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平成 １７ 年 １２ 月期      決算短信（非連結）        平成 18 年２月８日 
 
上 場 会 社 名 ｲﾝﾃｯｸ･ｳｪﾌﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｹﾞﾉﾑ･ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ株式会社    上場取引所 東京証券取引所マザーズ 
コ ー ド 番 号 ４８２１                  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.webgen.co.jp ） 
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 後呂 光義 
問合せ先責任者 役職名 総 務 部 長 氏名 栗原 善太  ＴＥＬ（03）5665-5011 
決算取締役会開催日  平成 18 年２月８日               中間配当制度の有無  有 
配当支払開始予定日  平成 －年－月－日            定時株主総会開催日  平成 18 年３月 28 日 
単元株制度採用の有無 無 
親会社等の名称 株式会社インテック（コード番号：９７３８）  親会社等における当社の議決権所有比率 63.2％ 

 
１．17 年 12 月期の業績（平成 17 年１月１日～平成 17 年 12 月 31 日） 

(1) 経営成績                                          （百万円未満切捨） 

 売   上   高 営  業  利  益 経  常  利  益 

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

       百万円  ％ 
2,292   △ 8.9 
2,516   △ 3.9 

       百万円  ％ 
          107      － 
          △53      － 

        百万円  ％ 
            131    － 
           △28    － 

 

 当期純利益 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 

株 主 資 本       
当期純利益率 

総 資 本      
経常利益率 

売 上 高      
経常利益率 

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

  百万円  ％ 
57     － 

△96     － 

     円 銭 
2,999 82 

△5,039 09 

         円 銭 
     ― 
     ― 

       ％ 
     2.1 
    △3.5 

      ％ 
    3.9 
   △0.8 

      ％ 
    5.7 
   △1.1 

 
(2) 配当状況                                        （百万円未満切捨） 

1 株当たり年間配当金 
 

 中間 期末 
配当金総額 
（年間） 

配当性向 株主資本 
配当率 

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

円  銭 
    0  0 
    0  0 

円  銭 
    0  0 
      0  0 

円  銭 
    0  0 
     0  0 

百万円 
   － 

－ 

          ％ 
     － 

－ 

          ％ 
      － 
        － 

 

(3) 財政状態                                        （百万円未満切捨） 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1 株 当 た り 株 主 資 本 

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

百万円 
   3,327 

 3,428 

百万円 
2,717 
2,671 

％ 
81.7 
77.9 

円  銭 
      141,550   32 
      139,139   52 
 

 

 

(4) キャッシュ・フローの状況                                （百万円未満切捨） 

 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 

 
17 年 12 月期 
16 年 12 月期 

百万円 
193 
221 

百万円 
54 
247 

百万円 
－ 
－ 

百万円 
1,567 
1,319 

 

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） 

1 株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 
中 間 期 
通 期 

百万円 
 1,150 
 2,500 

百万円 
      30 
     80 

百万円 
     20 
      50 

円  銭 
    0   0 

－ － 

円  銭 
   － － 
     0  0 

円  銭 
－ － 

     0  0 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） 2,604 円 17 銭 

※ 上記の予想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、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場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料 7 ページをご参照くださ

い。 

(注) ①持分法投資損益 17 年 12 月期 －百万円 16 年 12 月期 －百万円 

 ②期中平均株式数 17 年 12 月期 19,200 株    16 年 12 月期 19,200 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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率    

(注) ①期末発行済株式数 17 年 12 月期 19,200 株 16 年 12 月期 19,200株 

 ②期末自己株式数 17 年 12 月期 －株 16 年 12 月期 －株 
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１．企業集団の状況 
当社の親会社は、情報・通信事業を展開している株式会社インテック（東証第一部上場）であり、当社の議決権の

63.2％を保有しております。 

また、当社は株式会社インテックの連結対象子会社でもあります。 

当社は、株式会社インテックから研究開発等を受託し、同社へシステム開発等を委託しております。 

 
 親会社 株式会社インテック  

  
  

当社 
バイオインフォマティクス事業 ウェブ事業 

アドバンストリサーチ事業 
 
 
２．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

当社は、IT とバイオという 21 世紀の豊かな未来を拓く 2つの技術をコアとし、事業を通してその成果を社会に

還元することを企業目標とし、 

①社会に役立つ独自の商品、サービス、事業を開発し提供すること 

     ②お客さまの視点と高い技術力を備えた人材を育成すること 

     ③社会とお客さまの信頼をつねに高めていくこと 

を経営活動の基本として、安全、安心で豊かな社会づくりに貢献する「ほかと違う、面白い、役に立つ」会社を

目指します。 

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、経営基盤を強化するために必要な内部留保を行うとともに、健全な経営体制のもとで安定的配当を行

うことを基本方針としており、株主に対する利益還元を経営の重要な課題のひとつであると認識しております｡今

後、早急に復配できるよう財務体質の強化と収益の確保に努めてまいります。 

 

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

投資単位を引下げることは、株式の流動性を向上させ、個人投資者層の拡大にもつながり、ひいては安定的で

活力ある株式市場の確立に寄与できる有用な施策であると認識しております。当社は、株価の動向を慎重に検討

のうえ、投資単位の引下げに前向きに対処していく所存です。 

 

(4)目標とする経営指標 

揺るぎない収益基盤を構築し、企業価値を高めるために、従来は一定率以上の利益率を確保することを重点に

経営に取り組んでおりましたが、過去 2 期間にわたり経常赤字になったため、当期は、目標利益率を掲げるまえ

に、上期、下期ともに経常利益ベースで黒字化することを第一の目標に営業活動を展開してまいりました。幸い

にして、当期は、当初予想を上回る利益を計上し、その目標を達成することができました。翌期は、新商品・新

サービスの開発投資を推進して、新たな事業モデルを創出し、安定した利益を確保することによって、繰越損失

（12 百万円）を一掃することを目標にいたします。 

 

(5)中長期的な経営戦略 

翌期から始まる第 3次経営計画（平成 18 年 1 月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日）では、「ほかと違う、面白い、役

に立つ」会社になることをキャッチフレーズに掲げました。これは単に W&G という会社だけではなく、人材の育

成であり、技術の蓄積であり、当社が発展していくために必要なあらゆる要素を含むものであります。その成果

をもって、研究開発事業、バイオ事業、先端 IT 事業を融合（Fusion）し、事業のさらなる発展を目指します。 

当社は、日常的に行う CSR 活動を通じ、社会、経済、環境のトリプルボトムラインに貢献することを目指し、

優先順位を見極め、企業価値を高める領域に重点的に資源を投下し、継続的な成長を遂げてまいります。 

 

研究開発の受託 システム開発の委託 
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(6)会社の対処すべき課題 

①新しい事業モデルの創出 

変化の激しい市場環境の中では、ダイナミックかつスピーディに対応していく柔軟さが求められます。その

ためには、知識創造に基づく差別化と競争優位となる戦略が必要です。当社は、常にマーケットを意識した研

究テーマを吟味し、知的ライセンスの確保、技術融合による新たな価値創造を行い、収益モデルとして育てて

まいります。 

 

②収益力の向上 

企業の使命は、株主、社員等のステークホルダーに対する貢献が最も重要であり、そのためには、永続的に

繁栄し続けることが必要であります。当社独自の事業モデルを創出し、マーケティング力の強化及び技術力の

強化を図ることで市場に受け入れられる強い体質を持った企業力を育てていくことを目指してまいります。 

 

③マーケティング力の強化 

当社は、新規顧客の獲得と重点顧客の深耕を重点課題として営業を強化しております。市場を洞察し、お客

さまのニーズと自社商品・サービスを結びつけるための目標とアクションプランを策定し、販売チャネル戦略、

プロモーション戦略を立案し、実行してまいります。 

 

④技術力の強化 

新技術、商品開発及び研究開発のためのリサーチ機能を強化し、技術力の向上を図りながら、テーマを絞っ

た新しい商品開発につなげる技術環境の整備を図ってまいります。また、生産性向上のために ISO9001 品質マ

ネジメントシステムに準拠した業務改善を行い、お客さま満足向上を日常活動として定着させてまいります。 

 

(7)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

常に変化し続ける社会情勢やビジネス環境をいち早く察知し、迅速かつ積極的に対応するとともに、企業活

動を通じて社会貢献し、企業の社会的責任を遂行していくことが企業の使命であります。この使命を果たすた

めの最重要課題が、コーポレート・ガバナンス（企業統治）の充実であり、なかでも、経営陣が行う意思決定

について、適法性の監視、取締役による不正抑止、事業リスクの回避または軽減を図りつつ、会社意思決定の

迅速化、経営責任の明確化を実現する内部統制組織の確立に努めます。 

 

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

(ⅰ)会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状

況 

(a)会社の機関の内容 

当社の取締役会は、取締役 6 名（社外取締役 1 名、任期は全員 1 年）によって運営されております。

また、常勤取締役と事業部門長を構成員とする経営会議を月 2回開催しております。 

当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役 3名（社外監査役 2名、うち 1名は常勤）に

より運営されております。取締役会に全員が出席し、主として取締役の業務執行に関する監査を行って

おります。 
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(b)内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

平成 17 年 7 月、上場会社として「企業の社会的責任」に全社をあげて取り組み、実効をあげるため、

CSR 委員会を常置機関として新設しました。同委員会の下部組織として 3 つの小委員会（情報開示小委

員会、セキュリティ小委員会、お客さま満足小委員会）を設け、情報開示と IR 活動の推進、個人情報

保護と情報セキュリティの推進、品質確保と CS 活動の推進にあたっております。 

企業情報開示につきましては、透明性、公平性を保つため、総務部で経営情報、決算関連情報、人事

情報等を一元管理し、年 2回の決算説明会、ウェブ上での適時開示、迅速なプレスリリース等タイムリー

なディスクロージャーに努めております。 

また、平成 16 年 3 月、財団法人日本情報処理開発協会が認定する「プライバシーマーク」の付与を

受け、個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。 

 

(c)内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

監査役による監査につきましては、監査計画に基づき、取締役会、経営会議への出席、取締役等から

の聴取等により、厳正な監査が行われております。また、会計監査は、会計監査人である「新日本監査

法人」と監査契約を締結しております。当期において、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に

係る補助者は以下のとおりであります。 

業務を執行した公認会計士  山本 和夫 

大村 啓三 

玉井 哲史 

監査業務に係る補助者    公認会計士、会計士補 10 名 

 

(ⅱ)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 

社外取締役 1 名はインテックグループ会社の専務取締役であり、社外監査役 2 名はインテックの元執行

役員と従業員であります。 

なお、当社と社外取締役 1名ならびに社外監査役 2名との間に取引関係はございません。 

 

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

取締役会は当期中に 13 回開催し、緻密な経営監視のもとに意思決定の迅速化を図っております。さらに、

常勤取締役と事業部門長を構成員とする経営会議を毎月 2 回開催し、日常業務の審議・協議を行うととも

に、取締役会にかける重要事案については事前協議を重ね、取締役会での迅速な意思決定をサポートして

おります。 

平成 17 年 7 月、常置機関として CSR 委員会（情報開示小委員会、セキュリティ小委員会、お客さま満足

株 主 総 会 

    

会計監査  取 締 役 会 

取締役（6名） 

 

業務監査 
監 査 役 会 

監査役（3名） 

 

    

 
 

 

  代表取締役社長 
 

経営会議  

        

   

 

CSR 委員会   
 

担当取締役 

担当部所  
 会計監査 

会計監査人 

監査法人  
 

情
報
開
示
小
委
員
会 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
小
委
員
会 

お
客
さ
ま
満
足
小
委
員
会 
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小委員会）を新設し、内部統制システム、リスク管理体制の補完・強化を図りました。 

また、個人情報保護法の施行に伴い、関連諸規程と運用体制の整備を行うとともに役員及び従業員の個

人情報保護に関する意識を向上させるため、インターネットを利用した e-ラーニング研修を実施いたしま

した。 

 

(8)親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

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 

株式会社インテック 親会社 63.2 株式会社東京証券取引所 市場第一部 

 
②親会社等の企業グループにおける当社の位置付けと親会社等との関係 

「４．事業の概況等に関する特別記載事項(1)当社の事業内容について、(2)インテックとの関係について」

（P.9～P.11）において詳細に記述しておりますので、ご参照ください。 

 

③親会社等との取引に関する事項 

「４．事業の概況等に関する特別記載事項(2)インテックとの関係について」（P.9～P.11）をご参照ください。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1)経営成績 

①当期の概況（自平成 17 年１月１日 至平成 17 年 12 月 31 日） 

当期のわが国経済は、原油相場の高騰、輸出の低迷等懸念材料はあったものの、企業業績が順調に回復する

なかで設備投資や個人消費も堅調に推移し、緩やかな景気回復の軌道に乗ってまいりました。 

このような経営環境のなかで、当社はより一層の収益改善を図り、上期、下期ともに経常利益ベースで黒字

化することを第一の目標に掲げ、利益重視を指向した営業活動を展開いたしました。 

また、上場会社として「企業の社会的責任」に全社を上げて取り組むため、平成 17 年 7 月に常置機関として

CSR 委員会（情報開示小委員会・セキュリティ小委員会・お客さま満足小委員会）を新設し、内部統制システム

の補完・強化を図りました。 

その結果、売上高は利幅の薄いシステム販売を抑制したこと等から、前期比 8.9%減の 2,292 百万円となりま

したが、損益は当初の目標を大幅に上回り、3期ぶりに黒字転換を達成することができました。部門別売上高に

つきましては、バイオインフォマティクス事業が国プロジェクトの縮小によるプロジェクト規模の小型化によ

り前期比 18.6%減の 647 百万円、ウェブ事業が情報セキュリティ分野やテレフォニー分野の案件受注が増加した

ことにより同 17.9%増の 651 百万円、アドバンストリサーチ事業が同 15.0%減の 994 百万円となりました。 

損益につきましては、営業利益 107 百万円（前期は 53 百万円の営業損失）、経常利益 131百万円（前期は 28

百万円の経常損失）、当期純利益 57 百万円（前期は 96 百万円の当期純損失）となりました。ウェブ事業におけ

る高付加価値案件の増加による利益率の改善、販管費の削減、加えて企業年金基金の好調な資産運用成績によ

る退職給付引当金戻入益の発生等によって、営業損益では 161 百万円、経常損益では 160 百万円、当期損益で

は 154 百万円の収益改善を図ることができました。 

バイオインフォマティクス事業では、製薬会社、バイオ関連企業、大学・研究機関等からの受託開発及び病

理・細胞診検査業務支援システム「EXpathⅡ」の販売に注力いたしました。一方、当社が進めているゲノム研

究と情報処理技術の融合は、今後の医療や健康管理のあり方を大きく変える可能性を秘めており、ゲノム創薬

やオーダメイド医療・ヘルスケアに向けて、機能性 RNA の解析やバイオマーカーの探索等を進めております。

平成 17 年 8 月には、バイオ研究者向けのサービスとして多種多様な研究用試薬の一括検索ができる「バイオ百

科」を開始いたしました。 

ウェブ事業では、セキュリティ、IP テレフォニー分野のソリューション型システム開発案件の受注が伸張い

たしました。セキュリティ関連につきましては、平成 17 年 4 月から施行された個人情報保護法への対応の活発

化により、ファイルの暗号化、データベース利用の監査ツール等の導入が増加し、当社商品 Aegis シリーズを

含むセキュリティ商品販売やセキュリティ関連ソリューションが好調に推移いたしました。テレフォニー関連

につきましては、小規模コールセンター商品「CTI-One」の販売と開発、IP 電話関連の商品販売が増加いたしま

した。また、IPv6、MPLS 関連の開発も順調に推移したほか、ユビキタス関連では RFID ソリューションの実証実

験を開始いたしました。 

アドバンストリサーチ事業では、前期から本格化したグリッドコンピューティングに関する研究開発が順調

に進みました。バイオ分野や科学技術計算分野における大量の計算処理のニーズに応えるだけでなく、ビジネ

ス分野におけるユーティリティコンピューティングの実現を目指した研究開発を実施しております。独立行政

法人産業技術総合研究所との共同研究を推進するとともに、平成 17 年 10 月には経済産業省の「ビジネスグリッ

ドコンピューティング・プロジェクト」（平成 15 年 4 月から 3年間）の最終段階として GridASP（注）の実証実

験を開始いたしました。次世代インターネット技術につきましては、総務省発表の「u-Japan 政策」に基づく「ユ

ビキタス社会」の実現に向けた取り組みを踏まえ、特にユビキタスコンピューティングにおけるヒューマンイ

ンターフェース分野に注目し、従来から行っているコンピュータ画像処理をはじめとする基盤技術と合わせて

各種の応用展開を行うための研究開発を進めております。 

（注）GridASP は、独立行政法人産業技術総合研究所の日本における登録商標です。 
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＜部門別の状況＞ 
     当期の部門別売上高は以下のとおりであります。 

事業部門 主なサービス内容 売上高 構成比 伸び率 

バイオインフォマティクス 

遺伝子情報処理に関する遺伝子研究支援、創

薬支援、臨床解析等における研究、受託、サー

ビス等の提供 

百万円 

647 

 

％ 

28.2 

 

％ 

△18.6  

 

ウェブ 

テレフォニー、セキュリティ、ネットワーク

関連のコンサルテーション､システム構築、プ

ラットフォーム開発､商品提供 

 

651 

 

 

28.4  

 

 

17.9  

  

アドバンストリサーチ         

次世代インターネット､知識情報処理､バー

チャルリアリティー､分散コラボレーション、

ユビキタス関連の受託研究開発 

 

994 

 

 

43.4  

 

 

△15.0  

 

 

計 

 

  

2,292 

 

100.0  

 

△8.9  

 

②次期の見通し 

今後のわが国経済は、原油価格の高止まりや米国、中国の景気動向等の外部リスク要因はあるものの、企業

業績が順調に改善してきており、緩やかな景気回復が続くものと思われます。このようななかで、当社は 3 期

ぶりに黒字転換した勢い、利益重視の営業姿勢を継続しつつ、しばらく抑制してきた新たな商品・サービスの

開発、開拓にも力を入れてまいります。また、日常的な CSR 活動を通じて、内部統制、リスク管理体制の充実、

企業倫理の醸成にも注力し、企業価値のさらなる向上に取り組んでまいります。 

次期の事業別の重点施策は次のとおりであります。 
（バイオインフォマティクス事業） 

①国プロジェクト 

経済産業省、文部科学省を中心に国プロジェクトへの参画の強化 

②受託開発 

今後の市場拡大が予想される遺伝子診断の実用化、臨床試験でのファーマコゲノミクスの適用、感

染症の多発によるウィルス検査等の分野への進出 

③EXpathⅡ「病理・細胞診検査業務支援システム」 

医療関係における電子カルテ導入に伴い、商品の差別化、シリーズ化の強化 

（ウェブ事業） 

①セキュリティ関係 

日本版 SOX 法対応を含めた IT ガバナンス実現のためのセキュリティ基盤ソリューションの強化 

②IP テレフォニー関係 

ISP 技術、CTI ソリューションの確立に向けたアライアンスの強化 

③次世代ネットワーク関係 

IPv6、MPLS を中心としたネットワークソリューションの強化 

（アドバンストリサーチ事業） 

①仮想化・グリッド技術 

仮想化・グリッド技術をベースにした計算機環境・運用に関する研究開発 

②ヒューマンインターフェース 

ユニバーサルデザインを指向したさまざまなネットワークに接続可能な機器向けのヒューマンイ

ンターフェースに関する研究開発 

③センサーネットワーク 

多数のハードウェアに対してネットワークサービスを提供するための仕組み及びサービス内容に

関する研究開発 

 

次期業績の見通しにつきましては、新商品・新サービスの開発投資負担の影響によって、利益はやや減少す

る見込みですが、今後は、先行投資負担を吸収し、なおかつ安定的な利益を確保できる収益基盤の確立を目指

してまいります。 
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 （次期の中間期及び通期業績予想） 
（中間期） 
  売上高      1,150 百万円（前期比  2.9％増） 

  経常利益      30 百万円（前期比  2.1％減） 

  中間純利益     20 百万円（前期比  37.9％増） 

（通期） 

  売上高      2,500 百万円（前期比  9.0％増） 

  経常利益      80 百万円（前期比  39.1％減） 

  当期純利益     50 百万円（前期比  13.2％減） 

なお、本日、当社は親会社である株式会社インテックと平成 18 年 10 月 2 日を期して、株式移転により共同

持株会社、株式会社インテックホールディングスを設立することについて、基本的な合意に達しました。グルー

プ全体でのガバナンス力を強化し、総合 IT 企業グループとしての企業価値の一層の向上を図り、多様化・高度

化するお客さまニーズへ対応する企業集団として成長していくことを目的としています。詳細につきましては、

本日、同時発表しました「株式移転による純粋持株会社制への移行に関するお知らせ」をご参照ください。 

上記株式移転による純粋持株会社への移行による次期の中間期及び通期業績予想への影響はありません。 
 

(2)財政状態 

当期の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期に比べ 247 百万円増加し、当期末残高は 1,567 百

万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動による資金は、税引前当期純利益 148 百万円、たな卸資産の減少額131 百万円、減価償却費52 百万円、

投資有価証券評価損 37 百万円、仕入債務の増加額 31 百万円等の資金増加要因が、海外事業損失引当金の減少額

128 百万円、退職給付引当金の減少額 65 百万円、売上債権の増加額 34 百万円等の資金減少要因を上回り、193 百

万円の増加（前期は 221 百万円の増加）となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金は、投資有価証券の売却による収入 58 百万円等の資金増加要因が、有形・無形固定資産の

取得による支出 12 百万円等の資金減少要因を上回り、54 百万円の増加（前期は 247 百万円の増加）となりました。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は、収入、支出ともになく、資金の動きはありません（前期も資金の動きはなし）。 

 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
 

 

 

 

 （注）１．各指標は、以下の計算式により算出しております。 

自己資本比率         ： 株主資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率   ： 株式時価総額／総資産 

債務償還年数         ： 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 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

３．債務償還年数は、期末の有利子負債がゼロのため、「―」としております。 

４．インタレスト・カバレッジ・レシオは、利払いがゼロのため「―」としております。 

  

（注）なお、本資料で記述されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであ

り、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこれと

大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 

 平成 16 年 12 月期 平成 17 年 12 月期 

自己資本比率 77.9％ 81.7％ 

時価ベースの自己資本比率 143.9％ 174.3％ 

債務償還年数 ― 年 ― 年 

インタレスト･カバレッジ･レシオ ― 倍 ― 倍 
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４．事業の概況等に関する特別記載事項 
 

以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載してお

ります。なお、当社は、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、投資判断は、以下の特別記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に判断したうえで行われる必

要があると考えております。また、以下の記載は、投資に関するリスクをすべて網羅するものではありませんので、

この点ご留意ください。 

 

(1)当社の事業内容について 

①当社の沿革について 

当社は、親会社である株式会社インテック（平成 17 年 12 月 31 日現在、当社の議決権のうち 63.2％を所有。以

下「インテック」といいます。）及び同社を含むインテックグループ企業のグループ内研究開発会社として、平成

元年に設立されました。 

当社は、設立以来、インテックの 100％子会社として、ほぼ 100％インテックグループ企業から EC ビジネスの

システム構築や地域 IX の整備、ソフトウェア工学を用いた先端技術の研究開発等を受託してきました。しかし、

平成 12 年 1 月に至り、今後も引続き先端的な技術の研究開発に注力するとともに、これらの技術を駆使したシス

テム開発を同社グループ以外にも広く提供するよう事業方針を変更いたしました。 

なお、インテックグループは、現在、アウトソーシング、ソフトウェア、システム・インテグレーション及び

ネットワークを主要なサービスとする情報・通信事業を展開しております。当社は設立以来、インターネット等

の技術シーズ（種子）に基づき研究開発を続けてきており、現在、同社グループの情報通信・情報処理に関する

先端技術の研究開発を担う企業として位置づけられております。しかしながら、今後、資本関係の変化等が、こ

のような同社グループ内における当社の位置づけに影響を及ぼす可能性があります。 

 

②当社の現在の主な事業内容について 

当社は、お客さまにバイオインフォマティクスと先端的 IT 技術による情報システムを提供するシステム・ソ

リューション・プロバイダであり、また情報通信・情報処理に係る先端的な技術の研究・開発も行っております。

具体的には、遺伝子情報処理技術を駆使するバイオインフォマティクス事業、セキュリティやテレフォニー技術

を基に情報ネットワークシステムを構築するウェブ事業、ヒューマンインターフェース、知識情報処理等の先端

技術の研究開発を行うアドバンストリサーチ事業の 3事業を展開しております。 

 
③インテックグループ各社との事業競合について 

バイオインフォマティクス事業及びアドバンストリサーチ事業については、現在、インテックグループ各社と

当社の事業競合は生じておりません。 

ウェブ事業については、当社が行っている事業はネットワークシステムのコンサルテーションからネットワー

ク設計、プラットフォーム開発等のソリューション提供事業であります。 

一方、インテックが主たる事業として行うのは、大規模システムのシステム開発から運用・保守までを行うシ

ステム・インテグレーション事業であります。したがって、同社グループ各社と当社のウェブ事業は、基本的に

相互補完、連携関係にあり、事業競合は現在のところ生じておりません。 

しかしながら、インテックグループ各社がインテックから業務展開上の制約を受けている事実はないため、各

社が今後当社と同様の事業に進出し、当社と事業競合が生じる可能性は否定できません。また、資本関係の変化

等が、当社の同社グループ内での位置づけに影響を与える可能性があり、これらの場合、当社の事業戦略や経営

成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

(2)インテックとの関係について 

同社は、平成 17 年 12 月 31 日現在、当社の議決権のうち63.2％を所有する当社の株主であります。今後も、同

社は、当社の大株主として、依然として当社の意思決定に多大な影響力を維持するものと予想されます。また、当

社は、同社との間において、以下のような営業取引、契約関係等があります。特に現時点においては、未だに同社

との取引金額が多額であるため、同社の経営成績等の業績動向が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 親会社との取引 第17期(自平成17年1月1日 至平成17年12月31日)     

関 係 内 容 

属性 会社等 
の名称 

住所 

資本金 
又 は 
出資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
被所有割合 役員の 

兼任等 
事業上の
関係 

取引の内容 取引金額 
(千円) 

科 目 
中間期末
残高 

(千円) 

受託研究等 598,645 売掛金 165,147 

外注委託等 1,056,703 買掛金 408,853 

不動産の賃貸 19,380 －  － 

敷金及び 
保証金 

21,028 
不動産の賃借 47,083 

未払費用 425 

 

親会社 

 

株式会社 

インテッ

ク 

 

富山県 

富山市 

 

20,455,109 

 

総合情報 

システム

業 

 

63.2% 

 

兼任 

３名 

 

研究開発の

受託及び外

注委託、事

業所の賃貸

借 

資金の貸付 2,000,000 
関係会社 
短期貸付 
金 

－ 

  （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件は一般取引と同様に決定しております。 

３．不動産の賃貸借については、近隣相場を勘案し、協議のうえ決定しております。 

４．不動産の賃借料 47,083 千円は、売上総費用に 28,043 千円、販売費及び一般管理費に 13,736 千円、営業外

費用に 5,303 千円を計上しております。 
 

①インテックへの売上依存度について 

当社の売上高のうちインテックに対する売上高の割合は、第 15 期 23.6％、第 16 期 23.1％、第 17 期 26.1％で

あります。 

事業別売上高のうち同社向け売上高及び売上依存度は次のとおりであります。 

                                              （単位：千円） 

第 15 期 第 16 期 第 17 期 

自  平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日  

インテック
向け売上高 売上依存度 インテック

向け売上高 売上依存度 インテック
向け売上高 売上依存度 

ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ 49,300   7.3％ 27,173   3.4％ 23,391   3.6％ 

ｳ   ｪ   ﾌﾞ 245,050 47.4  296,680 53.7  392,222 60.2 

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾘｻｰﾁ  324,513 22.8 257,586 22.0 183,030 18.4 

合   計 618,863 23.6 581,439 23.1 598,645 26.1 

 

インテックとの取引価格の決定については、他の受注案件と同様に、当社が受託する研究開発の案件毎に研究

内容及び想定コストを検討し、同社と折衝を行って決定しています。現在、当社と同社との間で、取引価格の割

引等他の受注案件に見られない特殊な条件はありませんが、将来的に通常の販売取引関係に比較して取引条件等

が歪められる可能性ないしは、通常の取引とは異なる取引が発生する可能性があります。 

なお、当社とインテックとの関係は現在良好であり、同社との取引関係は今後も継続するものと考えられます。

しかしながら、当社あるいは同社の経営陣の変更等諸般の事情によっては、同社との取引が、将来において見直

しあるいは解消される可能性は否定できません。同社は当社株式を所有しておりますが、同社が当社との現在の

取引関係を継続する旨の確約をしていることを保証するものではありません。同社との取引が見直しあるいは解

消された場合、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
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②インテックからの仕入・外注依存度について 

当社の仕入・外注取引のうちインテックに対するもの及びそれらの依存度は次のとおりであります。 

                                              （単位：千円） 

第 15 期 第 16 期 第 17 期 

自 平成15年１月１日 自 平成16年１月１日 自 平成17年１月１日 

至 平成15年12月31日 至 平成16年12月31日 至 平成17年12月31日 

  

インテック向け 依存度 インテック向け 依存度 インテック向け 依存度 

仕  入  高 843,762  60.7％ 999,991 79.9％ 855,503 80.9％ 

外  注  額 186,134  55.4 112,145 54.4 83,711 54.4 

同社との取引価格の決定については、他の受注案件と同様に、想定コストを検討し、同社と折衝を行って決定

しています。現在、当社と同社との間で、取引価格の割引等他の受注案件に見られない特殊な条件はありません

が、将来的に通常の取引関係に比較して取引条件等が歪められる可能性ないしは、通常の取引とは異なる取引が

発生する可能性があります。 

なお、当社とインテックとの関係は現在良好であり、同社との取引関係は今後も継続するものと考えられます。

しかしながら、当社あるいは同社の経営陣の変更等諸般の事情によっては、同社との取引が、将来において見直

しあるいは解消される可能性は否定できません。 

 

③特許権等知的財産権に関する契約について 

当社は、インテックとの間で研究開発業務委託基本契約を平成 12 年 4 月 1 日付で締結しており、同基本契約で

は、同社が当社に委託する研究開発の成果物等の創作物に関する知的財産権はお客さまからの仕様提示等の一部

の場合を除き、原則として当社に帰属すると定めています。 

なお、当社は、後記のとおり、研究開発の成果物に関する知的財産権を極力当社にて取得する方針であります

が、知的財産権の帰属に関する規定は、今後の取引条件によっては変更される可能性があります。 

 

④不動産取引について 

当社は、富山市下新町に所有する富山研究所ビルの敷地及びインテックが江東区新砂に所有するビルの一部（当

社の本社）を賃借しており、第 17 期におけるそれぞれの支払賃借料は 13,874 千円、33,208 千円であります。ま

た、当社は、同社に対し、当社が富山市下新町に所有する上記富山研究所ビルの一部を賃貸しており、第 17 期の

受取賃貸料は 19,380 千円であります。 

 

⑤人的関係について 

(イ)役員の兼務 

平成 17 年 12 月 31 日現在における当社役員 9人（うち監査役 3人）のうち、インテックの取締役を兼任す

る者は 3人であり、その氏名ならびに当社及び同社における役職は次のとおりであります。 

氏  名 当社における役職 株式会社インテックにおける役職 

平井 俊邦 取締役会長 取締役 執行役員副社長、社長室長 

後呂 光義 代表取締役社長 取締役 インテックグループ CEO 補佐 

金岡 克己 監査役 取締役 執行役員専務 金融ソリューション事業本部長 

 

(ロ)従業員 

平成 17 年 12 月 31 日現在における当社従業員 94 人のうち、インテックからの出向者は次のとおりであり

ます。 

                                           
従業員数 

うち株式会社インテック 
か ら の 出 向 者 数 

総  務  部     5 人                2 人 

営  業  部        9             0 

事  業  部       80            3 

合     計          94            5 

（注）従業員数は、役員、当社から他社への出向者、臨時雇用員は含んでおりません。 
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(3)事業リスクの拡大について 

①事業展開について 
当社は、バイオインフォマティクス事業において、文部科学省や経済産業省等の官庁主導のプロジェクトを通

じて、同事業のために有用な研究開発を行い、この分野における技術蓄積をさらに進め、製薬・化学・食品分野

の民間市場に向けて、各種システムの販売、データベースの提供、技術支援等を展開するとともに、今後本格的

に立ち上がってくることが見込まれるオーダーメイド医療やヘルスケア事業の実現に向けて各種事業展開を図っ

てまいります。しかしながら、「バイオ分野は半年毎に新たな技術が出てくる」と言われるほど技術革新が激しく、

百花繚乱の様相を呈しております。バイオベンチャー設立ラッシュの現時点においても民間市場はいまだ萌芽期

にあり、今後短期間のうちにこれらが確実に立ち上がるという保証はありません。 

ウェブ事業においても、これまで多様な情報ネットワークシステムを構築してきた実績を踏まえ、PKI、電子決

済等の技術を駆使し、より高度で安全な情報ネットワークシステムの提供を目指しております。 

しかしながら、アドバンストリサーチ事業を含む当社が営むいずれの事業も、市場の急速な拡大、競合企業の

増加、システムの多様化、技術革新等、事業環境はなお一層激化することが予想されるため、当社の事業戦略が

予定どおりに進まない可能性があり、当社が柔軟に対応できなかった場合には、当社の事業戦略や経営成績等に

重大な影響が生じる可能性があります。 

 

②競合について 

当社が事業を展開するバイオインフォマティクス市場、ウェブ市場は、いずれも、急激な市場規模の拡大が見

込まれており、多くの情報系企業やいわゆるベンチャー企業が参入し、あるいは参入を計画しており、今後とも

競争が激化することは必至であります。これらの競合企業の中には、当社よりも資本規模が大きい企業も含まれ

ております。当社としては、1990 年代前半からゲノム研究に関与してきたことにより蓄積したノウハウを活かす

とともに、インテックグループ内の研究開発会社として蓄積してきた多様な技術と経験の活用や各分野における

有力企業とのアライアンス等により、今後とも積極的に事業展開を図ってまいります。しかしながら、当社がこ

れらの競合企業との競争に後れを取った場合、当社の事業戦略や経営成績等に重大な影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

③技術革新について 

当社の 3事業は、いずれも、技術革新・進歩の度合いが著しく速い分野に属しております。そのため、当社は、

大学や国立研究所等の先端技術研究機関との共同研究やこれらへの人材派遣等により、技術革新に速やかに対応

できるような体制を整えております。しかしながら、急激な技術革新等により新技術への対応が遅れる事態が発

生した場合には、当社が保有するコンピュータ関連機器及びソフトウェアは、陳腐化する可能性があります。か

かる陳腐化によって、遊休固定資産等の不良資産もしくは会社業績の変動が発生し、当社の事業戦略、経営成績

等に影響を与える可能性があります。また、必要な技術の進歩を常に追求するには、多額の費用と時間を要し、

この点も当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(4)知的財産権について 

当社は、研究開発した成果物について、可能な限り積極的に特許権等の知的財産権を取得する方針であります。

そのため、委託者または共同研究者との契約において、知的財産権が当社に帰属する旨の契約条項を盛り込むよう

積極的に要請する方針ですが、取引先との力関係等により、かかる契約条項を盛り込むことができない可能性があ

ります。また、知的財産権を確保するために当社が行う手続は、必ずしも十分なものでないおそれがあります。こ

れらの場合、当社が研究開発した成果物に関する知的財産権について、法的保護を受けることができず、当社の事

業戦略に重大な影響を与える可能性があります。 

また、当社は、製品の研究開発の過程において第三者の知的財産権を侵害することがないよう、特許調査を行う

等細心の注意を払っております。現在、当社において、当社の事業や技術に関し、第三者が出願中である、もしく

は既に成立していると認識している特許等はなく、したがって、当社は、当社のシステム開発で用いる技術は第三

者の知的財産権を侵害するものではないと認識しております。しかしながら、当社が認識していない第三者の特許

等が存在する可能性があり、ライセンス料の支払いが発生する場合があります。現時点までに当社の事業に関し第

三者から知的財産権を侵害しているというクレームを受けたことはありませんが、今後もかかるクレームを受けな

いという保証はありません。当社が属する市場が成長し、サービス及び競合他社が増加するとともに、知的財産権

をめぐる紛争が発生する可能性があり、当社もそのような紛争に巻き込まれる可能性があります。この場合は当社
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の業績に悪影響を与える可能性があります。 

さらに、これらの知的財産権に関する法的紛争は、理由のあるなしを問わず、時間がかかり、多大な費用を要す

ることがあります。その結果、これらの紛争が当社の事業に不利な影響を与えることもあり得ます。 

  
(5)訴訟の可能性について 

当社のシステム開発の特徴は、システム設計に PKI 等の先進技術を採用することにあります。 

このように先進技術を取り込んだ情報システムにおいては、潜在瑕疵を完全に回避することが困難な場合があり、

かかる潜在瑕疵が原因で莫大な損害が生じる可能性を否定することはできません。当社は、平成 13 年 12 月に

ISO9001 の審査登録を行い、品質管理体制を整え、企画から開発にいたるまで品質チェックを行うことにより、製

品の潜在瑕疵による損害の発生を未然に防止するための対策を講じております。 

しかしながら、これらの対策を講じたとしても、予期し得ない潜在瑕疵が解消されないまま取引先に納入される

可能性があります。 

また、当社は、今後とも外部の弁護士や弁理士等の専門家との連携を密にし、取引先との契約において、損害賠

償の上限額を定める、責任期間を限定する等の具体的な契約条項を盛り込むことにより、取引先から損害賠償請求

を受けるリスクを合理的に回避する策を講じる方針であります。ただし、取引先との力関係等により、かかる契約

上のリスク回避策を講じることができない場合があります。 

さらに、取引先から損害賠償請求を受けるリスクを回避するために当社が行う手続は、十分なものでないおそれ

があります。 

なお、当社は現時点において、取引先から製品の瑕疵を理由とした損害賠償請求は受けておりません。 

 

(6)法的規制について 

ヒトゲノムの解読については、すでに米国企業が概ね解読作業を終えていますが、米国特許庁は、「機能や特定

の断言された有用性の示唆のない DNA 断片は特許が受けられる発明ではない（例えば特別の病気の診断薬としての

使用等特別の有用性が開示された DNA 断片は、他に拒絶理由が存在しない限り特許可能な発明である）」とされて

おり（「DNA 断片の特許性に関する三極特許庁比較研究について」平成 11 年７月特許庁調整課審査基準室）、遺伝子

情報を単に解読しただけでは特許取得が制限される取扱いとなっています。このような運用は日本においても同様

でありますが、当社のバイオインフォマティクス事業は、遺伝子情報を解析するための情報処理技術が中心であり、

遺伝子情報そのものではありません。したがいまして、日米の特許庁におけるこれらの運用は、当社のバイオイン

フォマティクス事業に関する知的財産権戦略に直ちに重要な影響を及ぼすものではないと認識しております。 

また、当社は現在、当社事業に一般的に適用のある規制以外に、行政当局の直接の規制は受けておりません。 

しかしながら、今後仮に、当社の業務に対する規制が行われた場合、当社は事業戦略の見直しや経営成績の悪化

等の悪影響を受ける可能性があります。とりわけ、バイオ市場及びインターネット市場について、市場の拡大に伴

い、日本及び諸外国において、今後法令及び規則が制定される可能性があります。現段階で、当社は、将来成立し

うる法令及び規則の性格、その解釈もしくは実施方法及び影響について判断することはできません。日本及び諸外

国におけるそのような法令及び規則の制定は、当社のサービスへの需要を減少させる可能性があります。その結果、

当社の事業が著しい悪影響を受けることもあり得ます。 

 

(7)今後の事業展開について 

当社は、バイオインフォマティクス及びウェブの分野を軸として、幅広い事業展開を積極的に行っていく方針で

あります。そのため、開発力増強のための設備投資及び研究開発をはじめ、国内外を問わず合弁事業の展開、企業

買収等の事業展開を行う可能性があります。 

当社は投資案件について、各投資のリスク及びリターンを事前に慎重に評価した上で投資を実行する予定であり

ます。しかしながら、投資先の事業の先行きを正確に予測することは極めて困難であり、投資先の事業が予想どお

りに展開しない場合等、当社の投資額を回収できない可能性があります。また、このような場合に、投資先の事業

の状況が当社の事業計画や経営成績等に与える影響を確実に予測することは困難であります。 

 

①AccesStage S/A について 

AccesStage S/A は、平成 13 年 4 月にブラジルにおいてインターネット EDI 事業を展開するため、伯国三菱商事

と共同で設立した合弁会社であり、当社の出資額は 4,797 千レアルで、当社の出資比率は 25.6%であります。 

現在は、政府系機関からの港湾 EDI 及び伯国大規模企業を中心に事業展開を行っております。平成 16 年 3 月に
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累積損失が大きくなってきたため、減損処理を行い、関係会社株式評価損 183 百万円を計上いたしました。 

 

②リンク・ジェノミクス株式会社について 

リンク・ジェノミクス株式会社は、平成 13 年 8 月に設立された創薬ターゲットの解析、特許ライセンス供与、

研究用キット、早期診断ツールの開発・販売を行う会社であり、当社の出資額は 30 百万円で、出資比率は 4.0％

であります。 

当面は基盤技術の開発に注力し、その後、本格的な販売開始を見込んでおりますが、当初の計画どおり事業が

進展しなかった場合は、同社が十分な売上高を計上し、さらに利益を計上できる保証はありません。 

 

③ビジネスサーチテクノロジ株式会社について 

ビジネスサーチテクノロジ株式会社は、平成 16 年 2 月に設立された検索情報システムの開発・販売や GridASP

（注）サービス事業を展開する会社であり、当社の出資額は 33 百万円で、出資比率は 7.0％であります。現在、

当社は、同社が保有するインターネット情報検索の技術を利用する事業分野において、協業しております。なお、

平成 17 年 12 月に累積損失が大きくなってきたため、減損処理を行い、投資有価証券評価損 27 百万円を計上いた

しました。 

（注）GridASP は、独立行政法人産業技術総合研究所の日本における登録商標です。 

 

④エスシーワールド株式会社について 

エスシーワールド株式会社は、平成 17 年 2 月に設立された抗体医薬品事業と治験事業を行う会社であります。

当社は、平成 17 年 6 月に 30 百万円（出資比率15.8％）を出資いたしました。同社は、創薬事業を手がけること

から、当面は開発に傾注することが予想され、当初の計画どおり事業が進展しなかった場合には、同社が十分な

利益を計上できる保証はありません。 
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５．個別財務諸表等 
(1)貸借対照表 

  前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 構成比 
（％） 

金額（千円） 構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   1,345,782   1,593,070  247,288 

２．受取手形 ※３  126,290   117,217  △9,072 

３．売掛金 ※２  609,906   653,297  43,390 

４．仕掛品   203,525   73,458  △130,067 

５．貯蔵品   2,243   420  △1,823 

６．前払費用   9,877   9,574  △302 

７．繰延税金資産   1,430   8,043  6,612 

８．未収入金   20,392   1,690  △18,702 

９．その他   7,064   7,424  359 

10．貸倒引当金   △2,421   △2,482  △61 

流動資産合計   2,324,092 67.8  2,461,713 74.0 137,621 

Ⅱ 固定資産         

(1)有形固定資産         

１．建物  297,462   298,506    

減価償却累計額  145,540 151,922  151,892 146,614  △5,308 

２．機械及び装置  138,771   76,323    

減価償却累計額  113,534 25,237  65,436 10,887  △14,350 

３．工具器具及び備品  122,215   127,120    

減価償却累計額  55,016 67,199  73,863 53,256  △13,942 

有形固定資産合計   244,359 7.1  210,758 6.3 △33,601 

(2)無形固定資産         

１．ソフトウェア   35,005   26,010  △8,995 

２．電話加入権   1,441   1,441  － 

無形固定資産合計   36,446 1.1  27,451 0.8 △8,995 

(3)投資その他の資産         

１．投資有価証券   209,824   194,204  △15,620 

２．関係会社株式   79,602   79,602  － 

３．出資金   46,544   －  △46,544 

４．従業員長期貸付金   400   －  △400 

５．破産債権、再生債権、
更生債権その他これ
らに準ずる債権 

  7,436   7,436  － 

６．長期前払費用   10,028   247  △9,780 

７．繰延税金資産   276,282   190,260  △86,021 

８．投資建物  176,968   176,968    

減価償却累計額  88,027 88,941  91,482 85,486  △3,454 

９．敷金及び保証金   32,090   31,558  △532 

10．保険積立金   73,528   38,950  △34,578 

11．その他   6,800   6,800  － 

12．貸倒引当金   △7,437   △7,436  1 

投資その他の資産合
計 

  824,039 24.0  627,108 18.9 △196,930 

固定資産合計   1,104,845 32.2  865,318 26.0 △239,527 

資産合計   3,428,937 100.0  3,327,032 100.0 △101,905 
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  前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金 ※２  407,566   440,967  33,401 

２．未払金   4,387   1,833  △2,553 

３．未払費用   17,427   17,111  △315 

４．未払法人税等   3,797   11,635  7,838 

５．未払消費税等   18,901   14,145  △4,755 

６．前受金   3,686   18,448  14,762 

７．預り金   11,448   11,491  42 

流動負債合計   467,214 13.6  515,634 15.5 48,419 

Ⅱ 固定負債         

１．退職給付引当金   147,436   81,648  △65,787 

２．役員退職慰労引当金   14,108   11,983  △2,125 

３．海外事業損失引当金   128,700   －  △128,700 

固定負債合計   290,244 8.5  93,631 2.8 △196,612 

負債合計   757,459 22.1  609,265 18.3 △148,193 

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※１  1,396,496 40.7  1,396,496 42.0 － 

Ⅱ 資本剰余金         

１．資本準備金  1,322,496   1,322,496   － 

資本剰余金合計   1,322,496 38.6  1,322,496 39.8 － 

Ⅲ 利益剰余金         

１．当期未処理損失  69,789   12,193   △57,596 

利益剰余金合計   △69,789 △2.0  △12,193 △0.4 57,596 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  22,276 0.6  10,967 0.3 △11,309 

資本合計   2,671,478 77.9  2,717,766 81.7 46,287 

負債・資本合計   3,428,937 100.0  3,327,032 100.0 △101,905 
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(2)損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 

増 減 
（千円） 

Ⅰ 売上高 ※１  2,516,316 100.0  2,292,699 100.0 △223,616 

Ⅱ 売上原価 ※１  2,166,780 86.1  1,861,002 81.2 △305,778 

売上総利益   349,535 13.9  431,697 18.8 82,161 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１        

１．広告宣伝費  3,974   3,914    

２．貸倒引当金繰入額  9,330   60    

３．役員報酬  51,510   48,600    

４．給与  72,780   66,861    

５．賞与  16,885   15,624    

６．退職給付費用  3,528   －    

７．役員退職慰労引当金繰
入額 

 4,358   2,225    

８．出向者人件費  48,093   23,171    

９．労務提供費  9,448   4,247    

10．福利厚生費  14,586   13,902    

11．地代家賃  18,480   13,736    

12．支払手数料  38,398   30,563    

13．減価償却費  4,830   4,461    

14．租税公課  2,919   10,866    

15．研究開発費 ※２ 25,508   22,016    

16．その他  78,883 403,517 16.0 63,830 324,083 14.1 △79,433 

営業利益または営業損
失(△) 

  △53,981 △2.1  107,613 4.7 161,595 

Ⅳ 営業外収益         

１．受取利息 ※１ 3,987   8,726    

２．受取配当金  1,193   834    

３．不動産賃貸収入 ※１ 19,207   19,380    

４．補助金収入  12,176   6,979    

５．出向者収入 ※１ 34,241   23,373    

６．雑収入  8,516 79,324 3.2 4,764 64,060 2.8 △15,263 

Ⅴ 営業外費用         

１．不動産賃貸費用 ※１ 9,851   9,922    

２．匿名組合運用損  8,091   －    

３．出向者費用 ※１ 31,517   26,587    

４．雑損失  4,818 54,278 2.2 3,811 40,320 1.8 △13,957 

経常利益または経常損
失(△) 

  △28,935 △1.1  131,353 5.7 160,288 
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前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 

増 減 
（千円） 

Ⅵ 特別利益         

１．投資有価証券売却益  252,452   27,519    

２．年金基金代行返上益  8,634   －    

３．償却済債権取立益  －   10,844    

４．退職給付引当金戻入益  － 261,086 10.4 32,204 70,568 3.1 △190,518 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※３ 6,791   14,536    

２．関係会社株式売却損  50,842   －    

３．関係会社株式評価損  183,378   －    

４．関係会社整理損  2,457   －    

５．投資有価証券評価損  －   37,105    

６．年金基金利率等変更損  74,991   －    

７．海外事業損失引当金繰
入額 

※４ 42,216   －    

８．解約保証金  － 360,677 14.3 2,190 53,831 2.3 △306,845 

税引前当期純利益また
は当期純損失(△) 

  △128,526 △5.0  148,089 6.5 276,616 

法人税、住民税及び事
業税  3,797   3,322    

法人税等調整額  △35,573 △31,776 △1.2 87,170 90,492 4.0 122,269 

当期純利益または当
期純損失(△)   △96,750 △3.8  57,596 2.5 154,347 

前期繰越利益または
前期繰越損失(△) 

  26,960   △69,789  △96,750 

当期未処理損失   69,789   12,193  57,596 
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(3)売上原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

増 減 
（千円） 

Ⅰ 材料費   1,251,173 57.7  1,057,454 56.4 △193,719 

Ⅱ 労務費   511,516 23.6  495,003 26.4 △16,513 

Ⅲ 経費         

１．外注費  206,077   153,818    

２．リース・レンタル料  22,988   23,259    

３．減価償却費  49,230   44,508    

４．回線使用料  10,164   8,124    

５．地代家賃  28,986   28,043    

６．旅費交通費  22,975   19,824    

７．その他  64,740 405,163 18.7 45,493 323,072 17.2 △82,091 

当期売上総費用   2,167,854 100.0  1,875,529 100.0 △292,324 

期首仕掛品棚卸高   227,960   203,525  △24,434 

計   2,395,814   2,079,055  △316,759 

期末仕掛品棚卸高   203,525   73,458  △130,067 

他勘定振替高 (注)2  25,508   144,594  119,085 

当期売上原価   2,166,780   1,861,002  △305,778 

         
 （注） １．原価計算の方法は個別原価計算によっております。 

２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

第 16期 販売費及び一般管理費 研究開発費 25,508 千円 

第 17期 販売費及び一般管理費 研究開発費 15,619 千円  

 販売費及び一般管理費 教育訓練費 274 千円  

 仕掛品処分損  128,699 千円 144,594 千円 

         ただし、仕掛品処分損は海外事業損失引当金戻入益と相殺して表示しております。 
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(4)キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増 減 
（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益または税引前当期純損失
(△) 

 △128,526 148,089 276,616 

減価償却費  57,451 52,424 △5,027 

貸倒引当金の増加額  9,330 60 △9,270 

退職給付引当金の増減額  60,881 △65,787 △126,669 

役員退職慰労引当金の増減額  4,358 △2,125 △6,483 

海外事業損失引当金の増減額  42,216 △128,700 △170,916 

受取利息及び配当金  △5,181 △9,561 △4,379 

投資有価証券売却益  △252,452 △27,519 224,933 

投資有価証券評価損  － 37,105 37,105 

関係会社株式売却損  50,842 － △50,842 

関係会社株式評価損  183,378 － △183,378 

関係会社整理損  2,457 － △2,457 

匿名組合運用損  8,091 － △8,091 

固定資産除却損  6,791 14,536 7,745 

売上債権の増減額  21,548 △34,318 △55,866 

たな卸資産の減少額  25,337 131,890 106,552 

仕入債務の増加額  29,492 31,268 1,776 

その他営業活動によるキャッシュ・フロー  28,464 39,918 11,454 

小計  144,481 187,282 42,801 

利息及び配当金の受取額  5,181 9,561 4,379 

法人税等の還付額  71,735 － △71,735 

法人税等の支払額  － △3,797 △3,797 

営業活動によるキャッシュ・フロー  221,397 193,046 △28,351 

Ⅱ 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  △25,819 △40,022 △14,202 

定期預金の払戻による収入  25,814 40,017 14,202 

有形固定資産の取得による支出  △10,080 △7,494 2,585 

無形固定資産の取得による支出  △10,721 △5,163 5,557 

有形固定資産の売却による収入  189 － △189 

投資有価証券の償還による収入  20,000 － △20,000 

投資有価証券の取得による支出  △45,165 △33,000 12,165 

投資有価証券の売却による収入  292,950 58,744 △234,206 

関係会社株式の売却による収入  1,783 － △1,783 

出資金の取得による支出  △7,173 － 7,173 

出資金の払戻による収入  1,199 － △1,199 

関係会社短期貸付による支出  △1,530,000 △2,000,000 △470,000 

関係会社短期貸付金の返済による収入  1,530,000 2,000,000 470,000 

従業員貸付金の返済による収入  724 400 △324 

その他投資活動によるキャッシュ・フロー  4,232 40,613 36,381 

投資活動によるキャッシュ・フロー  247,934 54,094 △193,840 
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前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 増 減 

（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

財務活動によるキャッシュ・フロー  － － － 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △65 142 208 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  469,267 247,283 △221,983 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  850,695 1,319,962 469,267 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,319,962 1,567,246 247,283 

     

 
 
(5)損失処理案 

   
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年３月29日） 

当事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年３月28日予定） 
対前年比 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 増 減 
（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失   69,789  12,193 57,596 

Ⅱ 次期繰越損失   69,789  12,193 57,596 
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重要な会計方針 

項  目 
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

を採用しております。 

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。 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 仕掛品 

個別法に基づく原価法を採用しておりま

す。 

(2) 貯蔵品 

先入先出法に基づく原価法を採用してお

ります。 

(1) 仕掛品 

同左 

 

(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 

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       10～29年 

機械及び装置     ６年 

工具器具及び備品 ５～20年 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについては、社

内における見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 投資その他の資産 

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。 

投資建物    10～29年 

(3)投資その他の資産 

同左 

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 
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項  目 
前事業年度 

（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

（追加情報） 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴

い、厚生年金基金の代行部分について、平

成16年３月１日に厚生労働大臣から過去分

返上の認可を受け、平成16年６月25日に国

に返還額（最低責任準備金）の納付を行い

ました。 

当事業年度における損益に与えている影

響額は、特別利益として8,634千円計上して

おります。 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

 

 (3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、内規

に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (4) 海外事業損失引当金 

海外関係会社を中心とする海外事業展開

の見直し・再構築に伴い、将来発生する可

能性のある損失に備えるため、当事業年度

末における損失見積額を計上しておりま

す。 

────── 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。 

同左 

６．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。 

同左 

７．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の処理方法 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の処理方法 

同左 

 
追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

────── （法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示

方法） 

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企業会計

基準委員会 平成16年２月13日）が公表されたことに伴い、当

会計期間から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値

割及び資本割8,313千円を販売費及び一般管理費として処理し

ております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成16年12月31日） 

当事業年度 

（平成17年12月31日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数  

授権株式数    普通株式    68,000株        

発行済株式総数  普通株式     19,200株 

※１．授権株式数及び発行済株式総数  

授権株式数    普通株式    68,000株        

発行済株式総数  普通株式     19,200株 

※２．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。 

     売掛金           181,268千円 

     買掛金           359,489千円 

※２．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。 

     売掛金           178,692千円 

     買掛金           408,853千円 

※３．期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。なお、当事業年度末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残

高に含まれております。 

     受取手形            18,950千円 

※３．期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。なお、当事業年度末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残

高に含まれております。 

     受取手形            51,900千円 

４．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は、22,276千円でありま

す。 

４．配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は、10,967千円でありま

す。 

５．資本の欠損の額は、69,789千円であります。 ５．資本の欠損の額は、12,193千円であります。 

 
（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

※１．関係会社に係る注記 

 関係会社への売上高         685,734千円        

 不動産賃貸収入            19,207千円 

 不動産賃貸費用           5,272千円 

上記以外に、売上総費用には関係会社からの材料仕入高等

1,172,694千円が含まれており、また販売費及び一般管理費に

は関係会社からの出向者人件費等103,149千円が含まれてお

り、その合計額は売上原価及び販売費及び一般管理費の合計

額の100分の20を超えております。 

※１．関係会社に係る注記 

 関係会社への売上高         666,095千円 

 受取利息              8,701千円 

 不動産賃貸収入            19,380千円 

 出向者収入             13,031千円 

 不動産賃貸費用           5,303千円 

 出向者費用              6,539千円 

上記以外に、売上総費用には関係会社からの材料仕入高等

989,004千円が含まれており、また販売費及び一般管理費には

関係会社からの出向者人件費等69,927千円が含まれており、

その合計額は売上原価及び販売費及び一般管理費の合計額の

100分の20を超えております。 

※２．研究開発費の総額   

当期売上総費用及び販売費及び一般管理費に含まれる研

究開発費                165,749千円 

※２．研究開発費の総額   

当期売上総費用及び販売費及び一般管理費に含まれる研

究開発費                212,211千円 

※３．固定資産除却損の内訳                    

建物                 300千円 

機械及び装置              6,109千円 

工具器具及び備品            380千円 

※３．固定資産除却損の内訳                    

機械及び装置            4,658千円 

工具器具及び備品              494千円 

ソフトウェア              749千円 

長期前払費用            8,633千円 

※４．海外事業損失引当金繰入額の内訳                    

関係会社に対する仕掛品整理損    21,200千円 

貸付金に対する貸倒引当        21,016千円 

────── 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在）

 

  （千円）

 現金及び預金勘定 1,345,782

 預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △25,819

 現金及び現金同等物 1,319,962
 

  （千円）

 現金及び預金勘定 1,593,070

 預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △25,824

 現金及び現金同等物 1,567,246

 
（リース取引関係）  

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額 

 

 

 

 

 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １ 年 内  781千円  

 １ 年 超  1,757千円  

 合 計   2,539千円  

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料   585千円  

 減価償却費相当額   585千円  

 重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なため、財務

諸表等規則第８条の６第６項の規定により記載を省略しており

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。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
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 3,125 585 2,539 
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 （有価証券関係） 
第 16期（平成 16 年12月 31日現在） 

 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種 類 取得原価（千円） 貸借対照表計上額 
（千円） 

差 額（千円） 

(1)株式 22,925 55,917 32,992 

(2)債券 － － － 

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3)その他 41,037 51,565 10,527 

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

小計 63,962 107,482 43,519 

(1)株式 24,980 19,026 △5,954 

(2)債券 － － － 

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3)その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

小計 24,980 19,026 △5,954 

合計 88,942 126,508 37,565 

    
  ２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成 16 年１月１日 至平成 16年12 月31 日）                          

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

292,950 252,452 － 

 
   

３．時価のない主な有価証券の内容（平成 16年12 月31 日現在）                                           

種  類 貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 82,836 
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第 17期（平成 17 年12月 31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの                                         

 種 類 取得原価（千円） 貸借対照表計上額 
（千円） 

差 額（千円） 

(1)株式 － － － 

(2)債券 － － － 

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3)その他 30,737 57,764 27,027 

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

小計 30,737 57,764 27,027 

(1)株式 26,980 19,634 △7,346 

(2)債券 － － － 

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3)その他 － － － 

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

小計 26,980 19,634 △7,346 

合計 57,717 77,398 19,681 

 
  ２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成 17 年１月１日 至平成 17年12 月31 日）                                              

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

58,744 27,519 － 

 
  ３．時価のない主な有価証券の内容（平成17年 12月31 日現在）                                             

種  類 貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 78,731 

  

（デリバティブ取引関係） 

 第16 期（自平成 16年１月１日 至平成 16年12 月31 日） 

当社は、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。 

   

 第17 期（自平成 17年１月１日 至平成 17年12 月31 日） 

当社は、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。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度と企業年金基金制度を併用しております。 
２．退職給付債務及びその内訳 

 
 
 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

(1)退職給付債務（千円）  △413,987   △427,656  

(2)年金資産（千円）  266,550   346,007  

(3)退職給付引当金（千円）  △147,436   △81,648  

   
(注)当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 
 
 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

退職給付費用    

(1)勤務費用（千円）  22,740   －  

(2)厚生年金基金の代行部分返上に伴う利益（千円）  △8,634   －  

(3)企業年金基金戻入に伴う利益（千円）  －   △32,204  

(4)厚生年金基金の利率変更に伴う損失（千円）  74,991   －  

計  89,098   △32,204  

   
(注)１．当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

      ２．当事業年度において、退職給付債務の発生額を超える年金資産の運用益が生じたことにより、超過相当額について

は損益計算書上、退職給付引当金戻入益として特別利益に計上しております。 
 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
 
 

前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等につい

て記載しておりません。   
 －  － 
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（税効果会計関係） 

 

前事業年度 
（平成16年12月31日） 

当事業年度 
（平成17年12月31日） 

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

繰延税金資産    繰延税金資産    

流動資産  （千円） 流動資産  （千円） 

未払事業所税 581  未払事業税 3,383 

繰越欠損金 848  未払事業所税 568 

（計）  1,430  貸倒引当金繰入限度超過額 568 

    繰越欠損金 3,522 

    （計）  8,043 

       

固定資産    固定資産   

退職給付引当金繰入限度超過額  58,235  退職給付引当金繰入限度超過額  32,345 

貸倒引当金繰入限度超過額  2,284   貸倒引当金繰入限度超過額  1,513  

投資有価証券評価損否認  82,682  投資有価証券評価損否認  103,799 

未収利息計上もれ  2,417  未収利息計上もれ  2,417 

ソフトウェア償却限度超過額  2,036  ソフトウェア償却限度超過額  397 

海外事業損失引当金繰入否認  60,934  海外事業損失引当金繰入否認  4,140 

繰越欠損金  82,980  繰越欠損金  89,075 

その他有価証券評価差額金    △15,289  役員退職慰労引当金超過額  4,877 

（計）  276,282  その他有価証券評価差額金    △7,527 

    小計  231,037 

   評価性引当額  △40,777 

 （計）  190,260 

   

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

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

差異の原因となった主な項目別の内訳 

 （％） 

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 0.7 

住民税均等割等 2.2 

評価性引当額 17.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 61.1 

税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

  
 

（持分法損益等） 

 前事業年度（自 平成16 年１月１日 至 平成16年 12月31 日） 

  該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 17年１月１日 至 平成17 年12月 31日） 

 関連会社に対する投資の金額（千円） 79,602 

 持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 115,964 

 持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 15,915 
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（関連当事者との取引） 
第 16期（自平成16 年１月１日 至平成16年 12月31 日） 

（1）親会社及び法人主要株主等 

関 係 内 容 

属 性 会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
被所有割合 役員の 

兼任等 
事業上の関
係 

取引の内容 取引金額 
（千円） 

科 目 期末残高 
（千円） 

受託研究等 581,439 売掛金 157,307 

外注委託等 1,262,925 買掛金 359,282 

不動産の賃貸 19,207   ―     ― 

敷金及
び保証
金 

20,789 

不動産の賃借 50,722 

未払費
用 

611 

 

親会社 

 

株式会社 

インテッ

ク 

 

富山県 

富山市 

 

20,455,109 

 

総合情報 

システム

業 

 

直接17.9％ 

間接45.3％ 

 

兼任 

２名 

 

研究開発の

受託及び外

注委託,事

業所の賃貸

借 

資金の貸付 1,530,000 
関係会
社短期
貸付金 

－ 

（注） １．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

    ２．取引条件は、一般取引と同様に決定しております。 

    ３．不動産の賃貸借については、近隣相場を勘案し、協議のうえ決定しております。 

    ４．不動産の賃借 50,722 千円は、売上総費用に 28,354 千円、販売費及び一般管理費に 17,094 千円、営業外費用に5,272 千円を

計上しております。 

 
第 17期（自平成17 年１月１日 至平成17年 12月31 日） 

（1）親会社及び法人主要株主等 

関 係 内 容 

属 性 会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
被所有割合 役員の 

兼任等 
事業上の関
係 

取引の内容 取引金額 
（千円） 科 目 期末残高 

（千円） 

受託研究等 598,645 売掛金 165,147 

外注委託等 1,056,703 買掛金 408,853 

不動産の賃貸 19,380   ―     ― 

敷金及
び保証
金 

21,028 

不動産の賃借 47,083 

未払費
用 

425 

 

親会社 

 

株式会社 

インテッ

ク 

 

富山県 

富山市 

 

20,455,109 

 

総合情報 

システム

業 

 

63.2％ 

 

兼任 

３名 

 

研究開発の

受託及び外

注委託,事

業所の賃貸

借 

資金の貸付 2,000,000 
関係会
社短期
貸付金 

－ 

（注） １．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

    ２．取引条件は、一般取引と同様に決定しております。 

    ３．不動産の賃貸借については、近隣相場を勘案し、協議のうえ決定しております。 

    ４．不動産の賃借 47,083 千円は、売上総費用に 28,043 千円、販売費及び一般管理費に 13,736 千円、営業外費用に5,303 千円を

計上しております。 
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(注)１株当たり当期純利益金額または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16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

当期純利益または当期純損失（△）（千円） △96,750 57,596 

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） 

△96,750 57,596 

期中平均株式数（株） 19,200 19,200 

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 

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株

引受権 １種類 

（目的となる株式の数 普通株式 167

株） 

商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権 １種類 

（新株予約権の数 31個） 

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株

引受権 １種類 

（目的となる株式の数 普通株式 162

株） 

商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権 １種類 

（新株予約権の数 31個） 

 
 
（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
 至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額        139,139円52銭 

１株当たり当期純損失金額        5,039円09銭 

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が計上されているた

め記載しておりません。 

１株当たり純資産額        141,550円32銭 

１株当たり当期純利益金額        2,999円82銭 

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。 
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６．生産、受注及び販売の状況 
 
（1）生産実績 

当期における生産実績を事業別に示すと次のとおりであります。 

事業別 
当事業年度 

（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

前年同期比（％） 

 バイオインフォマティクス（千円）          628,257 78.3 

 ウェブ（千円）         665,399 121.3 

 アドバンストリサーチ（千円）        1,006,674 88.2 

 合計        2,300,332 92.3 

   （注）１．金額は販売価額で表示しております。 

      ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

（2）受注状況 

当期における受注状況を事業別に示すと次のとおりであります。 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 事業別 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

 バイオインフォマティクス  625,304 83.4 214,020 90.6 

 ウェブ  705,005 154.1 201,421 136.5 

 アドバンストリサーチ  920,092 79.3 320,777 81.3 

 合計  2,250,402 95.0 736,219 94.6 

    （注）１．金額は販売価額で表示しております。 

          ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

（3）販売実績 

当期における受注状況を事業別に示すと次のとおりであります。 

事業別 
当事業年度 

（自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日） 

前年同期比（％） 

 バイオインフォマティクス（千円）  647,441 81.4 

 ウェブ（千円）  651,197 117.9 

 アドバンストリサーチ（千円）  994,060 85.0 

 合計  2,292,699 91.1 

    （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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７．役員の異動 
 

(1)退任予定取締役（平成 18 年３月 28 日付） 

   平井 俊邦（現 当社取締役会長、株式会社インテック取締役 執行役員副社長 社長室長） 

   末岡 宗広（現 当社取締役、エスシーワールド株式会社代表取締役社長） 

 

(2)新任監査役候補（平成 18 年３月 28 日付） 

   松井 秀一（現 株式会社アイ・ユー・ケイ常勤監査役） 

 

(3)退任予定監査役（平成 18 年３月 28 日付） 

   金岡 克己（現 当社監査役、株式会社インテック取締役 執行役員専務 金融ソリューション事業本部長） 

 

 

 
以上 


