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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成 18 年８月 29 日に提出いたしました第 21 期（自 平成 17 年６月 1 日 至 平成 18 年５月 31 日）
有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報
告書を提出するものであります。

２【訂正事項】
第一部 企業情報
第２ 事業の状況
５ 経営上の重要な契約等
(２) 販売の提携
Ａ．オラクル・パートナー契約
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。
第一部 企業情報
第２ 事業の状況
５ 経営上の重要な契約等
(２) 販売の提携
Ａ．オラクル・パートナー契約

（訂正前）
当社は、システムインテグレータ等とオラクル・パートナー契約（販売代理店契約）を締結
し、ソフトウェアプロダクトをエンドユーザーに頒布および再使用を許諾する権利を付与し
ており、主なものは以下のとおりです。
相手先

契約年月日

契約期間
平成 16 年４月１日から２年間、以後１年

㈱アシスト

平成 16 年４月１日
毎に更新（更新中）
平成 16 年９月１日から１年毎に更新（更

伊藤忠テクノサイエンス㈱

平成 16 年９月１日
新中）
平成 15 年９月 16 日から１年毎に更新

新日鉄ソリューションズ㈱

平成 15 年９月 16 日
（更新中）
平成 15 年 12 月１日から１年毎に更新

東芝ソリューション㈱

平成 15 年 12 月１日
（更新中）
平成 16 年４月１日から１年毎に更新（更

日本電気㈱

平成 16 年４月１日
新中）
平成 15 年６月１日から平成 18 年８月 31

日本ヒューレット・パッカード㈱

平成 15 年６月１日
日まで
平成 15 年９月１日から１年毎に更新（更

日本ユニシス㈱

平成 15 年９月１日
新中）
平成 14 年 11 月１日から平成 18 年８月

日立電子サービス㈱ （注）

平成 14 年 11 月１日
31 日まで

（注）当事業年度において、相手先の合併に伴い、契約相手先が㈱日立オープンプラットフォー
ムソリューションズより変更されております。

（訂正後）
当社は、システムインテグレータ等とオラクル・パートナー契約（販売代理店契約）を締結
し、ソフトウェアプロダクトをエンドユーザーに頒布および再使用を許諾する権利を付与し
ており、主なものは以下のとおりです。
相手先

契約年月日

契約期間
平成 16 年４月１日から２年間、以後１年

㈱アシスト

平成 16 年４月１日
毎に更新（更新中）
平成 16 年９月１日から１年毎に更新
（更

伊藤忠テクノサイエンス㈱

平成 16 年９月１日
新中）
平成 15 年９月 16 日から１年毎に更新

新日鉄ソリューションズ㈱

平成 15 年９月 16 日
（更新中）
平成 15 年 12 月１日から１年毎に更新

東芝ソリューション㈱

平成 15 年 12 月１日
（更新中）
平成 16 年４月１日から１年毎に更新
（更

日本電気㈱

平成 16 年４月１日
新中）
平成 15 年６月１日から平成 18 年８月 31

日本ヒューレット・パッカード㈱

平成 15 年６月１日
日まで
平成 15 年９月１日から１年毎に更新
（更

日本ユニシス㈱

平成 15 年９月１日
新中）
平成 14 年 11 月１日から平成 18 年８月

日立電子サービス㈱ （注）１

平成 14 年 11 月１日
31 日まで

日本オラクルインフォメーション
平成 18 年５月 31 日

平成 18 年６月１日から１年毎に更新

システムズ㈱ （注）２
（注）１．当事業年度において、相手先の合併に伴い、契約相手先が㈱日立オープンプラットフォームソ
リューションズより変更されております。
２．当社と日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社とは、相互にオラクル・パートナ
ー契約（販売代理店契約）を締結しております。

