7  370,571 37.6  882,625 41.2

営業損失（△）   △71,570 △6.3  △74,226 △7.5  △359,163 △16.8

Ⅳ　営業外収益   1,866 0.2  3,074 0.3  3,922 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※１  41,365 3.6  27,915 2.8  65,548 3.0

経常損失（△）   △111,070 △9.8  △99,068 △10.0  △420,789 △19.6

Ⅵ　特別利益 ※２  ― ―  16,304 1.6  172,903 8.0

Ⅶ　特別損失 ※3,4  47,193 4.2  95,448 9.7  1,128,643 52.7

税引前中間（当期）
純損失（△）

  △158,263 △13.9  △178,212 △18.1  △1,376,530 △64.3

法人税、住民税及び
事業税

 3,967   6,163   7,962   

法人税等調整額  34,663 38,631 3.4 ― 6,163 0.6 34,245 42,207 1.9

中間（当期）純損失
（△）

  △196,894 △17.3  △184,375 △18.7  △1,418,737 △66.2
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年５月31日　残高
（千円）

612,480 676,264 676,264 979 19,000 △517,350 △497,371 △79 791,293

中間会計期間中の変動額          

中間純損失      △196,894 △196,894  △196,894

自己株式の消却      △79 △79 79 ―

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

         

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

― ― ― ― ― △196,974 △196,974 79 △196,894

平成18年11月30日　残高
（千円）

612,480 676,264 676,264 979 19,000 △714,324 △694,345 ― 594,398

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

平成18年５月31日　残高
（千円）

16,975 16,975 808,268

中間会計期間中の変動額    

中間純損失   △196,894

自己株式の消却   ―

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△4,040 △4,040 △4,040

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△4,040 △4,040 △200,935

平成18年11月30日　残高
（千円）

12,934 12,934 607,333

当中間会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年５月31日　残高
（千円）

612,480 676,264 676,264 344 19,000
△

1,935,532
△

1,916,187
△627,443

中間会計期間中の変動額         

中間純損失      △184,375 △184,375 △184,375

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

― ― ― ― ― △184,375 △184,375 △184,375

平成19年11月30日　残高
（千円）

612,480 676,264 676,264 344 19,000
△

2,119,908
△

2,100,563
△811,819

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

平成19年５月31日　残高
（千円）

10,356 10,356 △617,087

EDINET提出書類

株式会社フレームワークス静岡(E05397)

半期報告書

53/72



 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

中間会計期間中の変動額    

中間純損失   △184,375

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△5,884 △5,884 △5,884

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△5,884 △5,884 △190,260

平成19年11月30日　残高
（千円）

4,471 4,471 △807,348

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年５月31日　残高
（千円）

612,480 676,264 676,264 979 19,000 △517,350 △497,371 △79 791,293

事業年度中の変動額          

特別償却準備金の取崩    △634  634 ―  ―

当期純損失      
△

1,418,737
△

1,418,737
 

△
1,418,737

自己株式の消却      △79 △79 79 ―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

― ― ― △634 ―
△

1,418,182
△

1,418,816
79

△
1,418,737

平成19年５月31日　残高
（千円）

612,480 676,264 676,264 344 19,000
△

1,935,532
△

1,916,187
― △627,443

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

平成18年５月31日　残高
（千円）

16,975 16,975 808,268

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の取崩   ―

当期純損失   △1,418,737

自己株式の消却   ―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△6,618 △6,618 △6,618

事業年度中の変動額合計
（千円）

△6,618 △6,618 △1,425,356

平成19年５月31日　残高
（千円）

10,356 10,356 △617,087
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

　当社は、前事業年度において、営業損

失583百万円、経常損失618百万円、当

期純損失864百万円を計上しており、

当中間会計期間においては、営業損失

71百万円、経常損失111百万円、中間純

損失196百万円を計上しております。

当該状況により、当社は、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

おります。

　但し、当中間会計期間末における受

注残高は444百万円であり、これは前

中間会計期間末の受注残高173百万円

と比べて271百万円の増加となってお

ります。

　当社は、より安定した経営基盤の確

立に向けて、事業の採算性・成長性・

必要性を厳しく精査して不採算資産

の整理や事業費用の削減に徹底的に

努めるとともに、限られた経営資源で

ある人材、設備、資金、ノウハウを効率

的に無駄なく活用して経営効率を高

めてまいります。

　また、資金面につきましては、充分な

手元資金を確保しており、現状では資

金不足等の深刻な事態が発生するこ

とはないと判断しておりますが、当社

としては、更に安定した資金調達を今

後とも検討してまいります。

　なお、中間財務諸表は継続企業を前

提として作成しており、このような重

要な疑義の影響を反映しておりませ

ん。

　当社は、前事業年度において、営業損

失359,163千円、経常損失420,789千円、

当期純損失1,418,737千円を計上し、前

事業年度末において617,087千円の債

務超過の状態となりました。また、当

中間会計期間においては、営業損失

74,226千円、経常損失99,068千円、中間

純損失184,375千円を計上し、当中間会

計期間末において807,348千円の債務

超過の状態となり、経営指標の悪化が

継続しております。また、前事業年度

の経営成績によって、平成18年7月25

日に発行いたしました第１回無担保

社債の財務制限条項に抵触しており、

当社の事業継続は取引金融機関の協

力に依存しております。当該状況によ

り、当社は継続企業の前提に関する重

要な疑義が生じております。

　当該状況を解消すべく、当社は吸収

分割の方法により当社事業をそのま

まの形で承継会社に引き継ぐととも

に、承継会社において外部資本を調達

することを決定いたしました。当社

は、新たに設立された株式会社フレー

ムワークス（以下、「新フレームワー

クス」という。）との間に会社分割契

約を締結し、平成20年2月1日付で当社

の事業に関する資産、負債、契約上の

地位、従業員との雇用契約その他一切

の権利義務の全てを新フレームワー

クスに承継し、その対価として金

133,376千円を割当てられました。ま

た、当社の事業を承継した新フレーム

ワークスにおいては、平成20年2月に

総額1,020,000千円の第三者割当増資

が実施され、取引金融機関との協力関

係も構築しております。

　なお、中間財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、このような

重要な疑義を中間財務諸表には反映

しておりません。

　当社は、前事業年度において、営業損

失583,168千円、経常損失618,231千円、

当期純損失864,951千円を計上してお

り、当事業年度においては営業損失

359,163千円、経常損失420,789千円、当

期純損失1,418,737千円を計上し、当事

業年度末において617,087千円の債務

超過の状態となっております。また、

当事業年度の経営成績によって、平成

18年７月25日に発行いたしました第

１回無担保社債（平成19年５月末残

高585,000千円）の財務制限条項に抵

触しております。さらに取引銀行の要

請により短期借入金の一部について

返済を行いました。当該状況により、

当社は、継続企業の前提に関する重要

な疑義が生じております。

　当該状況を解消すべく、当社はあら

ためてパッケージベンダーとしての

事業構造のあり方を見直すとともに、

採算性、必要性、成長性を厳しく査定

したコスト削減を断行いたします。加

えて、当社の主力製品である物流セン

ター管理システムを更に改善・進化

させるとともに、限られた経営資源で

ある人材、設備、資金、ノウハウを無駄

なく活用することにより、生産性の向

上に徹底的に取り組んでまいります。

　また、グループ各社の明確な役割の

下、グループ会社間の連携を強化し、

ソリューションラインナップ、販売

力、サービス力、製品開発力など、当社

グループが一体となって顧客企業の

サプライチェーン・マネジメントの

構築・実現を支援するための総合力

を高め、着実な収益を確保するための

改革を行ってまいります。
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前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

  　財務面におきましては、債務超過の

早期解消及び上記財務制限条項付社

債の償還資金を確保して財務状態を

安定させるために、当社は第三者割当

増資を検討しており、株式会社

MIT Corporate Advisory Services及び特

定の事業会社との交渉を開始してお

ります。当該事業会社とは単なる財務

面での関係に留まらず、事業上の連携

を強化して、事業シナジーを創出する

ための関係を積極的に構築してまい

りたいと考えております。また、当社

は、第三者割当増資の早期実施はもと

より、手元資金及び借入金の借換等を

含め資金不足等の深刻な事態が発生

することのないよう、取引金融機関の

皆様に対して一定の理解を要請して

まいります。

　当社の事業継続は、上記の経営改革

と交渉中の第三者割当増資の実現及

び取引金融機関のご協力に依存して

おりますが、財務諸表は継続企業を前

提として作成されており、このような

重要な疑義を財務諸表には反映して

おりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法（ただ

し、投資事業組合への出資金につ

いては、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎として、持分相

当額を純額で取り込む方法）

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 （3）　　　―――――

 

(3）たな卸資産

　　仕掛品、商品

　　　個別法による原価法

(3）たな卸資産

　　仕掛品

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（平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法を採

用しております。）

(1）有形固定資産

　主として、定率法によっており

ます。

 

(1）有形固定資産

　定率法（平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法を採

用しております。）

 主な耐用年数

建物　　　　　　15～39年

器具備品　　　　４～15年

主な耐用年数

建物　　　　　　15～18年

器具備品　　　　５～10年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以後取得の固定資産に

ついては、改正法人税法に規定す

る償却方法により、減価償却費を

計上しております。

なお、これによる当中間会計期間

の損益に与える影響は軽微であ

ります。 

主な耐用年数

建物　　　　　　15～39年

器具備品　　　　４～15年

 (2）無形固定資産

市場販売目的のソフトウェア

　見込販売収益に基づく償却額と

残存有効期間（３年以内）に基

づく償却額を比較し、いずれか大

きい額を償却費として計上する

方法

(2）無形固定資産

―――――

(2）無形固定資産

市場販売目的のソフトウェア

　見込販売収益に基づく償却額と

残存有効期間（３年以内）に基

づく償却額を比較し、いずれか大

きい額を償却費として計上する

方法

 自社利用目的のソフトウェア

定額法

自社利用目的のソフトウェア

同左

自社利用目的のソフトウェア

同左

 耐用年数

　社内における利用可能期間

（５年）

  

 (3）権利金

契約期間に基づく定額法

（3）　　　――――― (3）権利金

契約期間に基づく定額法

３　繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

（1）　　　――――― (1）社債発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。
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項目 
前中間会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

４　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れに備えるため、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

(1）貸倒引当金

同左

 (2）退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における退

職給付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。

(2）退職給付引当金
同左

(2）退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

事業年度末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。 

  (3）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金の支払に備える

ため、内規に基づく当中間会計期

間末要支給額を計上しておりま

す。

　なお、当社は、平成18年８月25日

開催の定時株主総会終結の時を

もって、役員退職慰労金制度を廃

止することといたしました。

　当中間会計期間末の役員退職慰

労引当金残高は、制度廃止時に在

任している役員に対する支給予

定額であり、同日以降の役員退職

慰労引当金の繰入は行っており

ません。

 (3）　　　―――――
 

 

 

 (3）役員退職慰労引当金

 当社は、平成18年８月25日開催

の定時株主総会終結の時をもっ

て、役員退職慰労金制度を廃止

し、それまでの引当金を役員の

退職の都度打ち切り支給してま

いりました。

　また、当事業年度末において、

当社代表取締役社長の田中純夫

が、受給権を放棄したことによ

り役員退職慰労引当金戻入益を

特別利益として計上しておりま

す。

　なお、監査役２名の退職慰労金

は固定負債の「その他」で表示

しております。

５　収益及び費用の計上基準 　売上高のうち、システム・インテ

グレーション及びコンサルティン

グによる売上については、プロジェ

クト毎にプロジェクト原価を発生

基準で認識し、これに対応する売上

を原価進捗率（プロジェクト別の

見積原価に対応する実際発生原価

の割合）に応じて認識する方法

（進行基準）によっております。

　売上高のうち、システム・インテ

グレーション及びコンサルティン

グによる売上については、プロジェ

クト毎にプロジェクト原価を発生

基準で認識し、これに対応する売上

を原価進捗率(プロジェクト別の見

積原価に対応する実際発生原価の

割合)に応じて認識する方法(進行

基準)によっております。

　ただし、進行基準を採用するため

に必要な精緻なプロジェクト別の

見積原価の把握ができない場合は、

完成基準によっております。

同左

６　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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

（中間貸借対照表関係）

　前中間会計期間において投資その他の資産に区分掲記し

ておりました「投資有価証券」は、資産総額の100分の５

以下となったため、当中間会計期間より投資その他の資産

の「その他」に含めて表示しております。なお、当中間会

計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれる「投

資有価証券」は、96,500千円であります。

（中間貸借対照表関係）

　前中間会計期間において流動負債の「その他」に含めて

おりました「未払費用」は、負債及び純資産の合計額の

100分の5を超えたため、当中間会計期間より区分掲記しま

した。なお、前中間会計期間における「未払費用」は、

36,217千円であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度末
（平成19年５月31日）

※１　有形固定資産減価償却累計額

70,597千円

─────

※１　有形固定資産減価償却累計額

76,683千円

 なお、減価償却累計額には、減損損失累

計額が含まれております。

※１　有形固定資産減価償却累計額

76,582千円

同左

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示して

おります。

※２　消費税等の取扱い

同左

─────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※１　営業外費用のうち主要なもの ※１　営業外費用のうち主要なもの ※１　営業外費用のうち主要なもの

投資事業組合損失 9,241千円

社債発行費 16,598千円

社債償還手数料 1,500千円

支払利息 8,654千円

支払利息 18,377千円 投資事業組合損失 16,527千円

社債発行費 16,598千円

支払利息 21,048千円

※２　　　　――――― ※２　　　　――――― ※２　特別利益のうち主要なもの

  投資事業組合利益 86,147千円

役員退職慰労引当

金戻入益
86,755千円

※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの

貸倒引当金繰入額 42,000千円

上記の発生原因は、取引先より

取引先元従業員による不法行

為が発生したとの通知があっ

たことから、通知のあった取引

先元従業員と関係する取引に

対して修正等を行ったことに

よるものであります。前期まで

の取引に対する損益は、前期損

益修正損とし、当中間発生の取

引は、売上及び費用を取消し、

支出済の費用を債権として認

識した上で、その全額に対し貸

倒引当金を計上しております。

貸倒引当金繰入額 15,000千円

投資有価証券評価

損
60,000千円

関係会社株式評価

損
19,374千円

貸倒引当金繰入額 62,000千円

ソフトウェア償却

費
34,800千円

関係会社株式評価

損
883,893千円

減損損失 142,757千円
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前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 ※４　　　　――――― ※４　　　　――――― ※４　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上し

ました。

 用途 種類   場所 

事業目的 

建物

器具備品

ソフトウェア

電話加入権

当社

   

(1)資産のグルーピングの方法

　セグメントとして、ソリューションを

一体として提供しており、組織上の関

係からグルーピング不可能であるた

め、単一資産グループとして処理して

おります。

(2)減損の認識に至った経緯

　重要なマイナスの営業キャッシュ・

フローの計上が継続しており、確実性

の高い将来キャッシュ・フローの発生

を見積もることが困難であるため、固

定資産の帳簿価額の全額が回収不能と

判断いたしました。そのため、帳簿価額

の全額を減損損失として、特別損失に

計上しております。

なお、減損損失の内訳は、建物22,286千

円、器具備品40,779千円、ソフトウェア

78,912千円、電話加入権779千円であり

ます。

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 11,054千円

無形固定資産 23,170千円

有形固定資産 784千円

無形固定資産 38千円

有形固定資産 22,703千円

無形固定資産 77,391千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 0.87 ― 0.87 ―

（変動理由）　減少数の内訳は端株の消却による減少であります。

当中間会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年11月30日）

自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 0.87 ― 0.87 ―

（変動理由）　減少数の内訳は端株の消却による減少であります。

（リース取引関係）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年11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。

当中間会計期間末（平成19年11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５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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額 9,107円09銭

１株当たり

中間純損失金額
2,952円48銭

１株当たり純資産額 △12,106円35銭

１株当たり

中間純損失金額
 2,764円75銭

１株当たり純資産額 △9,253円35銭

１株当たり

当期純損失金額
21,274円25銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

するものの、１株当たり中間純損失で

あるため、記載しておりません。

　　　　　　　同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

するものの、１株当たり当期純損失で

あるため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、下記のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日)

前事業年度
(自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日)

中間（当期）純損失（△）（千円） △196,894 △184,375 △1,418,737

普通株主に帰属しない金額（千円） ―   

普通株式に係る中間（当期）純損失

（△）（千円）
△196,894 △184,375 △1,418,737

普通株式の期中平均株式数（株） 66,688 66,688 66,688

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

　旧商法第280条ノ19第

１項の規定に基づく新

株引受権１種類（潜在

株式の数　1,240個）、平

成13年改正旧商法第

280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新

株予約権１種類（潜在

株式の数1,364個）

　旧商法第280条ノ19第

１項の規定に基づく新

株引受権１種類(潜在株

式の数1,012個)、平成13

年改正旧商法第280条

ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予

約権１種類(潜在株式の

数934個)(平成19年11月

30日現在) 

　旧商法第280条ノ19第

１項の規定に基づく新

株引受権１種類(潜在株

式の数1,012個)、平成13

年改正旧商法第280条

ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予

約権１種類(潜在株式の

数1,131個)(平成19年５

月31日現在) 
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

───── （会社分割）

　当社は平成19年12月11日開催の取締役会にお

いて、平成19年12月に設立された「株式会社フ

レームワークス」（以下、「新フレームワーク

ス」という。）との間に分割契約書を締結する

ことを決議いたしました。当該分割契約は平成

19年12月28日開催の臨時株主総会において承

認され、平成20年2月1日付で当社の全ての事業

を新フレームワークスに包括承継いたしまし

た。

1.目的

　事業再建に向けた新たな経営体制の構築、並

びに当社株式の上場廃止により流動性が毀損

された株主の皆様を保護するために、吸収分割

の方法により当社事業をそのままの形で新会

社に引き継ぐとともに、新会社において外部資

本を調達することといたしました。

2.日程

　平成19年12月11日

　　　取締役会決議（分割契約承認）

　　　分割契約締結

　平成19年12月28日

　　　臨時株主総会決議（分割契約承認）

　平成20年２月１日

　　　効力発生日

3.吸収分割契約の内容

（1）吸収分割の方法

　当社を分割会社とし、新フレームワークスを

承継会社とする吸収分割

（2）承継する権利義務

　当社の全ての事業に関する資産、負債、契約上

の地位、従業員との雇用契約その他一切の権利

義務を新フレームワークスに承継させます。な

お、承継する債務については、免責的債務引受

の方法によるものとします。

（3）吸収分割に係る割当ての内容

　新フレームワークスは現金133,376千円を分割

対価として当社に割当てます。

4.吸収分割により承継する資産、負債の額

平成19年12月1日現在（以下「基準日」とい

う）の貸借対照表に基づき、基準日以降の資

産、負債の変動については分割期日において承

継せしめる資産、負債の額にこれを反映させる

こととしております。

5.吸収分割承継会社の概要

（平成19年12月28日現在）

　商号

  　　株式会社フレームワークス

　本店の所在地

　　　東京都千代田区神田紺屋町8番地

　代表者の氏名

　　　代表取締役社長　松本章

　設立年月

　　　平成19年12月

　資本金の額

　　　1,000千円

 

（子会社の解散）

1.解散する子会社の概要

（1）名称　

　AGインベストメント1号投資事業組合 

（2）組合の目的　

　主に中国、香港の物流、商流をはじめとする

サービス業界等において高い付加価値を有す

るビジネスを展開している企業に対する投

資。

（3）出資金の総額

　125,171千円

（4）純資産額

　134,596千円

（5）出資比率

　99.98％

（6）業務執行組合員  　

  株式会社アクアＲＩＭＣＯ

（7）住所  

　東京都港区　

2.清算結了日 

　平成19年7月6日　

3.業績への影響 

　子会社解散に伴う影響は軽微であります。
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前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

───── （資本の減少）

　当社は、平成19年12月28日開催の臨時株主総

会の決議によって、剰余金の処分並びに資本金

及び資本準備金の減少を実施いたしました。

1.目的

　資本の欠損を補填することにより、自己株式

取得のための分配可能額を確保いたします。

2.日程

　平成19年12月28日

　　　臨時株主総会決議

　平成20年２月１日

　　　効力発生日

3.方法

（1）減少する剰余金の項目及び額

　別途積立金の額19,000,000円の全額を減少し、

別途積立金の額を0円とします。

（2）減少する資本金の額

　資本金の額612,480,000円の全額を減少し、資

本金の額を0円といたします。

（3）減少する資本準備金の額

　資本準備金の額676,264,000円の全額を減少

し、資本準備金の額を0円といたします。

（4）資本金の額の減少の方法

　発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額

のみを減少いたします。

（自己株式の取得）

　当社は、定款一部変更により当社発行済普通

株式の全てに全部取得条項を付し、平成19年12

月28日開催の臨時株主総会の決議によって平

成20年２月５日付で当該株式全てを取得いた

しました。

1.目的

　事業再建のための会社分割と併せて、当社株

式の上場廃止により流動性が毀損された株主

の皆様を保護するために、当社発行済株式の全

てを当社が取得し、取得と引換えに金銭を交付

することといたしました。

2.日程

　平成19年12月28日

　　　臨時株主総会決議

　平成20年２月５日

　　　効力発生日

3.自己株式取得の方法等

　定款一部変更により当社の発行済普通株式に

全部取得条項を付し、臨時株主総会の決議に

よって全部取得条項付普通株式の全部を取得

し、取得と引換えに金銭（1株につき金2,000

円）を交付いたします。
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前中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

───── （子会社株式の売却）

　当社は、事業再編の一環として投資先の見直

しを行い、当社が出資する投資事業組合「マト

リックス・ＦＷＸ投資事業組合」の持分全て

を平成19年12月19日付で売却いたしました。

1.子会社の概要

（1）名称

　マトリックス・ＦＷＸ投資事業組合　

（2）組合の目的

　当社の事業展開上、高い付加価値を有するビ

ジネスを展開している企業に対する投資。

（3）出資金の総額

　77,380千円

（4）出資比率

　94.3％

（5）住所

　東京都港区

2.売却先

　マトリックス・キャピタル株式会社

2.売却日

　平成19年12月19日

3.業績への影響

　売却損32,439千円

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

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

(1） 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号並びに第19号（当該連結
会社並びに提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）の規定

に基づく臨時報告書であります。

平成19年６月１日
東海財務局長に提出

(2） 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号並びに第19号（当該連結
会社並びに提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）の規定

に基づく臨時報告書であります。

平成19年６月26日
東海財務局長に提出

(3） 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（提出会社の特定子会社
の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

 

平成19年７月９日
東海財務局長に提出

(4） 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号並びに第19号（当該連結
会社並びに提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）の規定

に基づく臨時報告書であります。

平成19年７月31日
東海財務局長に提出

(5） 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度（第17期）（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

平成19年８月31日
東海財務局長に提出

(6） 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号（吸収分割）の規定に基
づく臨時報告書であります。

平成19年12月20日
東海財務局長に提出

(7） 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号並びに第19号（当該連結
会社並びに提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）の規定

に基づく臨時報告書であります。

平成19年12月28日
東海財務局長に提出

(8） 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号並びに第19号（当該連結
会社並びに提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）の規定

に基づく臨時報告書であります。

平成20年１月15日
東海財務局長に提出

(9） 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規
定に基づく臨時報告書であります。

平成20年２月５日
東海財務局長に提出

(10）半期報告書の訂正報告
（第16期中）（自　平成17年６月１日　至　平成17年11月30日）の半期報告書に係
る訂正報告であります。

平成20年４月30日
東海財務局長に提出

(11）有価証券報告書の訂正報告
事業年度（第16期）（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）の有価証券
報告書に係る訂正報告であります。

平成20年４月30日
東海財務局長に提出

(12）半期報告書の訂正報告
（第17期中）（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）の半期報告書に係
る訂正報告であります。

平成20年４月30日
東海財務局長に提出

(13）有価証券報告書の訂正報告
事業年度（第17期）（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）の有価証券
報告書に係る訂正報告であります。

平成20年４月30日
東海財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書 

   平成19年２月26日

株式会社フレームワークス  

 取締役会　御中  

 監査法人　トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 篠　原　孝　広　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 深　沢　烈　光　　㊞

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

レームワークスの平成18年６月１日から平成19年５月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年６月１日か

ら平成18年11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、株式会社フレームワークス及び連結子会社の平成18年11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18年６月１日から平成18年11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。

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続的な営業損失の状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は、継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。

　

　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

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

しております。

EDINET提出書類

株式会社フレームワークス静岡(E05397)

半期報告書

69/72



 独立監査人の中間監査報告書 

   平成20年４月28日

株式会社フレームワークス静岡  

 取締役会　御中  

 隆盛監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 石　井　清　隆　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 原　健　人　　　　㊞

　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

株式会社フレームワークス静岡（旧会社名　株式会社フレームワークス）の平成19年６月１日から平成20年５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６月１日から平成19年11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、株式会社フレームワークス静岡（旧会社名　株式会社フレームワークス）及び連結子会社の平成19年11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６月１日から平成19年11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。

追記情報

 １．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続的に営業損失を計上しており、当中間連結会計期間末にお

いて債務超過の状態となっている。また、前連結会計年度の経営成績によって、平成18年7月25日に発行した第1回無担保社

債の財務制限条項に抵触しており、事業継続は取引金融機関の協力に依存している。このため、継続企業の前提に関する重

要な疑義が生じる状況にある。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表に反映していない。

２．重要な後発事象の注記に記載のとおり、会社は、平成19年12月28日付けで会社分割契約を締結し、平成20年2月1日付け

でその効力が生じている。また、平成19年12月28日開催の臨時株主総会の決議に基づき、平成20年2月1日付けで剰余金の処

分並びに資本金及び資本準備金の減少を実施し、平成20年2月5日付けで自己株式取得の効力が生じている。さらに、平成19

年12月19日付けで、会社の連結子会社に該当するマトリックス・ＦＷＸ投資事業組合の持分全てを売却している。これに伴

い、同投資事業組合が連結の範囲から除外されている。

 

　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

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

   平成19年２月26日

株式会社フレームワークス  

 取締役会　御中  

 監査法人　トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 篠　原　孝　広　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 深　沢　烈　光　　㊞

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

レームワークスの平成18年６月１日から平成19年５月31日までの第17期事業年度の中間会計期間（平成18年６月１日から

平成18年11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、

株式会社フレームワークスの平成18年11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18年６月１

日から平成18年11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。

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続的な営業損失の状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は、継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。

 

　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

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

しております。

EDINET提出書類

株式会社フレームワークス静岡(E05397)

半期報告書

71/72



 独立監査人の中間監査報告書 

   平成20年４月28日

株式会社フレームワークス静岡  

 取締役会　御中  

 隆盛監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 石　井　清　隆　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 原　健　人　　　　㊞

　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

株式会社フレームワークス静岡（旧会社名　株式会社フレームワークス）の平成19年６月１日から平成20年５月31日まで

の第18期事業年度の中間会計期間（平成19年６月１日から平成19年11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、

株式会社フレームワークス静岡（旧会社名　株式会社フレームワークス）の平成19年11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６月１日から平成19年11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。

 追記情報

 １．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続的に営業損失を計上しており、当中間会計期間末において

債務超過の状態となっている。また、前事業年度の経営成績によって、平成18年7月25日に発行した第1回無担保社債の財務

制限条項に抵触しており、事業継続は取引金融機関の協力に依存している。このため、継続企業の前提に関する重要な疑義

が生じる状況にある。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、上記のような重要な疑義の影響を中間財務諸表に反映していない。

２．重要な後発事象の注記に記載のとおり、会社は、平成19年12月28日付けで会社分割契約を締結し、平成20年2月1日付け

でその効力が生じている。また、平成19年12月28日開催の臨時株主総会の決議に基づき、平成20年2月1日付けで剰余金の処

分並びに資本金及び資本準備金の減少を実施し、平成20年2月5日付けで自己株式取得の効力が生じている。さらに、平成19

年12月19日付けで、会社の子会社に該当するマトリックス・ＦＷＸ投資事業組合の持分全てを売却している。

 

　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

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

しております。
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