
 

 

平成 １８ 年 １２ 月期   中間決算短信（非連結） 平成18年8月25日 

会 社 名 応用技術株式会社               上場取引所     JASDAQ 

コード番号 ４３５６                   本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ http://www.apptec.co.jp） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 笹森 近 
問い合わせ先  責任者役職名 取締役管理本部長 

        氏    名 前原 夏樹            ＴＥＬ（03）5778－0711 
決算取締役会開催日  平成18年 8月25日                  

配当支払開始日    平成－年－月－日                単元株制度採用の有無  無 

親会社等の名称  トランス・コスモス株式会社（コード番号：9715）   親会社等における当社の議決権所有比率 60.3％ 
 
１．18年12月中間期の業績（平成18年1月1日～平成18年6月30日） 
(1) 経営成績                      （注）百万円未満は切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年６月中間期 
17年６月中間期 

百万円    ％
2,770（△1.7）
2,818（ － ）

百万円     ％
64（△66.8）
194（  － ）

百万円     ％
64（△67.1）
196（  － ）

17年12月期 5,371 181 182 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
18年６月中間期 
17年６月中間期 

百万円     ％
52（△71.1）
181（  － ）

円   銭
1,840   07
6,406   64

円   銭
1,839   94
6,374   76

17年12月期 208 7,327   24 7,301   83

(注)①持分法投資損益 18年6月中間期  －百万円  17年6月中間期 －百万円   17年12月期 －百万円 
②期中平均株式数 18年6月中間期  28,573株  17年6月中間期 28,396株   17年12月期 28,448株 
③会計処理の方法の変更    無 
④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
18年６月中間期 
17年６月中間期 

百万円 
     2,489 
     2,633 

百万円
     1,126 
     1,040 

％
    45.3 
    39.5 

円   銭
39,421   52
36,541   15

17年12月期      2,333      1,073     46.0 37,577   49

(注)①期末発行済株式数 18年6月中間期 28,576.2株 17年6月中間期 28,467.5株 17年12月期 28,558.6株 
②期末自己株式数  18年6月中間期    8.5株 17年6月中間期    5.6株 17年12月期    8.1株 

(3) キャッシュ･フローの状況 

 
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

 
18年６月中間期 
17年６月中間期 

百万円 
     599 
     120 

百万円
     △50 
     333 

百万円
     △71 
    △435 

百万円
     861 
     635 

17年12月期     △149      507     △593      383 
 
２．18年12月期の業績予想(平成18年1月1日～平成18年12月31日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円
5,500 

百万円
120 

百万円
100 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）3,499円56銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 第1四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 その他 年間 

17年12月期 ― ― ― ― ― ― 

18年12月期（実績） ― ― ― ― ― ― 

18年12月期（予想） ― ― ― ― ― ― 

  ※上記の業績につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
  実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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1.企業集団の状況 

当社の事業は、システムインテグレーションサービス、ソリューションサービス及びエンジニアリング

サービスの３部門から構成されています。 

システムインテグレーションサービスは、一般企業向け及び官公庁向けのビジネスアプリケーション開

発が中心であり、システム提案、設計、開発、テスト、運用、保守まで一貫してサービスを提供しており

ます。 

ソリューションサービスは、ＣＡＤ（※１）、ＧＩＳ（※２）、ＰＤＭ（※３）など、自社開発または他

社販売のパッケージなどをカスタマイズし、顧客の問題解決に最適なシステムを構築し、提供するもので

あります。 

エンジニアリングサービスは、データ解析・数値シミュレーション技術をベースに、主に環境分野を対

象にした計算や解析サービスを提供するものであります。 

 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

顧        客 

製 造 業  流 通 業   Ｓ ｉ ｅ ｒ   建設・不動産  電力・ガス  官 公 庁

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 ＣＡＤ ［computer-aided design］ 

コンピュータを利用して機械・電気製品等の設計を行うこと。コンピュータとの会話形式で設計を行う。 
※2 ＧＩＳ ［geographic information system］ 

地理的なさまざまな情報に関連付け等の処理を行い、データ化された地図上に視覚的に表示するシステム。
災害時に発生場所、影響範囲、避難場所情報等を統合的に表示するものやエリアマーケティング、出店計画等
にも利用されている。地理情報システム。 

※3 ＰＤＭ ［product data management］ 
工業製品の開発工程において、設計・開発に関わるすべての情報を一元化して管理し、工程の効率化や期間の
短縮を図る情報システム。  

 

 

 

 

         

トータルエンジニアリングサービス
 

ﾄﾗﾝｽ･ｺｽﾓｽ株式会社

（  親 会 社  ）

情報ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ
主

要

株

主

技術支援及びシステム開発

システムインテグレーシ

ョンサービス 
情報システムの企画から、

設計、開発、テスト、さら

に稼動後の保守・運用ま

で、一連の業務を責任を持

って遂行するトータルイ

ンテグレーションサービ

スをご提供します。 

ソリューションサービス

 
ＣＡＤ，ＧＩＳ、ＰＤＭ，

等のパッケージソフトウ

ェア(自社製、他社製)をカ
スタマイズし、お客様個々

の問題解決に適切なシス

テムを構築します。 

エンジニアリングサービス

 
地球環境保全、防災分野にお

ける社会ニーズ、顧客課題に

対し、分野の専門性と高度な

解析技術・情報技術を駆使

し、コンサルティングサービ

ス、ソリューションサービス

をご提供します。 
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2.経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

１．エンドユーザ指向 
 ビジネスの基本を対エンドユーザビジネスに置き、ユーザニーズに最適なサービスを提供し、常

に個々の顧客へのサービスレベルの向上を図ります。 
２．収益構造の改革 
 市場、ビジネスモデルの変化を的確に経営に反映させ、常に高い収益構造を維持するよう努めて

まいります。 
３．営業・技術力の強化 
 エンドユーザに密着したビジネスにふさわしい、営業力、技術力の強化を計画的に進めてまいり

ます。 
 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識いたしております。長期的に安定した

配当を維持継続しながら、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保していくこ

とを基本方針にしております。 

 

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

   当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加は、資本政策上の重要な課題であると認識してお

ります。投資単位の引き下げにつきましては、株価動向、業績水準等を考慮して慎重に検討してまい

ります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

 売上高よりも利益を重視する観点から、売上高営業利益率の向上を目指しております。中期経営計

画において平成 19 年 12 月期に売上高営業利益率 10％の達成を計画しております。 

 また、株主重視の観点から 1株当たり当期純利益も重要な経営指標と認識しております。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

 １． 当社は、情報技術の最新技術を取込み、ＣＡＤ、ＧＩＳ等のソリューションの提供や、Ｗｅｂ 

   サービスインテグレーションなど得意分野に特化した事業展開を図ることで、業界の中でキラ 

   リと光る存在感のある企業になることを目指します。 

 ２． 東アジア地域（中国、韓国、ベトナム）を生産・開発拠点としてオフショア開発の進展を目指 

   します。さらには今後、高い経済成長が期待される中国を中心とした東アジア地域をマーケット 

   として見据え、当社独自のソリューションの提供を核とした事業展開を図ります。 

 ３． トランス・コスモス株式会社の資金力と投資事業に関するノウハウを活用し、他社との業務・ 

   資本提携を積極的に行い事業規模の拡大を図ります。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

現在、当社では、具体的に以下の項目が対処すべき課題であると考えております。 

 １．ビジネスモデルの多様化 

 当社の既存事業であるシステムインテグレーションサービス、ソリューションサービスに関連

して、パッケージ販売、教育、サポート事業、デジタルコンテンツ作成事業、運用サービス事業

など周辺事業を展開することにより経営基盤の安定を図ります。 

 ２．ソリューションメニューの拡大 

 当社のソリューションサービス、エンジニアリングサービスに関し、市場動向を見極めながら

新たなソリューションメニューの投入を図ります。 
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 ３．システムインテグレーションサービス事業の強化 

 東アジア地域におけるオフショア開発の拡大を図るほか、対象分野としてはカーナビ、情報家

電、携帯電話等組込み系開発の強化、営業面では大手顧客の確保、.ＮＥＴ市場拡大への対応強

化に取組みます。 

 ４．人材の確保と育成 

 事業推進において最も重要な事項は人材の確保・育成であると考えております。トータルエン

ジニアリングサービス技術の高度化を図るために、成果主義を基本に、透明性が高い人事制度の

構築に取組んでまいります。 

 

(7) 親会社等に関する事項 

1. 親会社等の商号等 
平成18年6月30日現在   

親会社等 属性 
親会社等の議決権 

所有割合(％) 

親会社等が発行する株券が 

上場されている証券取引所等 

トランス･コスモス株式会社 親会社 
60.3％ 

(17.18％) 

株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

（注）議決権所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数となっております。 

 

2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 
 当社は、トランス･コスモス株式会社グループにおける情報サービス事業のうちトータルエンジニ

アリングサービスの一角を担う会社であり、トランス･コスモス株式会社は当社議決権の60.3％を所

有しております。 

 

3. 親会社等との関係に関する基本方針 

 トランス･コスモス株式会社と、その子会社（ティ－シ－アイ・ビジネス・サービス株式会社）と

の関係は、営業取引及び借入金であり、当社との取引条件は一般会社との取引と同様、市場原理に

基づき交渉のうえ決定しており、今後とも経済合理性を基準に、公正な取引を基本方針としてまい

ります。 
 

(8) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 企業行動倫理が強く求められるなか、当社は、取締役・監査役制度を軸にして、透明性が高く、公

正な経営を実現することを最優先に取組んでおります。コーポレート・ガバナンスの充実に関する内

外の状況を踏まえつつ、株主総会の充実、取締役会の改革、監査役の監査機能の強化、情報開示レベ

ルの高度化に取組むとともに事業競争力の強化、企業価値の向上に取組んでおります。 
 また、「問題解決型企業として社会の情報化に貢献すること」を目標とする当社にとって、法令に留

まらず社会規範に至るすべてのルールを遵守する、よりレベルの高いコンプライアンスを求められて

いるという認識を役職員全員で共有したいと考えます。 
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1. コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

当社の業務執行体制、経営監視及び内部統制の仕組みは、下図のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

監査役会【業務監査】 

監査役：３名 

（うち社外監査役：２名） 

株  主  総  会 

取締役会【意思決定・監督】

取締役：９名 

 

独  立  監  査 

監査法人【会計監査】 

選任・監督 

内 部 監 査 

・内部監査室による内部監査
・ＩＳＯマネージメント監査 

選任・解任

代表取締役（会長・社長） 

経営会議【戦略審議】

常勤取締役７名 

選任・解任

社 外 弁 護 士 

取 締 役（常勤）【業務執行】

常勤取締役７名 

選任・解任
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① 会社経営上の意思決定、執行及び監督に係わる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン

スの状況 

    ・委員会設置会社であるか監査役制度採用会社であるかの別 

 監査役制度を採用しております。 

 

    ・社外取締役・社外監査役の選任の状況 

 社外取締役は選任しておりません。監査役は、３名中２名が社外監査役となっておりま

す。 

 

    ・各種委員会の概要 

 リスクマネージメントの推進や企業倫理・順法精神に基づく企業行動の徹底を経営活動

の根幹においており、経営会議や月次推進会議等を通じ、随時、社内への浸透を図ってお

ります。 

 将来的には、企業規模の拡大に合わせ危機管理委員会や企業行動推進委員会の設置を考

えております。 

 

    ・監査役の専従スタッフの配置状況 

 専従スタッフは配置しておりませんが、適宜関係部署で対応しております。 

 

    ・業務執行・監視の仕組み 

 月例取締役会及び経営会議を基軸に、効率的な業務執行及び取締役間相互の業務執行監

視を行っております。 

 なお、監査役３名中２名が社外監査役であり、取締役会には全員が出席し、経営会議に

は常勤監査役が出席し、取締役の業務執行を監視する役割を担い、公正性、透明性を確保

しています。 

 また、戦略的意思決定の迅速化を図るため、常勤役員で構成する経営会議を設けており

ます。 

 

    ・内部統制の仕組み 

 社長直下の内部監査室による内部監査及びＩＳＯ ９００１に基づく品質マネージメン

トシステムの一環としての内部監査を必要に応じて実施し、効率的な部門間牽制を行って

おります。 

 

    ・弁護士・会計監査人等その他の第三者の状況 

 顧問弁護士は、吉峯総合法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じ専門的アド

バイスを受けることで、ガバナンスの強化を図っております。 

 監査法人である中央青山監査法人からは、通常の会計監査を受けているほか、監査法人

の独立性を損なわない範囲内で経営上の諸問題について、適宜アドバイスを受けておりま

す。 

 なお、中央青山監査法人は、平成18年5月10日付で金融庁から平成18年7月1日から同年  

8月31日まで２ヶ月間の業務停止処分を受け、会社法第337条第3項第1号により、平成18年 

6月30日をもって会計監査人としての資格を喪失いたしました。 

 この処分に伴い、会計監査人が不在となることを回避するため、会社法第346条第4項及

び第6項の規定に基づき、監査役会の決議をもって、一時会計監査人として公認会計士 宇

賀村彰彦氏を選任いたしました。 

 また、同業務の業務停止期間を経過した平成18年9月1日をもって、中央青山監査法人も
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一時会計監査人として選任する予定です。 

 なお、会計監査人の選任につきましては、平成19年3月に開催予定の定時株主総会に会計

監査人選任議案を付議する予定です。 

 

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関

係の概要 

 社外監査役には、親会社の役職員が就任しております。 

 

③ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

(1) 執行役員制度の導入 

  平成 18 年 1月 1日から執行役員制度を導入し、執行役員が各部門の業務執行について責任を

持って推進する体制としました。これにより、意思決定及び業務執行の迅速化を図り、事業環

境への対応力を強化しました。 

(2) コンプライアンス担当取締役の設置 

  平成 18 年 3 月 30 日付けでコンプライアンス担当取締役を置き、取締役の監視機能の強化を

図り、より高いレベルのコンプライアンス体制を構築することとしました。 

(3) 内部監査室の新設 

  内部監査機能を更に強化するため、平成 18年 4月 1日付けで内部監査室を新設し、内部統制

機能の充実を図ることとしました。 

(4) 規程類の整備 

  経営行動の規範となる基準・ルールを再整備し、経営活動の効率的遂行と、内部牽制機能及

び内部監査機能が有効に働く環境を整備しました。 

(5) コンプライアンスに関わる親会社との連携の強化 

  親会社が主催する内部監査研究会に参加し、専門家の意見を吸収するとともに、親会社の動

向を的確に掌握し、共有の価値観を持ってコンプライアンスの充実を図るようにしました。 
  

2.会社と会社の社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

 社外監査役２名全員が、当社の親会社であるトランス・コスモス株式会社より就任しており、 

当社は、トランス・コスモス株式会社より技術支援及びシステム開発を受注しております。 

 
(9) 内部管理体制の整備・運用状況 

1. 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理

体制の整備の状況 

 当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として内部管理体制強化のための牽制組織の整備

を図っております。 
 管理部門は、総務部、経理財務部、各事業本部管理部により構成されており、内部牽制の適正か

つ合理的な実施体制を構築するとともに、社長直下の内部監査室による内部監査、ＩＳＯマネージ

メント監査を行っております。 
 なお、社内規程につきましては、内部統制機能整備や関係法令の改正への対応のため、適宜関係

規程を整備しております。 

 

2. 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

 当社は、役員・社員の法令遵守意識の向上と違法行為・不正行為等の防止を図るため、ならびに

個人情報保護法の施行に対応するため、関係諸規程の整備や社員教育に取組みました。 
 また、内部管理体制の強化及び管理業務能力の向上を図るため、監査役会と連携し、コンプライ

アンス行動基準の制定準備を開始しました。 
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(10) その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 
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3.経営成績及び財政状態 
1.当中間期の概況 

(1) 経営成績 

 当中間期（平成 18 年 1月 1日から平成 18 年 6月 30 日まで）のわが国経済は、大企業、製造業を中

心とした企業収益の改善が見られ、設備投資や個人消費が増加するなど、景気は拡大基調で推移しま

した。 

 情報サービス業界におきましては、業績の回復や法改正対応等に伴うＩＴ投資の拡大が予想されま

すが、受注案件の増加と採用難に伴うＳＥ要員の逼迫や外注単価の上昇、顧客企業のコストダウン要

請とあいまって、収益面では厳しい状況が継続しております。 
 このような状況の下、当社は中期経営計画において、エンドユーザ指向、収益構造の改革、営業・

技術力の強化を経営方針として事業を推進しております。 

 当中間期においては、人材の確保が計画どおり進捗せず、開発パートナーに発注するシステム委託

外注単価が上昇いたしました結果、人員確保を前提とした売上計画が未達成となり、外注単価の上昇

が利益を圧迫いたしました。また、東京地区において営業活動に注力した複数のソリューション製品

の販売計画が未達成に終わりました。 
 その結果、当中間期の業績につきましては、売上高については 2,770,414 千円（前年同期比1.7%減）、

営業利益 64,595 千円（前年同期比 66.8%減）、中間純利益は 52,576 千円（前年同期比 71.1%減）とな

りました。 

 

・システムインテグレーションサービス 
自社開発した .ＮＥＴ関連フレームワーク｢セールスドットネット｣やＪ2ＥＥフレームワーク

｢Component+Force｣などの実用化を促進するとともにＷｅｂサービスインテグレータとしての基盤を

強化するための技術者教育を積極的に行い、既存顧客との継続取引の維持・拡大、新規顧客の開拓に

努めましたが、当中間期の売上高は 1,211,884 千円（前年同期比 6.4%減）となりました。 

 

・ ソリューションサービス 
製造業向けソリューション関連業務では、既存顧客からの受注が堅調であったことと、サプライチ

ェーンのフロントエンドである営業支援システムならびに保守サービスシステム等の自社ソリューシ

ョンの導入と開発案件が拡大いたしました。また、ＧＩＳ関連業務は、オープンソースソフトウエア

のコンサルティング業務に着手し、従来の販売業務との連携が徐々に現れてまいりました。官公庁・

自治体向けＧＩＳにおいては、防災事業における道路情報管理や避難誘導、災害情報関連ＧＩＳの構

築が売上に貢献いたしました。これらの結果、当中間期の売上高は 1,078,952 千円（前年同期比 3.3%

増）となりました。 

 

・エンジニアリングサービス 
 官公庁・自治体向け防災、環境対策関連の河川等調査・解析業務及び水質改善、道路環境保全等調

査・検討業務は堅調に推移したものの、流通業向け大店立地法届出支援業務は一部で出店計画の見直

し等の遅れが生じた結果、当中間期の売上高は 479,577 千円（前年同期比 0.3%増）となりました。 
 

(2) 財政状態 

（貸借対照表） 
 当中間会計期間末の総資産は、2,489,411 千円、前会計年度末に比べ 155,869 千円の増加となりま

した。これは主に、新規プロジェクトにかかる前受金の増加によるものです。 

 当中間会計期間末の負債は、1,362,894 千円、前会計年度末に比べ 102,512 千円の増加となりまし

た。これは主に、新規プロジェクトにかかる前受金の増加及び未払従業員賞与の計上によるものです。 

 当中間会計期間末の純資産は、52,576千円の当期純利益を計上したことにより、1,126,517千円と

なりました。 
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（キャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という)は、前会計年度末に比べ

478,396 千円増加し、861,423 千円となりました。 

 これらの要因は、投資活動において情報化投資等、財務活動においては短期借入金の返済を行いま

したが、営業活動において、それらを上回る売上債権の減少及び新規プロジェクトにかかる前受金の

収入があったためであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、599,584 千円となり、前年同期に比べ 479,485 千円収入が増加い

たしました。これは主に、売上債権の減少及び新規プロジェクトにかかる前受金の収入があったため

であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、50,015 千円となりました。これは主に、情報化投資及び事業所

移転に伴う差入保証金の支出を行ったためであります。 

 

（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、71,171 千円となりました。これは主に、短期借入金の返済を行

ったためであります。 
 

（キャッシュ・フロー指標の推移） 

 平成16年10月期 平成16年12月期
平成17年6月 
中間期 

平成17年12月期
平成18年6月 
中間期 

 
自己資本比率 
 

   26.8％   △19.9％    39.5％    46.0％    45.3％ 

時価ベースの
自己資本比率 

   79.0％    131.3％    235.7％    233.8％    151.6％ 

 
債務償還年数 
 

   14.0年 －     5.3年 －     0.7年 

インタレスト・ 
カバレッジ・ 
レシオ 

    2.6倍 －    18.4倍 －    198.4倍 

（注）１．当社の財務諸表は、平成 16年 12 月期までは連結、平成 17 年 6月中間期より単体にて作

成しております。 

   '２．各指標の算出は以下の算式を使用しております。 

     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 

     債務償却年数：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 

   '３．平成 16年 12 月期及び平成 17 年 12 月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・

レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナスでありましたので、記載してお

りません。 

   '４．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

を対象としています。 
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2.通期の見通し 

 下期におきましては、一部のソリューション製品の販売中止や、人員計画の見直しなどを実施し、

コストの削減を図るとともに、オフショア開発事業の立ち上げなどによる生産能力の増強を計画して

おりますが、上期の未達額の影響が大きいことと、オフショア開発事業において先行投資負担が発生

することから、通期の業績見通しにつきましては、平成 18 年 8 月 22 日に修正した業績予想どおり、

売上高 5,500 百万円、経常利益 120 百万円を見込んでおります。 

 

3.事業等のリスク 

 当社の経営成績、株価、及び財務状況等、事業展開上のリスク要因となる可能性のある事項は、外

部要因を含めて以下のようなものであります。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、

その発生防止と発生した場合の対応に努力いたします。 
 
 (１)当社の事業内容について 

 当社が事業を展開しているコンピュータ関連市場においては、技術革新の進歩が早く、業界標準及

び利用者のニーズは急速に変化し、新製品、新技術が相次いで登場しております。当社は、特定の事

業分野に依存しないよう、システムインテグレーションサービスに加えて、ＣＡＤ関連分野、ＧＩＳ

関連分野等のソリューションサービスと環境分野を主に対象とするエンジニアリングサービスといっ

た幅広い分野において事業を行っております。このように、当社株式に関する投資判断は当社の事業

内容が多岐にわたるため、慎重に検討の上、行われる必要があると考えられます。 

 また、当社は技術革新に対応するために、適時、市場の動向をキャッチしうるよう情報の管理体制

を強化するとともに、外部との技術提携を積極的に検討していく予定であります。しかしながら、新

技術への対応が遅れた場合には、当社の提供する製品、サービスが陳腐化し、業界内での競争力の低

下を招くおそれがあり、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 (２)不採算プロジェクトの発生について 
 当社の主力事業であるシステムインテグレーションサービス及びソリューションサービスにおいて、

開発システムの大規模化に伴い、過去にプロセス管理、品質管理上の問題により不採算プロジェクト

が発生しております。このため、引合い・見積り・受注段階からのプロジェクト管理の徹底、プロジ

ェクトマネジメント力の強化など、不採算プロジェクトの発生防止に全社を挙げて取組んでおります。 

 しかしながら、納期遅れ、システム納入後において障害が発生した場合、顧客に対し責任を負う可

能性があり、こうした問題発生の可能性を完全に消滅させることは難しいことから、不採算プロジェ

クトの発生が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
 (３)人材の確保と育成について 
 当社の主な事業内容は、システムインテグレーションサービス及びソリューションサービスであり

ます。そのため、これらの業務に関する専門の知識・技術を持つ人員、特にシステム構築を行う際の

中堅技術者の確保、育成が必要であると考えております。 

 当社は、これらの人材の確保に努めておりますが、これらの知識、技術等を持つ人材に対する需要

は高く、人材確保のために、当社が想定している以上のコストがかかる可能性があり、このような場

合には、当社の事業展開と業績に影響を与えます。 

 また、これらの人材の外部からの確保と併せて社内でも育成すべく社内研修の実施等を行っており
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ますが、当社の想定通り人材育成ができる保証はなく、その場合には、人材を確保できなかった場合

と同様に、当社の事業展開に影響を与えます。 

 
 (４)特許権等について 

 当社は、システムを構築する上で導入しているソフトウェア等について、第三者の知的財産権の侵

害がないよう調査を行っております。しかし、情報技術に関する知的財産権の問題は比較的歴史が浅

いため、当社が認識しているリスクが全てである保証はなく、将来において、現在当社が想定してい

ない侵害その他の事態が発生する可能性があります。 

 今後、当社の事業に関連した特許その他の知的財産権が第三者に成立した場合、または、当社の認

識していない当社の事業に関連した特許その他の知的財産権が存在した場合においては、第三者によ

る特許その他の知的財産権を侵害したとの主張に基づく訴訟が提起される可能性があります。これが

提起された場合には、その準備・防衛のために多大な時間や費用等の経営資源を訴訟に費やさなけれ

ばならず、敗訴した場合には、多額の損害賠償債務を負い、第三者からの実施許諾等による使用料支

払義務等が発生し、または特定商品・サービスの取扱が継続できなくなる等の可能性があります。 

 また、訴訟の提起には至らなくとも、特許その他の知的財産権に係わる紛争が生じた場合において

も、同様に当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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(リース取引関係) 

有価証券報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

――――――――― 平成18年8月25日開催の取締役会

において、当社は、平成18年11月22

日開催予定の臨時株主総会において

下記の会社分割決議を付議し、株主

総会の承認を得ることを条件とし

て、平成19年1月1日（予定）を期し

て、下記のとおり当社のシステムイ

ンテグレーション事業部門を会社分

割し、新設会社に承継することを決

議しました。 

 

（１）会社分割の目的 

 主力であるシステムインテグレ

ーションサービス部門が、最近、

景況の好転による大企業の新規採

用の増加と若者の情報サービス産

業離れにより、当該事業を推進す

るうえで不可欠な技術者の確保が

困難になっております。 

 当社では、このような状況が当

分の間継続するものと考えてお

り、その対応策としてアジア圏に

おける技術者の確保及び活用を検

討してまいりました結果、当該部

門を「国内顧客のニーズとアジア

開発力を繋ぐ」ブリッジ・システ

ム・エンジニアリングを中核技術

とする事業部門と位置付け、分社

化することに致しました。 

（２）会社分割の形態 

 新設分割の方法によって新設会

社を設立いたします。 

（３）新設会社の事業内容 

1.情報システムの開発・運用・販 

  売並びにコンサルテーション 

2.各種情報機器（ハードウェア） 

  とソフトウェアの一体化した複 

  合システム設計及び構築業務 

3.コンピュータに関するハードウ 

  ェア、ソフトウェアの開発・運 

  用・販売 

4.コンピュータ技術教育に関する 

  業務 

5.コンピュータによる事務計算並 

  びに技術計算の受託 

6.上記に附帯する一切の事業 

――――――――― 
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前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年11月１日 
至 平成17年12月31日) 

 （４）分割予定事業の直前期の売上高 

 2,637,895千円

（５）新設会社の名称 

株式会社トランスコスモス・テ

クノロジーズ 

（６）承継する資産・負債の項目及び

金額 

（平成17年12月31日現在） 

流動資産 917,778千円

有形固定資産 30,169千円

無形固定資産 20,877千円

投資その他の資産 44,361千円

資産合計 1,013,187千円

 

流動負債 322,214千円

負債合計 322,214千円
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５.生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間会計期間の生産実績は、以下のとおりであります。 

 

区分 金額(千円) 前年同期比（％） 

システムインテグレーション 1,038,631 97.7 

ソリューションサービス 574,886 88.2 

エンジニアリングサービス 303,353 112.6 

合計 1,916,871 － 

(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) 受注状況 

当中間会計期間の受注状況は、以下のとおりであります。 

 

受注高(千円) 受注残高(千円) 
区分 

 前年同期比（％）  前年同期比（％）

システムインテグレーション 1,302,484 83.0 518,000 94.0 

ソリューションサービス 1,307,700 164.5 781,988 115.3 

エンジニアリングサービス 423,940 128.3 329,656 86.4 

合計 3,034,125 － 1,629,645 － 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(3) 販売実績 

当中間会計期間の販売実績は、以下のとおりであります。 

 

区分 金額(千円) 前年同期比（％） 

システムインテグレーション 1,211,884 93.6 

ソリューションサービス 1,078,952 103.3 

エンジニアリングサービス 479,577 100.3 

合計 2,770,414 － 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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