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（訂正・数値データ訂正）「平成 23 年６月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成 23 年８月 15 日に発表いたしました、「平成 23 年６月期 決算短信[日本基準]（連結）」につい

て一部誤りがございましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には＿線を付して表示してあります。 

 

記 

 

＜訂正＞ 

「平成 23 年６月期 決算短信[日本基準]（連結）」のサマリー情報 

【訂正前】 

１．平成 23 年 6 月期の連結業績（平成 22 年 7月 1日～平成 23 年 6 月 30 日） 

（1）連結経営成績 

 

【訂正後】 

１．平成 23 年 6 月期の連結業績（平成 22 年 7月 1日～平成 23 年 6 月 30 日） 

（1）連結経営成績 

 
 

以  上 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年６月期 700 △ 8.1 76 - △ 120 - △ 23 -

22年６月期 762 △ 9.2 △ 205 - △ 234 - △ 654 -

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年６月期 700 △ 8.1 △ 76 - △ 120 - △ 23 -

22年６月期 762 △ 9.2 △ 205 - △ 234 - △ 654 -
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1.  平成23年6月期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年6月期 700 △8.1 △76 ― △120 ― △23 ―
22年6月期 762 △9.2 △205 ― △234 ― △654 ―

（注）包括利益 23年6月期 0百万円 （―％） 22年6月期 △660百万円 （―％）

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当た
り当期純利益

自己資本当期純利
益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年6月期 △1,472.60 ― ― △39.5 △10.9
22年6月期 △40,488.39 ― ― △33.8 △26.9

（参考） 持分法投資損益 23年6月期  ―百万円 22年6月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年6月期 288 △341 △121.2 △21,652.47
22年6月期 320 △339 △108.6 △21,537.48

（参考） 自己資本   23年6月期  △350百万円 22年6月期  △348百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年6月期 △125 88 △10 94
22年6月期 △140 7 △129 121

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
23年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
24年6月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
連結業績予想につきましては、現時点で合理的な予想値の算定を行うことは困難であり適切な予想の開示ができないと判断したため、記載しておりませ
ん。その理由等につきましては、1ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析、平成24年6月期の見通し」をご覧ください。 



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料P.21「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、53ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。）  

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年6月期 16,172 株 22年6月期 16,172 株
② 期末自己株式数 23年6月期 0 株 22年6月期 0 株
③ 期中平均株式数 23年6月期 16,172 株 22年6月期 16,172 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年6月期の個別業績（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。  

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年6月期 631 2.9 39 ― 11 ― 2 ―
22年6月期 613 △8.1 △55 ― △78 ― △842 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年6月期 176.48 ―
22年6月期 △52,078.59 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年6月期 243 △350 △143.9 △21,714.68
22年6月期 251 351 △140.5 △21,891.17

（参考） 自己資本 23年6月期  △351百万円 22年6月期  △354百万円

2.  平成24年6月期の個別業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きが実施中で
す。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成24年６月期見通しについては、現在資本提携による財務基盤の強化に取り組んでいる最中であり、各関係者との協議を行いながら早期の資本提携
の実現を目指しております。このような状況下、資本提携の結果により、今後の事業の見通しが大きく変動する可能性があるため、平成24年6月期の通期
見通しについては、財務基盤強化の施策が完了した時点で発表する予定です。  

売上高 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ―
通期 ― ― ― ― ― ― ―
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(1）経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度における経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、当初、円高、原油価格高騰、不安定な世界情勢などの先行きに対する

懸念はあるものの、企業のIT関連投資に対する投資意欲に緩やかな改善が見られておりましたが、3月に東日本大

震災が発生し、当社を取り巻く経済環境は大きく変化しております。 

 こうした状況の中、当社グループは前連結会計年度におけるのれんの減損等による債務超過の状況を解消すべ

く、下記の施策につき取り組んで参りました。 

 ① リアルコムにおける資本増強及び海外事業への外部資本導入による財務基盤の強化 

 ② 国内事業及び海外事業における収益力強化 

 財務基盤の強化については、唯一の借入先である株式会社三菱東京UFJ銀行からの継続的な支援及び短期的なつな

ぎ資金として事業会社から当社資産を担保とした借入を実行するなど足元の資金繰りを安定化させる一方、米国子会

社の事業売却、インド子会社の事業譲渡を実現しました。赤字事業であった米国事業を整理したことにより、当社グ

ループの資金繰りを安定化させ、財務基盤の毀損に歯止めを掛けることが出来ました。 

 収益力強化については、リアルコム単体において、KnowledgeMarket及びNintex社製品のライセンス、SI、保守売

上及びコンサルティング売上などが堅調に推移するとともに、新規事業であるスマートフォン関連サービスの売上を

あげております。これらに加え、今後はマイクロソフト製品であるSharePoint関連クラウドサービスの本格稼動等に

より収益基盤の強化を図ってまいります。尚、当連結会計年度におけるリアルコム単体の業績については、売上高が

前年同期比2.9％増となり、営業損益、経常損益ともに黒字化を達成しており、効率的な事業運営による収益回復を

果たしております。 

                                        

 この結果、当連結会計年度の売上高は700,071千円（前年同期比8.2％減）、営業損失は76,853千円（前年同期

205,320千円）、経常損失は120,325千円（前年同期234,740円）、当期純損失は23,814千円（前年同期654,778千円）

となりました。 

  

製品・サービス別の業績は以下のとおりであります。 

１．ソフトウェアライセンス  

 当社主力製品「KnowledgeMarket」の新規及び既存のお客様への導入及びGSA Extenderの導入、子会社オージェテ

クノロジーにおける製品導入の結果、売上高は49,907千円（前年同期比20.4％減）となりました。 

  

２．システムインテグレーション  

 当社においては「KnowledgeMarket」の新規及び既存のお客様からの売上に加えて、Nintex社製品関連やCCH社への

機能強化契約における工事進行基準での売上等がありました。又、米国子会社における既存のお客様に対する売上及

び子会社オージェテクノロジーにおける売上がありました。結果、売上高は67,107千円（前年同期比15.3％減）とな

りました。 

  

３．ビジネスコンサルティング  

 当社において情報共有に関連するコンサルティングやＫＰＯ（ナレッジ・プロセス・アウトソーシング）案件を受

注した結果、売上高は257,978千円（前年同期比16.4％減）となりました。 

  

４．運用保守  

 当社において「KnowledgeMarket」等及びNintex社製品における運用保守サービス、米国子会社及び子会社オージ

ェテクノロジーにおいて運用保守サービスを提供した結果、売上高は264,434千円（前年同期比9.2%減）となりまし

た。 

  

１．経営成績

  
前事業年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

  売上高（千円）  613,894  631,770

 営業利益（千円）  △55,448  39,090

 経常利益（千円）  △78,607  11,171

-1-



５．OEM 

 米国子会社において、OEM事業におけるロイヤリティ収入により、売上高は469千円（前年同期比89.1%減）となり

ました。 

  

６．その他  

 SharePoint関連事業においてNintex社製品「Nintex Workflow」及びGoogle社製品「Google Search Appliance」の

売上により、売上高は60,174千円（前年同期比275.0％増）となりました。  

  ② 平成24年６月期の見通し 

 当社グループは、４期連続で当期純損失を計上することとなり、その結果、当連結会計年度末の純資産は341,496

千円の債務超過になっております。当該状況を解消し、経営の安定化を図ることが 重要経営課題との認識のもと、

「財務基盤の強化」、「収益力の強化」の施策に取り組んでおります。財務基盤の強化については、当連結会計年度

において海外事業の売却を完了しており、資本提携を早期に実現することで、安定した経営のベースとなる財務基盤

を確保してまいります。収益力の強化については、既存事業の維持強化に加え、新規事業であるスマートフォン関連

サービス及びマイクロソフト社製品であるSharePointのホステッドクラウドサービスを展開することで安定した売上

基盤の構築を行います。また、引き続き効率的な組織運営により採算向上を図ってまいります。 

 現時点では、資本提携による財務基盤の強化に取り組んでいる 中であり、各関係者との協議を行いながら早期の

資本提携の実現を目指しております。このような状況下、資本提携の結果により、今後の事業の見通しが大きく変動

する可能性があるため、平成24年6月期の通期見通しについては、財務基盤強化の施策が完了した時点で発表する予

定です。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は259,105千円（前連結会計年度末比9,651千円減少）となりました。こ

れは主に、現金及び預金が28,299千円減少したこと等によるものであります。 

 固定資産の残高は29,824千円（前連結会計年度末比22,009千円減少）となりました。これは主に、ソフトウェアの

減少（13,805千円）及び資産除去債務等の計上による敷金保証金の減少(6,125千円)によるものであります。 

  

（負債の部） 

 当連結会計年度末における負債合計は630,426千円（前連結会計年度末比29,833千円減少）となりました。これは

主に、前受金が22,359千円減少したこと等によるものであります。 

  

（純資産の部） 

 当連結会計年度末における純資産は341,496千円の債務超過（前連結会計年度末比1,826千円増加）となりました。

これは主に、当期純損失により利益剰余金のマイナスが23,814千円増加したこと等によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

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

26,891千円減少し、94,699千円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの分析は次のとおりであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、125,076千円となりました。主な減少要因は、事業譲渡益120,553千円、非資金

費用である減価償却費8,979千円等を含む税金等調整前当期純損失15,647千円、前受金の減少額14,665千円、であり

ます。    

  （投資活動によるキャッシュ・フロー）  

  投資活動の結果得られた資金は88,556千円となりました。主な増加要因は、事業譲渡による収入83,140千円、従

業員貸付金の回収による収入6,235千円等であり、主な減少要因は、借入手数料の支払額による支出9,392千円、有

形固定資産の取得による支出3,278千円であります。 
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  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果支出した資金は、10,724千円となりました。増加要因は、借入による収入140,000千円であり、減

少要因は、借入手数料の支払額9,392千円と借入金の返済による140,000千円であります。 

    当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。 

（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

     キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ２．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・

フローが赤字であるため記載しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主への利益還元を重要な経営課題と認識しております。経営成績及び財政状態を勘案し、株主

への利益還元と内部留保充実のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じた柔軟な対応を取ってまい

る所存であります。 

 平成23年６月期においては不振であった海外事業の整理を完了するとともに、国内事業については業績回復に全力

を尽くし、収益改善の傾向が表れてまいりましたが、連結では当期純損失を計上しており、引き続き債務超過となっ

ております。平成24年６月期においては当該状況を解消し、経営の安定化を図ることが 重要経営課題との認識のも

と、引き続き、「財務基盤の強化」、「収益力強化」の施策に取り組んでおります。従って、当面、十分な内部留保

が確保できるまでは無配とする予定であります。 

 なお、当社は会社法第454条第５項に基づいて中間配当制度を採用しており、剰余金の配当は、中間配当及び期末

配当の年２回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株

主総会としております。 

(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業展開その他に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる事項及びその他

投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を以下に記載しております。 

 当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方

針でありますが、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した

うえで行われる必要があります。 

 なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が独自に判断したものであり、不確実

性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。また、以下の記載は、当社の株式への投資に関する

リスクを全て網羅するものではありませんのでご留意ください。  

① 継続企業の前提について 

   当社グループは、当連結会計年度において営業損失76,853千円、経常損失120,325千円、当期純損失23,814千円を 

  計上しております。従って、４期連続で当期純損失を計上することとなり、当連結会計年度末の純資産は341,496千 

  円の債務超過になっております。当該状況により、当社グループにおいては、依然として継続企業の前提に関する重

  要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

  

    ② 主力事業への依存について 

 当社グループは、自社製品である「KnowledgeMarket」、他社製品である「Nintex Workflow」等に関わるライセン

ス、ＩＴサービス、運用保守及びコンサルティングサービスが、大半の収益を占めております。しかしながら、競争

環境、お客様のニーズの変化などに対応できず、これら製品、サービスが市場における競争力を維持することができ

ない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  平成22年６月期 平成23年６月期 

 自己資本比率（％） －  －

 時価ベースの自己資本比率（％） 211.9 102.0 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  －  －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －
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③ システムトラブル発生の可能性について 

 当社グループは、製品開発並びに営業活動において、コンピューターシステム及びそのネットワークに多くを依存

しております。そのため、セキュリティの強化をはじめ、データのバックアップ体制の構築、データ量やアクセス数

増加に応じたハードウェアの増強等、システムトラブル対策を講じております。しかしながら、これらの対策にも関

わらず、人為的過誤、自然災害等によりシステムトラブルが発生した場合には、当社グループに直接損害が生じるほ

か、当社グループが提供するサービスの質の低下を招く等の影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 競合について 

 当社グループが事業領域とする情報共有・ナレッジマネジメントの市場は、ナレッジマネジメント統合ツール、Ｅ

ＩＰ（企業内ポータル）、検索エンジン、グループウェア、文書管理、ブログ・ＳＮＳ、コンテンツマネジメント等

の分野に分類され、ソフトウェアベンダーやシステムインテグレーター、コンサルティング会社など様々な分野の競

合相手が存在しております。このような環境の中で、当社グループとしては「人中心」のコンセプトに加え、お客様

のニーズの把握、戦略目標の明確化からシステム要件定義・システム導入、さらには運用定着までのソリューション

をワンストップで提供できる体制を整備することにより、他社と差別化しております。しかしながら、当該分野が成

長市場であること、及び大きな参入障壁がないことから、今後、他社の新規参入により競合が激化する可能性があり

ます。 

 競合先の営業方針、価格設定及び提供するサービス・製商品等は、当社グループが属する市場に影響を与える可能

性があり、これらの競合先に対して効果的な差別化を行うことができず、当社グループが想定している事業展開が図

れない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 知的財産権について 

 当社グループでは、新規性があると認められる可能性のある技術については、積極的に特許を取得し、競争力の向

上を目指す方針であります。 

 一方で、第三者の知的財産権を侵害することがないように当社及び外部への委託等により情報収集及び調査を行っ

ております。しかしながら、これらの調査等が充分かつ妥当であるという保証はありません。万が一、当社グループ

が第三者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者から損害賠償請求や使用差止請求等の訴えを起こされる可能

性があり、これらに対する対価の支払等が発生する可能性があります。また、当社グループが所有する知的財産権に

関しても第三者に侵害される可能性があります。こうした場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

⑥ 個人情報保護について 

 当社グループは、製品サポートの登録者情報、セミナー・イベント等の参加者情報、そして営業活動の訪問者情報

等の個人情報を有しております。 

 これらの個人情報は、データベースにて管理・処理しております。こうした個人情報の取扱いに関して、当社グル

ープでは、個人情報の取扱いに係る社内規程の整備、定期的な研修の実施及びシステムのセキュリティ強化等を推進

し、情報管理の強化とその取扱いに充分な注意を払っております。しかしながら、外部からの不正アクセスや犯罪行

為等の不測事態により個人情報が外部に漏洩した場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜により、当社グループの業

績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

    

    ⑦ 小規模組織であることについて 

 当社グループは、平成23年６月30日現在、当社取締役４名、監査役３名、従業員33名（海外従業員除く）と小規模

組織であり、内部管理体制もその規模に応じたものとなっております。 

 必要な人材の維持・確保に努めておりますが、今後人材の流出等により、当社グループの事業推進に影響が出る可

能性があるとともに、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑧ 特定人物への依存について 

 当社の代表取締役である谷本肇は、当社グループの経営方針や戦略の決定、主要取引先へのトップセールス、経営

管理及び利益計画の推進等、会社運営の各方面の業務に大きく関与しております。 

 現在、当社では谷本肇に過度に依存しないよう、経営体制の整備、人材の育成を行う等リスクの軽減に努めており

ますが、何らかの理由により同氏の業務の遂行が困難となった場合、当社グループの事業に大きな影響を及ぼす可能

性があります。 
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⑨ 配当政策について 

 当社グループは株主への利益還元は重要な経営課題と位置づけており、当社の配当政策の基本方針としては、経営

成績及び財政状態を勘案し、株主への利益還元と内部留保充実のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況

に応じた柔軟な対応を取っていく所存であります。 

 しかしながら、４期連続で当期純損失を計上し、債務超過となっていることから、財務基盤の強化が 優先に取り

組むべき事項であり、未だ内部留保が充実している状況ではなく、株主の皆様には大変申し訳ございませんが、配当

を実施しておりません。 

  

⑩ ストックオプション行使による株式価値の希薄化について 

 当社は役職員の会社業績向上に対する意欲や士気を高めること及び人材を確保することを目的として、旧商法第

280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約

権、及び会社法第238条第２項、第309条第２項第６号、第361条第１項の規定に基づく新株予約権を役員、従業員、

子会社従業員、コンサルタント及びアドバイザーへ付与しております。平成23年６月30日現在、同新株引受権及び新

株予約権の目的たる株式数は957株であり、平成23年６月30日現在の発行済株式総数16,172株の5.8％に相当しており

ます。また、当社は役職員の士気を高めると同時に人材の確保・獲得するために、今後もストックオプションとして

新株予約権の付与を行う可能性があります。 

 これらの新株予約権等が権利行使された場合には、新株式が発行され、当社１株当たりの株式価値は希薄化する可

能性があります。 
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 当連結会計年度における当社グループは、当社（リアルコム株式会社）と、子会社３社、Realcom U.S., Inc.（以

下、「Realcom US」という。）、Realcom Technology India Private Limited（以下、「Reakcom India」という。）

及びオージェテクノロジー株式会社（以下、「オージェテクノロジー社」という。）で構成されています。 

 Realcom USは、AskMe製品のソフトウェア開発・販売、付随サービスの提供を行い、Realcom Indiaは、主にAskMe製

品の研究開発及保守サービスの受託等を行っております。これら、海外子会社2社の事業については、平成23年6月まで

にそれらの事業を第三者へ譲渡しております。 

 オージェテクノロジー社は、平成19年12月に当社が40％の資本を出資して設立いたしました。同社は、IBM社の

Lotus Notes/Domino（以下、「Notes」という。）関連ニーズに特化したシンプルなソフトウェア機能製品を企画・開

発し、システムインテグレーターを中心としたパートナー企業網を通して販売するなど、主に企業向け汎用ソフトウェ

アを開発・販売してまいります。  

  

［企業集団の事業系統図］ 

 
   

 ※ 当社グループは、エンドユーザーへ直接ソフトウェアやその他のサービスを提供する他、大手システムベンダー

と積極的に協働し、システムベンダー経由でも製品やサービスの提供を行っております。 

 ※ Realcom US及びRealcom Indiaについては、平成23年6月末までにそれらの事業につき、第三者へ譲渡しておりま

す。 

２．企業集団の状況
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 当社グループの事業は、ソフトウェアの開発・販売とそれに付随するサービス、運用保守の提供及びその他ＩＴサー

ビス、コンサルティングサービスの提供を行っております。単一事業であることから、事業の種類別セグメント情報を

記載していないため、製品・サービスごとの内容を以下に記載いたします。 

１．ソフトウェアライセンス 

 当社グループは、企業におけるナレッジマネジメント・情報共有を実現するためのソフトウェア、①

「KnowledgeMarket」②「AskMe Enterprise」③「GSA Extender for Notes」④「HAKONE for Notes」の自社開発及び

販売を行っております。 

 販売につきましては、当社による直接販売に加え、大手システムインテグレーターやソフトウェアベンダーなどの提

携先を経由した間接販売も行っております。 

２．システムインテグレーション 

 当社グループの製品をお客様に導入する際に必要となるシステムのカスタマイズ、導入後のシステム改善についての

ＩＴサービスの提供を行っております。また、お客様による当社グループ製品以外のシステム導入についても、導入支

援、システムのカスタマイズを行っております。当社がシステムインテグレーションを手がける一方、大規模プロジェ

クトや多数のお客様への迅速な導入を実現するため、他のＳＩベンダーと協業する場合もあります。 

３．ビジネスコンサルティング 

 当社グループでは、情報共有・ナレッジマネジメントを単なるシステム導入プロジェクトとではなく、経営課題解決

プロジェクトとして捉えております。このため、情報・ナレッジ戦略コンサルティングとして、製品・システムを導入

するに当たり、それが「使われない、役に立たないシステム」ではなく、「使われる、経営課題を解決するシステム」

となるよう、製品導入前、導入時、稼動後それぞれのステージにおいてビジネスコンサルティングを提供し、顧客企業

の情報投資に対するＲＯＩを 大化を目的としております。 

 また、情報共有システムが導入されても、情報発信の品質管理、ルールの遵守、作成スキルの教育まで手が回らず、

結果的に情報共有システムが有効活用されていない企業も多いことから、「ナレッジ・プロセス・アウトソーシング

（ＫＰＯ）」として、お客様が情報・知識の作成・流通業務をアウトソースしていただけるサービスを提供しておりま

す。 

４．運用保守 

 当社製品をお客様へ納品、導入後、その保守及び使用方法の照会に対する回答、トラブル時の対応等を行っておりま

す。 

５．OEM 

  受注先企業の製品名で販売されるソフトウェア製品の製造を行い、対価として、受注先企業の販売実績に応じたロイ

ヤリティー収入を得ております。   

  

６．その他 

他社のソフトウェア製品であるNintex Work flow、Google Search Appliance等の仕入れ販売を行うとともに、前述の

製品及びサービスを提供する際に必要な他社のハードウェア、ソフトウェア（データベース等）製品の仕入れ販売を行

っております。 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「ナレッジワーカーの生産性と価値創造力を高めることで企業競争力を強化する」ことをビジョ

ンとして掲げております。また、行動指針・規範として「リアルコムウェイ」10ヶ条を制定しております。 

 かかる経営理念の下、当社グループは、お客様のナレッジワーク変革プロセスに沿うかたちで、コンサルティン

グ、ＩＴ、アウトソーシング、教育・研修の４つのサービスを提供してまいります。 

 当社グループが提供するのは単なる「サービス」や「ソフトウェア」ではなく、お客様の問題解決を実現する各種

サービスであり、これらをお客様視点で提供いたします。それによりお客様への継続的な成果を実現し、長期的な信

頼関係を構築します。 

 また、グローバルなネットワークを通じて、提供価値を世界レベルで 適化・高度化してまいります。 

 そして、常にスピードとフレキシビリティを忘れることなく、新しい価値を創造する挑戦者であり続けます。 

(2）目標とする経営指標 

 当社の重視する経営指標は、売上高及び売上高経常利益率であります。  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、お客様企業における「ナレッジワーカーの生産性と価値創造力を高めることで企業競争力を高め

る」ことをビジョンに掲げ、ニッチでありながらも当該分野では世界の先進企業となることで高成長、高収益企業と

なることを目指しております。しかしながら、当期純損失を計上し、債務超過となっていることから、短期的には財

務基盤の強化及び収益力の強化に注力し、早期に経営の安定化を図り、中長期的な成長の足がかりとする所存であり

ます。 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループのお客様である企業においては、昨今「人、情報、ナレッジの共有」を重視し、経営課題とする企業

が増加しており、短期的には国内外の経済情勢に影響を受ける可能性があるものの、中長期的には情報共有・ナレッ

ジマネジメント市場への投資は拡大するものと認識しております。同時に、同市場においては、期待される事業機会

の大きさから競争の激化が進んでおります。 

 このような状況の下、当社グループはビジョンとして掲げている「企業競争力の強化」を実現すべく、企業の情報

共有を促進する製品の販売とＩＴサービス、コンサルティングの提供に注力することで、継続して収益体質の改善及

び業績回復を行い、安定的な事業成長の基盤を構築する所存であります。 

 こうした事業発展を実現するために当社グループが対処すべき課題は以下のとおりであります。 

  

① 技術力、製品力の向上  

 競争が激化しつつあるナレッジマネジメント市場において事業機会を確実につなげるためには、技術面、製品面で

一層の差別化が要求されます。引き続き、研究開発を強化し、お客様への導入やコンサルティングを通じて得たノウ

ハウを効率的に製品に反映することで技術的優位性の強化、製品力及び品質の向上を目指してまいります。 

  ② 販売力の強化  

 ナレッジマネジメント市場において一層の市場浸透を実現するためには、営業マーケティング体制の見直し・強化

を図り、効率的な営業体制を構築することが重要な課題と認識しております。 

  

③ お客様に対するサポートの強化  

 お客様に対する継続的なサポートは、ビジネスの安定性の面からも、他社との差別化を図り参入障壁を高めるうえ

でも重要な課題であると認識しております。多様なお客様のニーズに応えつつ更なる品質向上を図るためには、サポ

ートインフラの継続的な整備が必要であると考えております。当社グループといたしましては、お客様満足度及びリ

ピート率の向上に資するよう、積極的にサポート力強化をしてまいります。 

  ④ コンサルティングサービス  

 一般的にコンサルティングは、そのノウハウが個人に蓄積し、コンサルタントによって品質レベルにばらつきがで

てしまうという属人的特性が課題となります。さらに、高いサービスレベルを実現するための優秀な人材の確保がビ

ジネスの維持成長に大きな影響を与え、人材を確保できない場合には業績が変動するという課題があります。当社グ

ループは、今後とも、自社ソフトウェア製品、他社ソフトウェア製品及びITサービスに付随して、情報共有にかかわ

るコンサルティングサービスを提供してまいります。 

３．経営方針
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⑤ 知的財産権管理の強化 

 当社グループの競争力の源泉となる製品技術等の知的財産権を保護し、競合他社との差別化を図るため、知的財産

権の管理の強化を行ってまいります。 

  

⑥ 認知度の向上、ブランドの確立 

 当社グループが市場での浸透度を高めていくためには、一層の認知度の向上、信頼感の醸成が重要な課題と認識し

ております。お客様に「市場のリーダー」として信頼していただけるよう、製品・サービスのたゆまぬレベルアッ

プ、既存のお客様の満足度向上、パブリシティの強化を通じて当社グループのブランドの確立及び普及に努めてまい

ります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 123,406 95,107

売掛金 124,798 114,086

仕掛品 431 2,698

原材料及び貯蔵品 21 61

前払費用 － 15,899

未収入金 － 31,697

繰延税金資産 － 510

その他 24,831 294

貸倒引当金 △4,732 △1,250

流動資産合計 268,756 259,105

固定資産   

有形固定資産   

建物 15,689 15,689

減価償却累計額 △7,302 △8,595

建物（純額） 8,386 7,093

工具、器具及び備品 57,480 56,249

減価償却累計額 △48,782 △48,230

工具、器具及び備品（純額） 8,698 8,019

有形固定資産合計 17,085 15,112

無形固定資産   

ソフトウエア 15,430 1,625

その他 102 102

無形固定資産合計 15,532 1,727

投資その他の資産   

敷金及び保証金 19,012 12,886

破産更生債権等 17,696 －

繰延税金資産 102 96

その他 99 －

貸倒引当金 △17,696 －

投資その他の資産合計 19,214 12,983

固定資産合計 51,833 29,824

資産合計 320,590 288,930
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 19,128 25,084

短期借入金 80,000 ※1  425,778

1年内返済予定の長期借入金 341,076 －

未払金 46,674 32,502

未払法人税等 6,635 5,264

未払消費税等 2,595 6,407

前受金 144,576 122,217

事業整理損失引当金 － 8,313

その他 13,320 4,701

流動負債合計 654,008 630,269

固定負債   

長期借入金 6,034 －

その他 217 156

固定負債合計 6,251 156

負債合計 660,259 630,426

純資産の部   

株主資本   

資本金 767,150 767,150

資本剰余金 420,149 420,149

利益剰余金 △1,481,613 △1,505,427

株主資本合計 △294,314 △318,128

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △53,990 △32,034

その他の包括利益累計額合計 △53,990 △32,034

新株予約権 2,363 293

少数株主持分 6,271 8,374

純資産合計 △339,669 △341,496

負債純資産合計 320,590 288,930
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 762,258 700,071

売上原価 321,942 ※1  287,942

売上総利益 440,315 412,128

販売費及び一般管理費   

役員報酬 86,938 58,653

給料 129,729 112,022

販売促進費 6,430 12,502

販売支援費 95,181 56,060

支払手数料 67,007 83,906

研究開発費 ※2  106,531 ※2  76,638

減価償却費 57,633 3,182

貸倒引当金繰入額 3,360 775

その他 92,823 85,241

販売費及び一般管理費合計 645,636 488,982

営業損失（△） △205,320 △76,853

営業外収益   

受取利息 280 346

受取手数料 － 1,614

その他 101 1,207

営業外収益合計 381 3,168

営業外費用   

支払利息 10,326 12,516

支払手数料 － 9,392

為替差損 17,816 24,688

固定資産除却損 152 －

その他 1,505 43

営業外費用合計 29,800 46,640

経常損失（△） △234,740 △120,325

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,270

新株予約権戻入益 － 2,069

事業譲渡益 － 120,553

特別利益合計 － 123,892

特別損失   

固定資産売却損 ※3  12 －

固定資産除却損 ※4  54 ※4  5

貸倒引当金繰入額 ※5  18,320 －

減損損失 ※6  395,715 ※6  8,360

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,707

事業整理損失引当金繰入額 － 7,142

特別損失合計 414,103 19,214

税金等調整前当期純損失（△） △648,843 △15,647

法人税、住民税及び事業税 4,815 6,574

法人税等調整額 － △510

法人税等合計 4,815 6,064

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △21,712

少数株主利益 1,119 2,102

当期純損失（△） △654,778 △23,814
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △21,712

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 － 21,955

その他の包括利益合計 － 21,955

包括利益 － 242

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △1,859

少数株主に係る包括利益 － 2,102
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 767,150 767,150

当期末残高 767,150 767,150

資本剰余金   

前期末残高 420,149 420,149

当期末残高 420,149 420,149

利益剰余金   

前期末残高 △826,834 △1,481,613

当期変動額   

当期純損失（△） △654,778 △23,814

当期変動額合計 △654,778 △23,814

当期末残高 △1,481,613 △1,505,427

株主資本合計   

前期末残高 360,464 △294,314

当期変動額   

当期純損失（△） △654,778 △23,814

当期変動額合計 △654,778 △23,814

当期末残高 △294,314 △318,128

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定   

前期末残高 △47,229 △53,990

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,760 21,955

当期変動額合計 △6,760 21,955

当期末残高 △53,990 △32,034

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △47,229 △53,990

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,760 21,955

当期変動額合計 △6,760 21,955

当期末残高 △53,990 △32,034

新株予約権   

前期末残高 2,201 2,363

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 162 △2,069

当期変動額合計 162 △2,069

当期末残高 2,363 293

少数株主持分   

前期末残高 5,152 6,271

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,119 2,102

当期変動額合計 1,119 2,102

当期末残高 6,271 8,374

純資産合計   

前期末残高 320,588 △339,669

当期変動額   

当期純損失（△） △654,778 △23,814

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,479 21,987

当期変動額合計 △660,257 △1,826

当期末残高 △339,669 △341,496
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △648,843 △15,647

減価償却費 16,922 8,979

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,680 △3,348

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 7,229

ソフトウエア償却費 635 1,906

のれん償却額 52,299 －

株式報酬費用 162 △2,069

有形固定資産売却損益（△は益） 12 －

固定資産除却損 207 5

減損損失 395,715 8,360

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,511

事業譲渡損益（△は益） － △120,553

為替差損益（△は益） △254 42

受取利息 △280 △346

支払利息 10,326 12,516

支払手数料 － 9,392

売上債権の増減額（△は増加） 1,695 9,057

たな卸資産の増減額（△は増加） △15 △2,307

その他の資産の増減額（△は増加） △18,137 △2,043

仕入債務の増減額（△は減少） 17,844 5,955

前受金の増減額（△は減少） 4,029 △14,665

その他の負債の増減額（△は減少） 22,462 △13,629

小計 △123,537 △106,655

利息の受取額 236 412

利息の支払額 △13,068 △12,515

法人税等の支払額 △4,015 △6,318

営業活動によるキャッシュ・フロー △140,384 △125,076

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △46 －

定期預金の払戻による収入 20,000 1,285

有形固定資産の取得による支出 △3,709 △3,278

有形固定資産の売却による収入 5 －

無形固定資産の取得による支出 △2,542 －

従業員に対する貸付けによる支出 △6,870 △216

従業員に対する貸付金の回収による収入 199 6,235

事業譲渡による収入 － ※2  83,140

その他 44 1,390

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,081 88,556

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 80,000 140,000

短期借入金の返済による支出 △80,000 △140,000

長期借入れによる収入 342,600 －

長期借入金の返済による支出 △472,508 △1,332

借入手数料の支払額 － △9,392

財務活動によるキャッシュ・フロー △129,908 △10,724

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,138 20,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △247,072 △26,891

現金及び現金同等物の期首残高 368,664 121,591

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  121,591 ※1  94,699
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前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日）  

 当社グループは、長引く不況による経営環境悪化の影響を受け、当連結会計年度において営業損失205,320千円、経常

損失234,740千円を計上し、さらにのれんの減損等による特別損失414,103千円が発生したことから、当期純損失654,778

千円を計上しております。また、３期連続で当期純損失を計上することとなり、その結果、当連結会計年度末の純資産は

339,669千円の債務超過になっております。当該状況により、当社グループにおいては継続企業の前提に関する重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。  

 当社グループは、当該状況を解消すべく、以下の施策に取り組んでおります。 

  

  １. 財務基盤の強化 

第三者割当増資等による資本増強及び海外事業への外部資本導入によるグループ再編により、安定した経営のベ

ースとなる財務基盤の早期確保に向けて取り組んでおります。また、当面の資金の安定化を図るために、唯一の借

入先である株式会社三菱東京UFJ銀行の協力のもと、弁済期日を迎えた借入金の期日延長を実施するとともに、今後

の借入更新についても全面的にバックアップをいただくことを基本路線として協議を行っております。 

  

   ２. 収益力の強化 

 ① 国内事業 

当社においては、主力製品であるKnowledgeMarket及びコンサルティングサービスにおける安定した顧客基盤を維

持、強化するとともに、新規事業として、マイクロソフト社製品であるSharePointのホステッドクラウドサービス

を拡充することで、安定した売上基盤の構築を行ってまいります。また、内部リソースの効率的な活用により、外

注費を削減する等経費を圧縮し、採算性の向上を図ります。これらにより、収益力の強化を図ってまいります。 

 ② 海外事業 

米国子会社Realcom U.S.,Incにおいては、前連結会計年度より開始したCCH社とのOEM事業を本格的に拡張すると

ともに、営業、マーケティング体制の整備・強化により、主力製品であるAskMe Enterprise及びAskMe for 

SharePointにおける既存顧客基盤の維持強化、新規顧客の獲得により売上を確保してまいります。また、グループ

再編の一環として、Realcom U.S., Inc及びRealcom Technology India Private Limitedへ外部資本を導入すること

により収益基盤の安定を図る予定です。 

  

これら施策を着実に実行することにより、早期に債務超過を解消し、経営基盤の安定化を図ってまいります。 

  

しかしながら、財務基盤強化については関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、また、収益力の強

化への取組の実現の時期などについても、当社グループを取り巻く経営環境は依然厳しいものと予想されることから現時

点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務

諸表には反映しておりません。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記
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当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日）  

 当社グループは、当連結会計年度において営業損失76,853千円、経常損失120,325千円、当期純損失23,814千円を計上

しております。従って、４期連続で当期純損失を計上することとなり、当連結会計年度末の純資産は341,496千円の債務

超過になっております。当該状況により、当社グループにおいては、依然として継続企業の前提に関する重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しております。 

  

 当社グループは、当該状況を解消すべく、以下の施策に取り組んでおります。 

  

  １. 財務基盤の強化 

 財務基盤の強化については、米国子会社の事業売却、インド子会社の事業譲渡を実現しました。懸案であった海外

事業の整理を完了したことにより、当社グループの足元の資金繰りを安定化させ、財務基盤の毀損に歯止めを掛ける

とともに、経営資源を収益回復を果たした国内事業への集中へと明確に打ち出すことにより、現在推進している資本

業務提携をより加速出来ると考えております。また、唯一の借入先である三菱東京UFJ銀行からは、当社グループの

事業及び資本提携の状況につき協議を行いながら、今後の返済期日の更新について全面バックアップをいただくこと

を基本路線としております。 

  

２. 収益力の強化 

 収益力強化については、リアルコム単体において、引き続き効率的な事業運営を行うとともに、足元堅調に推移し

ているKnowledgeMarket及びNintex社製品のライセンス、SI、保守売上などに加え、立ち上がりを見せている新規事

業であるスマートフォン関連サービス及びマイクロソフト製品であるSharePoint関連クラウドサービスを拡大するこ

とにより、収益基盤の強化を図ってまいります。 

  

  これら施策を着実に実行することにより、早期に債務超過を解消し、経営基盤の安定化を図ってまいります。 

  

しかしながら、財務基盤強化については関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、また、収益力

の強化への取組の実現の時期などについても、当社を取り巻く経営環境は依然厳しいものと予想されることから現時

点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

   なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連

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

項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 

オージェテクノロジー株式会社 

Realcom U.S., Inc. 

Realcom Technology India Private 

Limited 

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 

オージェテクノロジー株式会社 

Realcom U.S., Inc. 

Realcom Technology India Private 

Limited 

２．持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社及び関連会社がないた

め、該当事項はありません。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 オージェテクノロジー株式会社及び

Realcom U.S., Inc.の決算日は12月31

日、またRealcom Technology India 

Private Limitedの決算日は３月31日であ

るため、連結財務諸表の作成に当たって

は、連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。 

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 

同左 

  （ロ)たな卸資産 

商品、仕掛品 

  個別法による原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）を採用

しております。    

（ロ)たな卸資産 

商品、仕掛品 

同左    

  貯蔵品  

 終仕入原価法を採用しておりま

す。 

貯蔵品 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

（イ）有形固定資産（リース資産を除

く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法、在

外子会社は定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。  

建物     10年～15年 

器具及び備品 ４年～15年 

（イ）有形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 

  （ロ）無形固定資産（リース資産を除

く） 

 定額法を採用しております。 

市場販売目的のソフトウェアについて

は、見込販売可能期間（３年）における

見込販売収益に基づく償却額と見込販売

可能期間の残存有効期間に基づく均等配

分額のいずれか大きい額により償却して

おります。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

（ロ）無形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 

  （ハ）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度

前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、引き続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を採用

しております。 

（ハ）リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

（イ）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

（イ）貸倒引当金 

同左  

  （ロ）事業整理損失引当金  

――――――  

（ロ）事業整理損失引当金 

 子会社の事業の整理等に伴う損失に備

えるため、将来の損失見込額を計上して

おります。  
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

(4）重要な収益及び費用の

計上基準 

――――― 

  

 ソフトウェアの請負開発に係る収益及

び費用の計上基準 

 当連結会計年度末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる契約につ

いては工事進行基準（進捗率の見積りは

原価比例法）を、その他の契約について

は検収基準を適用しております。 

(5）重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準  

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

なお、在外子会社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

における為替換算調整勘定に含めて表示

しております。 

同左 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

（イ）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 ただし、資産に係る控除対象外消費税

等は、発生した連結会計年度の期間費用

としております。 

（イ）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(7）連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

―――――   手許現金、随時引き出し可能な現金及

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。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

――――――  

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんは、10年間で均等償却しており

ます。 

――――――  

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

――――――  
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

（工事契約に関する会計基準） 

 ソフトウェアの請負開発に係る収益及び費用の計上基準

については、従来、検収基準を適用しておりましたが、当

連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」（企業会

計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 

平成19年12月27日）を適用し、当連結会計年度に着手した

ソフトウェアの請負開発から、当連結会計年度末までの進

捗部分について成果の確実性が認められる契約について

は、工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、そ

の他の契約については検収基準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。 

――――――  

―――――― 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

  当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。 

 これにより、営業損失及び経常損失は804千円増加し、

税金等調整前当期純損失が4,511千円増加しています。 

―――――― 

  

（企業結合に関する会計基準等の適用）  

 当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」

（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務

諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年

12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改

正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20

年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第

10号 平成20年12月26日）を適用しております。 
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（８）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

（連結貸借対照表） 

 「敷金及び保証金」は、前連結会計年度まで、投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

連結会計年度において、資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しております。なお、前連結会計年度末の

「敷金及び保証金」は19,282千円であります。 

（連結貸借対照表） 

 「前払費用」及び「未収入金」は、前連結会計年度ま

で、流動資産の「その他」に含めて表示しておりました

が、当連結会計年度において、資産の総額の100分の５を

超えたため区分掲記しております。なお、前連結会計年度

末の「前払費用」は15,901千円、「未収入金」は873千円

であります。 

―――――― 

  

（連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣

府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純損

失」の科目で表示しております。  

（９）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

―――――― 

  

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 

(10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成23年６月30日） 

 １．       ―――――― ※１．金融機関から事業資金として融資を受けていた長期

借入金及び短期借入金について、借換え及び条件変更

を行っております。当該借換え及び借入の条件変更に

より、１年以内返済予定の長期借入金から短期借入金

へ345,778千円振替えております。 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

  １．        ―――――― ※１．期末仕掛品たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下

後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。   

                    千円 1,099

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は 千円で

あります。 

106,531 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費は 千円であ

ります。 

76,638

※３．固定資産売却損は、工具、器具及び備品 千円であ

ります。 

12   ３．        ―――――― 

※４．固定資産除却損は、工具、器具及び備品 千円であ

ります。 

54 ※４．固定資産除却損は、工具、器具及び備品 千円であ

ります。 

5

※５．貸倒引当金繰入額は、主力製品の拡販を目的とした

コンサルティング提携先パートナーが経営不振に陥っ

たことにより、その後の役務の提供が見込めなくなっ

たことから同社への前払コンサルティング費用に対し

て貸倒引当金を計上したものであります。 

  ５．        ―――――― 

※６．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とおり

減損損失を計上しました。 

※６．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とおり

減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 その他 

米国子会社 事業用資産 
工具、器具 
及び備品  

千円2,027

米国子会社 事業用資産 のれん  千円393,687

場所 用途 種類 その他 

本社  事業用資産 ソフトウェア 千円8,360

① 減損損失の認識にいたった経緯 

 連結子会社であるRealcom U.S.,Incにおいては、同社の

超過収益力を前提としてのれんを計上しておりましたが、

当連結会計年度において売上高及び損益計画を下回ったこ

とから減損の兆候が認められ、同事業における今後の収益

見込みを詳細に検証・見積もった結果、のれん及び事業用

資産の帳簿価額の回収が見込まれないため、減損損失

千円を計上いたしました。 395,715

① 減損損失の認識にいたった経緯 

 当該資産は社内使用目的のソフトウェアで共有資産に該

当しますが、現状及び将来において使用する見込がなく、

また売却価値も見込めないため帳簿価額全額を減損損失

千円としてを特別損失に計上しております。 8,360

 ② 資産のグルーピングの方法 

 当社グループは、減損に係る会計基準の適用にあたり、

販売用ソフトウェアについては、独立したキャッシュフロ

ーを生み出す単位として個別資産毎にグルーピングを行

い、その他の資産については会社単位を基準としてグルー

ピングを実施しております。 

 ②資産のグルーピングの方法 

 当社グループは、減損に係る会計基準の適用にあたり、

販売用ソフトウェアについては、独立したキャッシュフロ

ーを生み出す単位として個別資産毎にグルーピングを行

い、その他の資産については会社単位を基準としてグルー

ピングを実施しております。 

 なお、遊休資産については、個別資産毎にグルーピング

を行っております。  

 ③ 回収可能額の算定方法 

 米国子会社の各資産の回収可能価額は使用価値を零とし

て算定しております。割引率については割引前キャッシュ

フローがマイナスであるため記載を省略しております。 

 ③ 回収可能額の算定方法 

 回収可能額は零として算定しております。 

  

-23-



当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円△661,538

少数株主に係る包括利益 千円1,119

計 千円△660,419

為替換算調整勘定 千円△6,760

計 千円△6,760

（連結株主資本等変動計算書関係）

発行済株式 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式         

普通株式  16,172  －  －  16,172

計  16,172  －  －  16,172

区分 内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプ

ションとしての

新株予約権 

普通株式  －  －  －  －  2,363

発行済株式 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式         

普通株式  16,172  －  －  16,172

計  16,172  －  －  16,172

区分 内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高 
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプ

ションとしての

新株予約権 

普通株式  －  －  －  －  293
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

※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22年６月30日現在）

※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23年６月30日現在）

現金及び預金勘定 千円123,406

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
千円△1,814

現金及び現金同等物 千円121,591

  

現金及び預金勘定 千円95,107

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
千円△407

現金及び現金同等物 千円94,699

 ２．       ――――――  ※２.当連結会計年度に事業の譲渡により減少した負債は

 次のとおりであります。 

              前受金      6,744千円  
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

１．ファイナンス・リース取引 

 所有者移転外ファイナンス・リース取引 

  連結貸借対照表に計上したリース資産はありません。

   なお、リース開始日が、平成20年６月30日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に

準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

であります。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．ファイナンス・リース取引 

 所有者移転外ファイナンス・リース取引 

  連結貸借対照表に計上したリース資産はありません。

   なお、リース開始日が、平成20年６月30日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に

準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

であります。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品 

 27,258  15,446  11,812

合計  27,258  15,446  11,812

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品 

 27,258  20,898  6,360

合計  27,258  20,898  6,360

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 5,591千円 

１年超 6,746千円 

合計 12,337千円 

１年内 5,767千円 

１年超 978千円 

合計 6,746千円 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 5,895千円 

減価償却費相当額 5,451千円 

支払利息相当額 475千円 

支払リース料 5,895千円 

減価償却費相当額 5,451千円 

支払利息相当額 304千円 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定

額法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

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。 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

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。 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 2,790千円 

１年超 2,638千円 

合計 5,429千円 

１年内 2,407千円 

１年超 －千円 

合計 2,407千円 

(減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。

(減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。
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前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1） 金融取引に対する取組方針 

 当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産に限定しております。資金調

達については、自己資金及び銀行借入によることを基本的な取組方針としておりますが、資金需要の

内容によっては、市場の状況を勘案の上、社債発行及び増資等によりその資金を賄うなど、 適方法

により調達する方針であります。 

  

（2） 金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。保守業務について、サービス

提供開始時に前受金を受理し、リスクの軽減を図っております。営業債務である買掛金や未払金は、

ほとんどが２ヶ月以内の支払い期日となっております。また、その一部には他社製品の仕入に伴う外

貨建債務があり、為替リスクに晒されております。借入金は、運転資金及び AskMe社の事業譲受のた

めの借り入れであり、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。また、借入金の償

還日は 長で決算日後２年以内であります。 

  

（3） 金融商品に係るリスク管理体制 

 ① 信用リスクの管理 

 当該リスクに関しては、当社では、取引毎に取引限度額を設定し、実際の売掛金に対しては取引毎

に期日管理を行っております。回収遅延債権に対しては、個別に状況を把握する体制としておりま

す。 

 ② 市場リスクの管理 

 外貨建営業債務について、その金額は僅少であり、為替リスクも僅少であります。 

 ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

 当社グループは、各社において資金繰計画を作成し、適宜更新するとともに、手元流動性の維持な

どにより流動性リスクを管理しております。 

  

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

    

（5） 信用リスクの集中 

 当連結会計年度の連結決算日現在における売掛金のうち ％が特定の大口顧客に対するものであり

ます。 

（金融商品関係）

39
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであ

ります。 

 （※）破産更生債権等に計上している貸倒引当金を控除しております。 

  

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項 

  資産 

（1）現金及び預金、（2）売掛金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。 

  

（3）破産更生債権等 

 破産更生債権等については、担保の処分見込額及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高

を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金

額に近似しており、当該価額をもって時価としております。 

  

  負債 

（1）買掛金、(2)未払金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

  

（3） 短期借入金（1年以内返済予定の長期借入金含む） 

 これらは1年以内に返済されるものであるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。 

  

（4） 前受金 

 前受金はほとんどが、1年以内に売上高に振替えられる予定であるため、時価は帳簿価額と近似し

ていることから当該帳簿価額によっております。 

  

（5）長期借入金 

 長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現

在価値により算定しております。 

   

   
 連結貸借対照表計上額 

（千円）  

時価 

（千円）  

差額 

（千円） 

(1) 現金及び預金   123,406  123,406  －

(2) 売掛金   124,798  124,798  －

(3) 破産更生債権等    17,696   

  貸倒引当金(※)    △17,696   

    －  －  －

資産計   248,204  248,204  －

(1) 買掛金   19,128  19,128  －

(2) 未払金   46,674  46,674  －

(3) 短期借入金 
（１年内返済予定の
長期借入金含む） 

  421,076  421,076  －

(4) 前受金   144,576  144,576  －

(5) 長期借入金   6,034  5,801  △233

負債計   637,490  637,257  △233
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２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

（※）破産更生債権等（ 千円）は、償還予定額が見込めないため、本表に含めておりません。 

  

３．長期借入金の連結決算日後の返済予定額 

  連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。 

  

（追加情報） 

  当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用し

ております。 

  

当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1） 金融取引に対する取組方針 

 当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産に限定しております。資金調

達については、自己資金及び銀行借入によることを基本的な取組方針としておりますが、資金需要の

内容によっては、市場の状況を勘案の上、社債発行及び増資等によりその資金を賄うなど、 適方法

により調達する方針であります。 

  

（2） 金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である、売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。保守業務について、サービス

提供開始時に前受金を受理し、リスクの軽減を図っております。営業債務である買掛金や未払金は、

ほとんどが２ヶ月以内の支払い期日となっております。また、その一部には他社製品の仕入に伴う外

貨建債務があり、為替リスクに晒されております。借入金は、運転資金のための借り入れであり、変

動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。 

  

（3） 金融商品に係るリスク管理体制 

 ① 信用リスクの管理 

 当該リスクに関しては、当社では、取引毎に取引限度額を設定し、実際の売掛金に対しては取引毎

に期日管理を行っております。回収遅延債権に対しては、個別に状況を把握する体制としておりま

す。 

 ② 市場リスクの管理 

 外貨建営業債務について、その金額は僅少であり、為替リスクも僅少であります。 

 ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

 当社グループは、各社において資金繰計画を作成し、適宜更新するとともに、手元流動性の維持な

どにより流動性リスクを管理しております。 

  

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

   

   １年以内  １年超５年以内  ５年超10年以内  10年超 

 現金及び預金 千円123,406   －   －  －

 売掛金 千円124,798   －   －  －

 合計 千円248,204   －   －  －

17,696
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成23年６月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであ

ります。 

  

（注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項 

  資産 

（1）現金及び預金、（2）売掛金、（3）未収入金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。 

  

  負債 

（1）買掛金、(2)未払金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

  

（3） 前受金 

 前受金はほとんどが、1年以内に売上高に振替えられる予定であるため、時価は帳簿価額と近似し

ていることから当該帳簿価額によっております。 

  

２．時価を把握する事が極めて困難と認められる金融商品 

 当社は、借入先金融機関より借入金元本について、平成23年10月末日及び平成24年３月27日までの

返済期限の延長及び返済方法の変更を主な内容とする借入金返済条件の変更に同意をいただいており

ますが、平成23年10月以降の借入金の返済方法については、借入先金融機関と協議の上、別途合意を

取得する予定としております。 

 従いまして、返済条件の変更の対象となった借入金は、将来の返済計画の見積りに不確実性が高

く、かつ、返済期間が長期にわたる場合には割引現在価値に与える影響が大きく、時価を合理的に算

定できないため、時価表示の対象としておりません。  

  

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

   
 連結貸借対照表計上額 

（千円）  

時価 

（千円）  

差額 

（千円） 

(1) 現金及び預金   95,107  95,107  －

(2) 売掛金   114,086  114,086  －

(3) 未収入金  31,697  31,697  －

資産計   240,891  240,891  －

(1) 買掛金   25,084  25,084  －

(2) 未払金   32,502  32,502  －

(3) 前受金   122,217  122,217  －

負債計   179,804  179,804  －

 区分 連結貸借対照表計上額

 短期借入金 千円425,778

   １年以内  １年超５年以内  ５年超10年以内  10年超 

 現金及び預金 千円95,107   －   －  －

 売掛金 千円114,086   －   －  －

 未収入金 千円31,697   －   －  －

 合計 千円240,891   －   －  －

-30-



前連結会計年度（平成22年６月30日） 

  

１．その他有価証券 

  非上場株式については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認識しております。 

 なお、当社所有の非上場株式（取得価額 千円）については前連結会計年度末までに当社グループの減損処理方

針に従ってすべて減損処理を行っております。 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。  

  

３．減損処理を行った有価証券 

 該当事項はありません。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価ないし実質価額が50％以上下落した場合には、すべて減損処理を行

っております。 

  

当連結会計年度（平成23年６月30日） 

  

１．その他有価証券 

  該当事項はありません。 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

 売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。  

  

３．減損処理を行った有価証券 

 該当事項はありません。 

  

（有価証券関係）

12,000

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

 当社グループではデリバティブ取引を全く行っておりま

せんので、該当事項はありません。 

同左 

（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

 当社グループでは、退職金制度を採用しておりませんの

で、該当事項はありません。 

同左 
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前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

    １．ストック・オプションに係る当連結会計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   162千円 

２．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストックオプションの内容 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

（ストック・オプション等関係）

  平成13年ストックオプション 平成14年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役１名及び従業員15名 
当社取締役１名、監査役１名及び従業員

23名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 472株 普通株式 424株 

付与日 平成13年８月21日 平成14年９月27日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成15年８月７日 

至 平成23年８月６日 

自 平成16年９月28日 

至 平成24年９月27日 

  平成14年ストックオプション 平成15年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役１名及び従業員９名 
当社取締役２名、監査役１名、従業員16

名及び社外協力者１名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 96株 普通株式 208株 

付与日 平成15年５月20日 平成15年９月26日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成16年９月28日 

至 平成24年９月27日 

自 平成17年９月27日 

至 平成25年９月26日 
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（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

（注）株式数に換算して記載しております。 

  平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社監査役１名及び従業員34名 
当社取締役３名、監査役１名、従業員36

名及び社外協力者１名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 232株 普通株式 483株 

付与日 平成16年10月28日 平成17年12月22日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成18年９月25日 

至 平成26年９月24日 

自 平成19年９月23日 

至 平成27年９月22日 

  平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名及び社外協力者１名 
当社取締役２名、従業員19名及び社外協

力者１名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 400株 普通株式 192株 

付与日 平成18年２月１日 平成18年６月30日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成18年２月１日 

至 平成28年１月31日 

自 平成20年７月１日 

至 平成28年６月30日 
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 （注）株式数に換算して記載しております。 

（注）株式数に換算して記載しております。 

  平成18年ストックオプション 平成19年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 社外協力者１名 当社従業員15名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 30株 普通株式 18株 

付与日 平成18年９月13日 平成19年６月19日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成20年７月１日 

至 平成28年６月30日 

自 平成21年６月20日 

至 平成29年６月19日 

  平成20年ストックオプション 平成20年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員７名 当社従業員１名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 150株 普通株式 10株 

付与日 平成21年３月25日 平成21年８月14日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社の子会社の従業員であることを要し

ます。ただし、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた場合

はこの限りではありません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成21年４月４日 

至 平成24年４月３日 

自 平成21年８月15日 

至 平成24年４月３日 
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   (2）ストックオプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式

数に換算して記載しております。 

① ストックオプションの数 

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業年度末

に株式分割があったものとみなした株数を記載しております。 

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業年度末

に株式分割があったものとみなした株数を記載しております。 

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業年度末

に株式分割があったものとみなした株数を記載しております。 

    平成13年ストックオプション 平成14年ストックオプション 

権利確定前 （株）            

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）            

前事業年度末    136  164

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    20  20

未行使残    116  144

    平成14年ストックオプション 平成15年ストックオプション 

権利確定前 （株）            

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）            

前事業年度末    72  176

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    8  －

未行使残    64  176

    平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション 

権利確定前 （株）            

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）            

前事業年度末    140  280

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    4  －

未行使残    136  280
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    平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

権利確定前 （株）            

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）            

前事業年度末    40  157

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    －  1

未行使残    40  156

    平成18年ストックオプション 平成19年ストックオプション 

権利確定前 （株）            

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）            

前事業年度末    30  17

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    －  4

未行使残    30  13

    平成20年ストックオプション 平成20年ストックオプション 

権利確定前 （株）            

前事業年度末    －  －

付与    －  10

失効    －  －

権利確定    －  10

未確定残    －  －

権利確定後 （株）            

前事業年度末    150  －

権利確定    －  10

権利行使    －  －

失効    50  －

未行使残    100  10
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 ② 単価情報 

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割により調整

された価格であります。  

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割により調整

された価格であります。 

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割により調整

された価格であります。 

  平成13年ストックオプション 平成14年ストックオプション 

権利行使価格（円）  75,000  78,750

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  －  －

  平成14年ストックオプション 平成15年ストックオプション 

権利行使価格（円）  78,750  78,750

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  －  －

  平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション 

権利行使価格（円）  112,500  112,500

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  －  －

  平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

権利行使価格（円）  150,000  150,000

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  －  －

  平成18年ストックオプション 平成19年ストックオプション 

権利行使価格（円）  150,000  350,000

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  －  －

  平成20年ストックオプション 平成20年ストックオプション 

権利行使価格（円）  58,000  35,000

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  14,675  16,206
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  ３.ストックオプションの公正な評価単価の見積方法 

  当連結会計年度において付与された平成20年ストックオプションについての公正な評価単価の見積方法は 

以下のとおりであります。 
  

    ①使用した評価技法     ブラック・ショールズ式 

    ②主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．残存期間に対応する月次高値及び安値の平均値をもとに算出しております。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使

されるものと推定して見積もっております。 

３．配当実績がないため、実績により０円としました。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  ４.ストックオプションの権利確定数の見積方法 

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

おります。 

  

  平成20年ストックオプション 

 株価変動性（注）１              110.345％ 

 予想残存期間（注）２                1.25年 

 予想配当（注）３                 ― 

 無リスク利子率（注）４               0.197％ 
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当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

    １．権利不行使による失効により利益として計上した金額及び科目名 

特別利益  新株予約権戻入益 2,069千円 

２．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストックオプションの内容 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

  平成13年ストックオプション 平成14年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役１名及び従業員15名 
当社取締役１名、監査役１名及び従業員

23名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 472株 普通株式 424株 

付与日 平成13年８月21日 平成14年９月27日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成15年８月７日 

至 平成23年８月６日 

自 平成16年９月28日 

至 平成24年９月27日 

  平成14年ストックオプション 平成15年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役１名及び従業員９名 
当社取締役２名、監査役１名、従業員16

名及び社外協力者１名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 96株 普通株式 208株 

付与日 平成15年５月20日 平成15年９月26日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成16年９月28日 

至 平成24年９月27日 

自 平成17年９月27日 

至 平成25年９月26日 
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（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。 

（注）株式数に換算して記載しております。 

  平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社監査役１名及び従業員34名 
当社取締役３名、監査役１名、従業員36

名及び社外協力者１名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 232株 普通株式 483株 

付与日 平成16年10月28日 平成17年12月22日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成18年９月25日 

至 平成26年９月24日 

自 平成19年９月23日 

至 平成27年９月22日 

  平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役２名及び社外協力者１名 
当社取締役２名、従業員19名及び社外協

力者１名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 400株 普通株式 192株 

付与日 平成18年２月１日 平成18年６月30日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成18年２月１日 

至 平成28年１月31日 

自 平成20年７月１日 

至 平成28年６月30日 
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 （注）株式数に換算して記載しております。 

（注）株式数に換算して記載しております。 

  平成18年ストックオプション 平成19年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 社外協力者１名 当社従業員15名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 30株 普通株式 18株 

付与日 平成18年９月13日 平成19年６月19日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社又は当社の子会社若しくは関係会社

の従業員、取締役、監査役、コンサルタ

ント又はアドバイザーであることを要し

ます。ただし、任期満了による退任、定

年退職、転籍その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではあ

りません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成20年７月１日 

至 平成28年６月30日 

自 平成21年６月20日 

至 平成29年６月19日 

  平成20年ストックオプション 平成20年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員７名 当社従業員１名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 150株 普通株式 10株 

付与日 平成21年３月25日 平成21年８月14日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社の子会社の従業員であることを要し

ます。ただし、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた場合

はこの限りではありません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社の子会社の従業員であることを要し

ます。ただし、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた場合

はこの限りではありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成21年４月４日 

至 平成24年４月３日 

自 平成21年８月15日 

至 平成24年４月３日 
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（注）株式数に換算して記載しております。 

  

(2）ストックオプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式

数に換算して記載しております。 

① ストックオプションの数 

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業年度末

に株式分割があったものとみなした株数を記載しております。 

  平成22年ストックオプション 平成22年ストックオプション 

付与対象者の区分及び人数 当社子会社従業員2名 当社子会社従業員2名 

株式の種類別のストックオプ

ションの付与数（注） 
普通株式 16株 普通株式 14株 

付与日 平成22年７月1日 平成22年７月1日 

権利確定条件 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社の子会社の従業員であることを要し

ます。ただし、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた場合

はこの限りではありません。 

権利者は、新株予約権の行使時において

当社の子会社の従業員であることを要し

ます。ただし、定年退職、転籍その他取

締役会が正当な理由があると認めた場合

はこの限りではありません。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成23年７月１日 

至 平成26年６月30日 

自 平成24年７月１日 

至 平成26年６月30日 

    平成13年ストックオプション 平成14年ストックオプション 

権利確定前 （株）     

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）     

前事業年度末    116  144

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    40  40

未行使残    76  104
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（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業年度末

に株式分割があったものとみなした株数を記載しております。 

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。前事業年度末の株数は、前事業年度末

に株式分割があったものとみなした株数を記載しております。 

    平成14年ストックオプション 平成15年ストックオプション 

権利確定前 （株）     

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）     

前事業年度末    64  176

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    12  8

未行使残    52  168

    平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション 

権利確定前 （株）     

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）     

前事業年度末    136  280

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    8  65

未行使残    128  215

    平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

権利確定前 （株）     

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）     

前事業年度末    40  156

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    －  60

未行使残    40  96
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    平成18年ストックオプション 平成19年ストックオプション 

権利確定前 （株）     

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）     

前事業年度末    30  13

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    －  －

未行使残    30  13

    平成20年ストックオプション 平成20年ストックオプション 

権利確定前 （株）     

前事業年度末    －  －

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）     

前事業年度末    100  10

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    65  10

未行使残    35  －

    平成22年ストックオプション 平成22年ストックオプション 

権利確定前 （株）     

前事業年度末    －  －

付与    16  14

失効    16  14

権利確定    －  －

未確定残    －  －

権利確定後 （株）     

前事業年度末    －  －

権利確定    －  －

権利行使    －  －

失効    －  －

未行使残    －  －
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② 単価情報 

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割により調整

された価格であります。 

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割により調整

された価格であります。 

（注）平成17年９月26日付をもって、株式１株を株式４株に分割しております。権利行使価格は、株式分割により調整

された価格であります。 

  平成13年ストックオプション 平成14年ストックオプション 

権利行使価格（円）  75,000  78,750

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  －  －

  平成14年ストックオプション 平成15年ストックオプション 

権利行使価格（円）  78,750  78,750

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  －  －

  平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション 

権利行使価格（円）  112,500  112,500

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  －  －

  平成18年ストックオプション 平成18年ストックオプション 

権利行使価格（円）  150,000  150,000

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  －  －

  平成18年ストックオプション 平成19年ストックオプション 

権利行使価格（円）  150,000  350,000

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  －  －

  平成20年ストックオプション 平成20年ストックオプション 

権利行使価格（円）  58,000  35,000

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  14,675  16,206

  平成22年ストックオプション 平成22年ストックオプション 

権利行使価格（円）  56,376  56,376

行使時平均株価（円）  －  －

公正な評価単価（付与日）  24,751  26,646
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 ３.ストックオプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与された平成22年ストックオプションについての公正な評価単価の見積方法は以下

のとおりであります。 
  

    ①使用した評価技法     ブラック・ショールズ式 

    ②主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．残存期間に対応する月次高値及び安値の平均値をもとに算出しております。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使

されるものと推定して見積もっております。 

３．配当実績がないため、実績により０円としました。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  ４.ストックオプションの権利確定数の見積方法 

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

おります。 

  

  平成22年ストックオプション 平成22年ストックオプション 

 株価変動性（注）１           123.17％           122.15％ 

 予想残存期間（注）２             2.5年             3.0年 

 予想配当（注）３              ―              ― 

 無リスク利子率（注）４            0.160％            0.179％ 
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前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

１．Realcom US.,Inc、特定市場におけるAskMe事業の譲渡   

 （1） 事業分離の概要 

    ① 分離先企業の名称 

     CCH INCORPORATED  

    ② 分離した事業の内容 

 下記特定市場におけるAskMe事業 

1. 全世界における税務会計分野におけるProfessional Firm（監査法人、税理士法人等）に対するAskMe

製品の独占販売権 

2. 全世界における一般企業その他組織の税務会計法務部門ならびに弁護士事務所に対するAskMe製品の非

独占販売権 

    ③ 事業分離を行った主な理由 

 当社は今期においては、財務基盤強化の一環として海外事業の整理に取り組んでまいりました。その施策の

一環として、従前よりOEM契約先であったCCHへ特定の市場における本事業を譲渡することといたしました。 

    ④ 事業分離日 

     平成23年3月15日 

    ⑤ 法的形式を含む取引の概要 

     永久ライセンス契約（特定市場におけるAskMe製品の独占及び非独占販売権）付与による事業譲渡 

  

 （2） 実施した会計処理の概要 

    ① 移転損益の金額 

     83,140千円 

    ② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

     該当事項はありません。 

  

 （3） 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称     

     Realcom US 

  

 （4） 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

     ロイヤリティー収入 469千円 

   

 ２．Realcom US.,Inc、AskMe事業（特定市場を除く）の譲渡   

 （1） 事業分離の概要 

    ① 分離先企業の名称 

     Hivemyne LLC  

    ② 分離した事業の内容 

     特定市場（全世界における税務会計分野におけるProfessional Firm（監査法人、税理士法人等）に対する 

     AskMe製品の独占販売権）を除く、AskMe事業  

     ③ 事業分離を行った主な理由 

         財務基盤強化の一環として海外事業の整理。 

        ④ 事業分離日 

     平成23年6月30日 

    ⑤ 法的形式を含む取引の概要 

     Assets Purchase Agreementに基づく、Realcom USにおけるAskMe事業（特定市場を除く）の譲渡 

  

 （2） 実施した会計処理の概要 

    ① 移転損益の金額 

     37,413千円 

    ② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

     前受金：6,577千円  

（企業結合等関係）
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 （3） 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称     

     Realcom US 

  

 （4） 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

     売上高   64,760千円 

     営業損失 125,889千円  

   

 ３．Realcom Technology India Private Limitedの事業譲渡   

 （1） 事業分離の概要 

    ① 分離先企業の名称 

     Persistent Systems and Solutions Limited  

    ② 分離した事業の内容 

     リアルコム及びRealcom USからの開発業務及び保守サービス業務 

     ③ 事業分離を行った主な理由 

         財務基盤強化の一環として海外事業の整理 

        ④ 事業分離日 

     平成23年6月23日 

    ⑤ 法的形式を含む取引の概要 

     Employees Transition Agreement、開発委託契約、保守サービス契約に基づく事業譲渡 

  

 （2） 実施した会計処理の概要 

    ① 移転損益の金額 

     該当なし 

    ② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

     該当なし  

  

 （3） 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称     

    その他地域  

  

 （4） 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

    売上高  52,602千円     

    営業利益  7,346千円  

  

 当社は、事業所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しており

ます。 

 なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が 終的に見込めないと認められる金

額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を見込まれる入居期間に基づいて算定し、費用に計上する

方法によっております。  

（資産除去債務関係）
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成23年６月30日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産       

減価償却超過額 10,259千円

未払事業税 614  

未払費用 2,726  

貸倒引当金 1,025  

投資有価証券評価損 4,882  

のれん償却超過額  142,941  

繰越欠損金 516,247  

その他 6,819  

繰延税金資産小計 685,517千円

評価性引当額 △685,415  

繰延税金資産合計 102千円

繰延税金資産       

 減価償却超過額 4,609千円 

 未払事業税 1,103  

 未払費用 1,292  

 貸倒引当金 508  

 のれん償却超過額  120,265  

 繰越欠損金 538,436  

 資産除去債務 1,835  

 その他 5,933  

繰延税金資産小計 673,985千円 

評価性引当額 △673,378  

繰延税金資産合計 606千円 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 －千円

固定資産－繰延税金資産 102千円

流動資産－繰延税金資産 510千円

固定資産－繰延税金資産 96千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳 

 当連結会計年度は税金等調整前当期純損失のため、記載

を省略しております。 

 当連結会計年度は税金等調整前当期純損失のため、記載

を省略しております。 
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 前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 当連結グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、当該事業以外に

事業の種類がないため該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米……米国 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、 千円であり、その主なものは、子会社

の定期預金及び従業員貸付金であります。 

４．会計方針の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」（工事契約に関する会計基準）に記載のとお

り、当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用して

おります。なお、これによるセグメント情報に与える影響はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）北米……米国 

３．会計方針の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」（工事契約に関する会計基準）に記載のとお

り当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しており

ます。なお、これによるセグメント情報に与える影響はありません。 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 

その他の 
地域  

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  632,140  130,118  －  762,258  －  762,258

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 312  －  61,839  62,151  △62,151  －

計  632,452  130,118  61,839  824,410  △62,151  762,258

営業費用  685,855  286,294  56,668  1,028,818  △61,239  967,579

営業利益又は営業損失（△）  △53,402  △156,175  5,170  △204,407  △912  △205,320

Ⅱ 資産  265,589  39,203  23,437  328,230  △7,640  320,590

8,450

ｃ．海外売上高

  北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  130,118  130,118

Ⅱ 連結売上高（千円）        762,258

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.1  17.1
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1.報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、主として国内及び海外におけるソフトウェア開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事

業を行っており、当社並びに各子会社別に事業計画を立案し、また、業績評価や投資意思決定を行っておりま

す。したがって、当社グループの報告セグメントは、地域のセグメントを基礎として、「日本」及び「北米」に

ついてはさらに会社別にセグメントを認識する方法により、「日本」での２社、「北米」での１社及び「その他

地域」１社の４つのセグメントとしております。 

  

２.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 従来までのセグメント情報の取扱いに基づく連結財務諸表のセグメント情報として、「セグメント情報等の開示

に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）等に準拠した場合と同様の情報が開示されている

ため、記載を省略いたします。  

  

当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日）               （単位：千円） 

   (注）１．「その他地域」には、インドの現地法人の事業活動を含んでおります。 

   ２．調整額の内容は以下のとおりであります。 

    セグメント利益又は損失 

  

ｄ．セグメント情報

  

  

  

日本 北米 その他  
地域 
(注)１  

  

合計 
  
  
  

調整額  
(注)２  

   
  

連結財務諸表
計上額  
(注)３  リアルコム 

  
その他  

  
Realcom US

  

(1）外部顧客への

売上高 
 631,770  19,582  48,718  －  700,071  －  700,071

(2）セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

 －  357  16,511  52,602  69,471  △69,471  －

計  631,770  19,939  65,230  52,602  769,543  △69,471  700,071

セグメント利益 

又は損失（△） 
 39,090  2,962  △125,419  7,346  △76,019  △834  △76,853

セグメント資産  243,955  19,501  44,047  19,844  327,348  △38,418  288,930

セグメント負債  169,054  5,544  284,659  12,247  471,506  158,919  630,426

その他の項目   

 減価償却費  8,197  －  213  568  8,979  －  8,979

  当連結会計年度 

 セグメント間取引消去（千円）  △834

合計  △834
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    セグメント資産 

    ※全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない定期預金であります。 

  

     セグメント負債 

    ※全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない借入金であります。 

  

  ３．セグメント利益又は損失は連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

当連結会計年度（自 平成22年７月１日  至 平成23年６月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 当社グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、当該

事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

  

(2）有形固定資産 

                            （単位：千円） 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

                            （単位：千円） 

  

当連結会計年度（自 平成22年７月１日  至 平成23年６月30日） 

                                      （単位：千円） 

  

当連結会計年度（自 平成22年７月１日  至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

    

当連結会計年度（自 平成22年７月１日  至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  当連結会計年度 

 セグメント間取引消去（千円）  △38,825

 全社資産※（千円）  407

合計  △38,418

  当連結会計年度 

 セグメント間取引消去（千円）  △266,858

 全社負債※（千円）  425,778

合計  158,919

ｅ．関連情報

日本 北米 その他地域 合計 

13,512 － 1,600 15,112 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

日本たばこ産業株式会社 千円 90,973   リアルコム 

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  日本 北米 その他地域 合計 

減損損失 8,360 － － 8,360 

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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  （追加情報）  

   当連結会計年度（自平成22年７月１日 至平成23年６月30日）  

  当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21 

 年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

 成20年３月21日）を適用しております。  

  

前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭 △21,537 48

１株当たり当期純損失金額 円 銭 40,488 39

１株当たり純資産額 円 銭 △21,652 47

１株当たり当期純損失金額 円 銭 1,472 60

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

当期純損失（千円）  654,778  23,814

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  654,778  23,814

期中平均株式数（株）  16,172  16,172

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株引受権１種（新株引受権の数 

個 普通株式 株） 

新株予約権11種（新株予約権の数 

個 普通株式 株） 

29 116

759 1,149

新株引受権１種（新株引受権の数 

個 普通株式 株） 

新株予約権13種（新株予約権の数 

個 普通株式 株） 

19 76

542 881

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年６月30日) 

当事業年度 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 87,388 60,367

売掛金 100,415 111,132

仕掛品 431 2,698

原材料及び貯蔵品 21 61

前払費用 12,932 ※1  13,831

関係会社未収入金 － 8,073

その他 27 1,934

貸倒引当金 △2,520 △1,250

流動資産合計 198,696 196,849

固定資産   

有形固定資産   

建物 15,689 15,689

減価償却累計額 △7,302 △8,595

建物（純額） 8,386 7,093

工具、器具及び備品 53,945 54,073

減価償却累計額 △45,288 △47,655

工具、器具及び備品（純額） 8,656 6,418

有形固定資産合計 17,043 13,512

無形固定資産   

ソフトウエア 15,430 1,625

その他 102 102

無形固定資産合計 15,532 1,727

投資その他の資産   

関係会社株式 10,000 10,000

関係会社長期貸付金 230,048 231,015

関係会社長期未収入金 22,238 20,413

敷金及び保証金 14,719 8,854

投資損失引当金 △5,782 △4,417

貸倒引当金 △250,505 △234,000

投資その他の資産合計 20,718 31,866

固定資産合計 53,295 47,106

資産合計 251,991 243,955
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年６月30日) 

当事業年度 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 19,128 ※1  27,022

短期借入金 80,000 ※2  425,778

1年内返済予定の長期借入金 341,076 －

未払金 13,822 12,929

未払費用 6,700 －

未払法人税等 4,712 3,113

未払消費税等 2,595 6,099

前受金 126,695 117,674

預り金 2,886 2,214

流動負債合計 597,618 594,832

固定負債   

長期借入金 6,034 －

固定負債合計 6,034 －

負債合計 603,652 594,832

純資産の部   

株主資本   

資本金 767,150 767,150

資本剰余金   

資本準備金 420,149 420,149

資本剰余金合計 420,149 420,149

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,541,322 △1,538,468

利益剰余金合計 △1,541,322 △1,538,468

株主資本合計 △354,023 △351,169

新株予約権 2,363 293

純資産合計 △351,660 △350,876

負債純資産合計 251,991 243,955

-55-



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 613,894 631,770

売上原価 311,522 ※1  293,535

売上総利益 302,371 338,235

販売費及び一般管理費   

販売促進費 1,299 3,737

販売支援費 95,181 56,060

役員報酬 80,113 51,503

給料 47,802 51,586

法定福利費 10,642 11,416

支払手数料 53,677 47,092

研究開発費 ※2  16,601 ※2  22,538

減価償却費 3,859 2,968

貸倒引当金繰入額 1,070 －

その他 47,571 52,240

販売費及び一般管理費合計 357,819 299,144

営業利益又は営業損失（△） △55,448 39,090

営業外収益   

受取利息 ※3  3,497 29

受取手数料 － 1,614

その他 58 168

営業外収益合計 3,556 1,812

営業外費用   

支払利息 9,547 12,203

支払手数料 － 9,298

為替差損 17,015 2,666

固定資産除却損 152 －

貸倒引当金繰入額 － 5,564

その他 － 0

営業外費用合計 26,715 29,732

経常利益又は経常損失（△） △78,607 11,171

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,270

新株予約権戻入益 － 2,069

投資損失引当金戻入額 782 1,365

特別利益合計 782 4,705

特別損失   

固定資産除却損 － ※4  5

固定資産売却損 ※5  12 －

減損損失 － ※6  8,360

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,707

関係会社株式評価損 ※7  511,581 －

貸倒引当金繰入額 ※8  250,505 －

特別損失合計 762,099 12,072

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △839,924 3,804

法人税、住民税及び事業税 2,290 950

法人税等調整額 － －

法人税等合計 2,290 950

当期純利益又は当期純損失（△） △842,214 2,854
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(脚注) 

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 労務費          236,797  57.1        205,885  58.3

Ⅱ 外注費          87,670  21.2        105,483  29.8

Ⅲ 経費 ※1        89,965  21.7        42,049  11.9

当期総製造費用          414,434  100.0        353,417  100.0

期首仕掛品たな卸高          299              431      

 計          414,734              353,849      

他勘定振替高 ※2        111,532              78,598      

期末仕掛品たな卸高          431              2,698      

当期製品製造原価          302,770              272,551      

ソフトウェア償却費          635              1,906      

当期商品仕入高          8,117              19,077      

売上原価          311,522              293,535      

前事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

賃借料 22,708千円 

旅費交通費 13,227千円 

採用費 12,236千円 

減価償却費 11,579千円 

賃借料 17,504千円 

旅費交通費 8,051千円 

減価償却費 5,228千円 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売支援費 94,931千円 

研究開発費 16,601千円 

販売支援費 56,060千円 

研究開発費 22,538千円 

（原価計算の方法） 

 原価計算の方法は、個別原価計算を採用しておりま

す。 

（原価計算の方法） 

同左 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 767,150 767,150

当期末残高 767,150 767,150

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 420,149 420,149

当期末残高 420,149 420,149

資本剰余金合計   

前期末残高 420,149 420,149

当期末残高 420,149 420,149

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △699,107 △1,541,322

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △842,214 2,854

当期変動額合計 △842,214 2,854

当期末残高 △1,541,322 △1,538,468

利益剰余金合計   

前期末残高 △699,107 △1,541,322

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △842,214 2,854

当期変動額合計 △842,214 2,854

当期末残高 △1,541,322 △1,538,468

株主資本合計   

前期末残高 488,191 △354,023

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △842,214 2,854

当期変動額合計 △842,214 2,854

当期末残高 △354,023 △351,169

新株予約権   

前期末残高 2,201 2,363

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 162 △2,069

当期変動額合計 162 △2,069

当期末残高 2,363 293

純資産合計   

前期末残高 490,392 △351,660

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △842,214 2,854

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 162 △2,069

当期変動額合計 △842,052 784

当期末残高 △351,660 △350,876
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 前事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日）  

 当社は、長引く不況による経営環境悪化の影響を受け、当事業年度において営業損失55,448千円、経常損失78,607千円

を計上し、さらに米国子会社Realcom U.S., Inc株式に対する評価損及び同社への貸付金に対する貸倒引当金計上による

特別損失762,099千円が発生したことから、当期純損失842,214千円を計上しております。また、３期連続で当期純損失を

計上することとなり、その結果、当事業年度末の純資産は351,660千円の債務超過になっております。当該状況により、

当社においては継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

 当社は、当該状況を解消すべく、以下の施策に取り組んでおります。 

  

   １. 財務基盤の強化 

第三者割当増資等による資本増強及び海外事業への外部資本導入によるグループ再編により安定した経営のベー

スとなる財務基盤の早期確保に向けて取り組んでおります。また、当面の資金の安定化を図るために、唯一の借入

先である株式会社三菱東京UFJ銀行の協力のもと、弁済期日を迎えた借入金の期日延長を実施するとともに、今後の

借入更新についても全面的にバックアップをいただくことを基本路線として協議を行っております。 

  ２. 収益力の強化 

 ① 国内事業 

当社においては、主力製品であるKnowledgeMarket及びコンサルティングサービスにおける安定した顧客基盤を維

持、強化するとともに、新規事業として、マイクロソフト社製品であるSharePointのホステッドクラウドサービス

を拡充することで、安定した売上基盤の構築を行ってまいります。また、内部リソースの効率的な活用により、外

注費を削減する等経費を圧縮し、採算性の向上を図ります。これらにより、収益力の強化を図ってまいります。 

 ② 海外事業 

米国子会社Realcom U.S.,Incにおいては、前連結会計年度より開始したCCH社とのOEM事業を本格的に拡張すると

ともに、営業、マーケティング体制の整備・強化により、主力製品であるAskMe Enterprise及びAskMe for 

SharePointにおける既存顧客基盤の維持強化、新規顧客の獲得により売上を確保してまいります。また、グループ

再編の一環として、Realcom U.S., Inc及びRealcom Technology India Private Limitedへ外部資本を導入すること

により収益基盤の安定を図る予定です。 

  

これら施策を着実に実行することにより、早期に債務超過を解消し、経営基盤の安定化を図ってまいります。 

  

しかしながら、財務基盤強化については関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、また、収益力の強

化への取組の実現の時期などについても、当社を取り巻く経営環境は依然厳しいものと予想されることから現時点では継

続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

  

なお、財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸

表には反映しておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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 当事業年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日）  

 当社は、当事業年度において下記の通り、売上高が前年同期比2.9％増となり、営業損益、経常損益ともに黒字化を達

成しており、効率的な事業運営による収益回復を果たしております。  

 しかしながら、依然として、当事業年度末の純資産は350,876千円の債務超過になっております。当該状況により、当

社においては、引き続き継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

  

 当社は、当該状況を解消すべく、以下の施策に取り組んでおります。 

  

  １. 財務基盤の強化 

 財務基盤の強化については、米国子会社の事業売却、インド子会社の事業譲渡を実現しました。懸案であった海外

事業の整理を完了したことにより、当社の足元の資金繰りを安定化させ、財務基盤の毀損に歯止めを掛けるととも

に、経営資源を収益回復を果たした国内事業への集中を明確に打ち出すことにより、現在推進している資本業務提携

をより加速出来ると考えております。また、唯一の借入先である三菱東京UFJ銀行からは、当社事業及び資本提携の

状況につき協議を行いながら、今後の返済期日の更新について全面バックアップをいただくことを基本路線としてお

ります。 

２. 収益力の強化 

 収益力強化については、リアルコム単体において、引き続き効率的な事業運営を行うとともに、足元堅調に推移し

ているKnowledgeMarket及びNintex社製品のライセンス、SI、保守売上などに加え、立ち上がりを見せている新規事

業であるスマートフォン関連サービス及びマイクロソフト製品であるSharePoint関連クラウドサービスを拡大するこ

とにより、収益基盤の強化を図ってまいります。 

  

  これら施策を着実に実行することにより、早期に債務超過を解消し、経営基盤の安定化を図ってまいります。 

  

しかしながら、財務基盤強化については関係者との協議を行いながら進めている途上であるため、また、収益力

の強化への取組の実現の時期などについても、当社を取り巻く経営環境は依然厳しいものと予想されることから現時

点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

なお、財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務

諸表には反映しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

  売上高（千円）  613,894  631,770

 営業利益（千円）  △55,448  39,090

 経常利益（千円）  △78,607  11,171
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（５）重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

(1）子会社株式 

同左 

  (2）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。  

(2）その他有価証券 

同左  

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

（1）商品、仕掛品 

 個別法による原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）を採用して

おります。 

（1）商品、仕掛品 

同左 

  (2) 貯蔵品 

 終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(2) 貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。  

建物     10～15年  

器具及び備品 ４～15年  

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

 市場販売目的のソフトウェアについ

ては、見込販売可能期間（３年）にお

ける見込販売収益に基づく償却額と見

込販売可能期間の残存有効期間に基づ

く均等配分額のいずれか大きい額によ

り償却しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度

前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、引き続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を採用

しております。 

(3）リース資産 

        同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 投資損失引当金 

 関係会社に対する投資の損失に備え

るため、関係会社の財政状態等を勘案

の上、損失見積額を計上しておりま

す。 

(2) 投資損失引当金 

同左 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

同左 

６．収益及び費用の計上基準 ―――――― ソフトウェアの請負開発に係る収益及び

費用の計上基準 

 当事業年度末までの進捗部分について

成果の確実性が認められる契約について

は工事進行基準（進捗率の見積りは原価

比例法）を、その他の契約については検

収基準を適用しております。  

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 ただし、資産に係る控除対象外消費税

等は、発生した事業年度の期間費用とし

ております。  

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。  
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（６）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年７月１日 
 至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日） 

（工事契約に関する会計基準の適用） 

 ソフトウェアの請負開発に係る収益及び費用の計上基準

については、従来、検収基準を適用しておりましたが、当

事業年度より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基

準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成

19年12月27日）を適用し、当事業年度に着手したソフトウ

ェアの請負開発のうち、当事業年度末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる契約については、工事進行

基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約に

ついては検収基準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。 

────── 

  

  

────── 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」 

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除 

去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は 千円減少し、税

引前当期純利益は 千円減少しております。 

804

4,511

────── 

  

（企業結合に関する会計基準の適用） 

 当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業

会計基準第21号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等

に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平

成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用して

おります。 

（７）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年６月30日） 

当事業年度 
（平成23年６月30日） 

 １        ────── ※１．関係会社項目  

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

  

前払費用 千円 213

買掛金 千円 1,937

 ２        ────── ※２．金融機関から事業資金として融資を受けていた長期

借入金及び短期借入金について、借換え及び条件変更

を行っております。当該借換え及び借入の条件変更に

より、１年以内返済予定の長期借入金から短期借入金

へ345,778千円振替えております。 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

 １．              ────── ※１．期末仕掛品たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切

下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原

価に含まれております。 

                   千円   1,099

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は 千円で

あります。 

16,601 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費は 千円で

あります。 

22,538

※３．関係会社との取引に依るものが次のとおり含まれ

ております。 

 ３．        ────── 

受取利息 千円3,344          

 ４．        ────── ※４．固定資産除却損は、工具、器具及び備品 千円であ

ります。 

5

※５．固定資産売却損は、工具、器具及び備品 千円で

あります。 

12  ５．        ────── 

 ６．        ────── ※６．減損損失  

 当事業年度において、当社は以下の通り減損損失を

計上しました。 

場所 用途 種類 その他 

 本社  事業用資産
ソフトウェ

ア  
千円8,360

① 減損損失の認識にいたった経緯 

 当該資産は社内使用目的のソフトウェアで共有資産に

該当しますが、現状および将来において使用する見込が

なく、また売却価値も見込めないため帳簿価額全額を減

損損失8,360千円として特別損失に計上しております。 

 ②資産のグルーピングの方法 

 当社は、減損に係る会計基準の適用にあたり、販売用

ソフトウェアについては、独立したキャッシュフローを

生み出す単位として個別資産毎にグルーピングを行い、

その他の資産については会社単位を基準としてグルーピ

ングを実施しております。 

 なお、遊休資産については個別資産毎にグルーピング

を行っております。  

 ③ 回収可能額の算定方法 

 回収可能額は零として算定しております。 

※７．関係会社株式評価損 

 当社の ％子会社であるRealcom U.S.,Incの財政状

態を勘案して当事業年度において当社が保有している

同社株式について、全額評価損を計上しております。 

100

 ７．        ──────  

※８．貸倒引当金繰入額  

 当社の ％子会社であるRealcom U.S.,Incは債務超

過となっており、同社に対する債権について回収可能

性を検討し、貸倒引当金繰入額を計上しております。 

100

 ８．        ──────          
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前事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。   

  

（株主資本等変動計算書関係）

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

１．ファイナンス・リース取引 

 所有者移転外ファイナンス・リース取引 

 貸借対照表に計上したリース資産はありません。 

 なお、リース開始日が、平成20年６月30日以前のリース

取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会

計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．ファイナンス・リース取引 

 所有者移転外ファイナンス・リース取引 

 貸借対照表に計上したリース資産はありません。 

 なお、リース開始日が、平成20年６月30日以前のリース

取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会

計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

器具及び備品  27,258  15,446  11,812

合計  27,258  15,446  11,812

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

器具及び備品  27,258  20,898  6,360

合計  27,258  20,898  6,360

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 5,591千円 

１年超 6,746千円 

合計 12,337千円 

１年内 5,767千円 

１年超 978千円 

合計 6,746千円 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 5,895千円 

減価償却費相当額 5,451千円 

支払利息相当額 475千円 

支払リース料 5,895千円 

減価償却費相当額 5,451千円 

支払利息相当額 304千円 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定

額法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

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。 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

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。 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 －千円 

１年超 －千円 

合計 －千円 

１年内 －千円 

１年超 －千円 

合計 －千円 

(減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。

(減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。
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前事業年度末(平成22年６月30日) 

 子会社株式（貸借対照表計上額 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから記載しておりません。 

当事業年度末(平成23年６月30日) 

 子会社株式（貸借対照表計上額 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから記載しておりません。 

（有価証券関係）

10,000

10,000

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産       

 減価償却超過額 10,157千円 

 未払事業税 614  

 未払費用 2,726  

 株式報酬費用 961  

 貯蔵品 682  

 貸倒引当金 102,955  

 投資有価証券評価損 4,882  

 投資損失引当金 2,353  

 関係会社株式評価損 208,162  

 繰越欠損金 446,938  

 その他 200  

繰延税金資産小計 780,635千円 

評価性引当額 △780,635  

繰延税金資産合計 －千円 

繰延税金資産       

 減価償却超過額 4,512千円 

 未払事業税 1,103  

 未払費用 1,292  

 仕掛品 447  

 貯蔵品 811  

 貸倒引当金 95,723  

 投資損失引当金 1,797  

 関係会社株式評価損 208,162  

 繰越欠損金 463,540  

 資産除去債務 1,835  

 その他 135  

繰延税金資産小計 779,363千円 

評価性引当額 △779,363  

繰延税金資産合計 －千円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳 

  当事業年度は税引前当期純損失のため、記載を省略し 

 ております。 

法定実効税率 40.7 ％ 

 （調整）    

 交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 

6.8  

 住民税均等割等 25.0  

 評価性引当額の増減額 △49.2  

 その他 1.7  

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
25.0％ 
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  当事業年度末（平成23年６月30日） 

 当社は、事業所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しており

ます。 

 なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が 終的に見込めないと認められる金

額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を見込まれる入居期間に基づいて算定し、費用に計上する

方法によっております。  

  

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成22年７月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。  

（資産除去債務関係）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭 △21,891 17

１株当たり当期純損失金額 円 銭 52,078 59

１株当たり純資産額 円 銭 △21,714 68

１株当たり当期純利益金額 円 銭 176 48

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失

であるため、記載しておりません。  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。  

  
前事業年度 

（自 平成21年７月１日 
至 平成22年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日） 

当期純利益または当期純損失(△)（千円）  △842,214  2,854

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益または当期純損

失(△)（千円） 
 △842,214  2,854

期中平均株式数（株）  16,172  16,172

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株引受権１種（新株引受権の数 

個 普通株式 株） 

新株予約権11種（新株予約権の数 

個 普通株式 株） 

29 116

759 1,149

新株引受権１種（新株引受権の数

個 普通株式 株） 

新株予約権13種（新株予約権の数

個 普通株式 株） 

19 76

542 881

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

 該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

 該当事項はありません。   

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

６．その他
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