
平成18年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期連結財務諸表の作成基準           ： 中間連結財務諸表作成基準 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無       ： 有 

 持分法（除外） 1社 

④ 会計監査人の関与                 ： 有 

 四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年４月１日 ～ 平成17年12月31日） 

(1）連結経営成績の進捗状況                                                     (百万円未満切捨) 

 （注） 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期は政界の安定的な動きに呼応するように株価の上昇があり、個人消費を牽引車としてデフレ脱出といわ

れるほどに経済環境は大きく転換してきました。生産財関連の設備投資などに直接プラスの影響は出てきていません

が、好転の兆しは出てきているようです。一方、当社の属するIT業界は厳しい状況が続いており、特にユビキタス関連

の製品に関しては、相変わらず設備投資意欲は消極的で研究開発段階にあるようです。 

 汎用通信関連については、半導体・液晶製造装置向け通信ボードの需要時期は一巡し、来期の設備投資もシフトして

いることもあって、売上高は、前年同期比49.7％減の126百万円となりました。ただ、本カテゴリーは当社としても、

漸減傾向にあることは理解しており、社内体制もインターネット関連にシフトしております。とはいえ、シリアル通信

からTCP/IPへの転換進度もまだ加速されてないようです。ISDNボードについては、POS用としてのISDN関連ボードの需

要は昨年度並みであり、この傾向は変化が少ないと考えております。売上高は、前年同期比9.9％減の30百万円となっ

ています。 

 インターネットプロトコル関連については、期初にスタートしたKASAGO販促キャンペーンにより顧客採用増は達成さ

れました。顧客における製品化後のロイヤリティと製品の横展開も始まりつつあります。ただし売上高は、前年同期比

7.3％増の152百万円です。来期に期待の持てる状況になってきたと考えています。今期開発の新製品(UpnP)やSIPも

TCP/IP販売の枠を広げるという意味において販売増加に寄与してきております。 

 

  平成18年２月10日

上場会社名 エルミック・ウェスコム株式会社 （コード番号：４７７０ 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.elwsc.co.jp/ ）   

問合せ先  代表者役職・氏名  代表取締役社長 村島 一彌 ＴＥＬ：（０４５）６５０―４５００ 

責任者役職・氏名 取締役管理担当 安藤 貴三男   

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期第３四半期 1,016 22.0 △107 － △108 － △213 － 

17年３月期第３四半期 832 △29.5 △65 － △56 － △389 － 

（参考）17年３月期 1,254 △27.6 △21 － 2 － △590 － 

 
１株当たり四半期（当期）
純利益 

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

18年３月期第３四半期 △41 50 － － 

17年３月期第３四半期 △80 89 － － 

（参考）17年３月期 △122 55 － － 
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 リアルタイムOSについては、自社OS(ELX)の採用は減少傾向にあります。当社の各種ソフトウェア製品に関しても、

自社OS以外との組み合わせが多く、KASAGO等でもITRONを始めとする対応するOSは多様化してきています。実作業とし

てはSIに含まれるコンサルティング業務が中心になってきています。ELXを搭載したiNHERITOR(FC98代替機)の販売は堅

調に推移しております。売上高の前年同期比27.7％減の27百万円となっています。 

 SI（カスタマイズ）については、KASAGOの販売促進の効果もあり、顧客システムへの実装や評価などのためのSI受託

はドライバー開発も含まれ増加しました。売上高は、前年同期比17.8％増の302百万円です。製品の実装などのSIでは

顧客からの要望を満足させつつ、オプションなど次期製品等のアイデアを入手することが可能であり、製品群の充実

(新製品開発)を促進しています。今期は、KASAGOオプションとして、デジオン社DLNA製品のDiXiMをITRON化し、拡販を

開始しました。 

 システムソリューション（受託）については、合併効果として、新規客先や旧エルミックシステムの客先より大型案

件の引き合いがあり、シナジー効果が徐々に現れてきて、第４四半期より売上に貢献する見込です。一方、当第3四半

期より、KASAGO等の技術を全社で共有するプログラムを開始しております。売上高は256百万円となっています。 

 以上の結果、当社の当第３四半期連結会計期間の売上高は1,016百万円（前年同期比22.0％増）、営業損失は107百万

円、経常損失は108百万円、当第３四半期純損失は213百万円となりました。 

製品開発状況及び売上げ状況 

 Ipv6関連開発では、オプション群の主製品のリリースが進んでおり、顧客からの要望にも柔軟に対応できるようにな

ってきています。UPnPは他社ブランドですが、組込みシステム向けに改造し機能限定仕様の製品としてリリースし、全

機能版の開発に着手しました。 

 半導体(300mmウェハー)製造装置向け通信ソフトであるGEM300の開発は完了し、製品群に加えております。 

(2）連結財政状態の変動状況                                 (百万円未満切捨)

品目別売上高                                      （百万円未満切捨）

品目区分表 
平成17年3月期 平成18年3月期 

対前年 

増減率 

前期（通期） 
第３四半期 第３四半期 

区分 名       称 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

   百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ 

製品 

１ 通               信 285 34.3 157 15.5 △45.0 376 30.0 

２ インターネットプロトコル 142 17.1 152 15.0 7.3 223 17.9 

３ リ ア ル タ イ ム Ｏ Ｓ 38 4.6 27 2.7 △27.7 50 4.0 

４ Ｓ  Ｉ （ カスタマイズ ） 256 30.8 302 29.8 17.8 454 36.3 

５ システムソリューション (受託) － － 256 25.2 － － － 

       （製品計） 723 86.8 896 88.2 24.0 1,105 88.2 

商品 ５ そ         の        他 109 13.2 119 11.8 9.2 148 11.8 

  合 計 832 100.0 1,016 100.0 22.0 1,254 100.0 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期第３四半期 2,501 2,062 82.5 384 64 

17年３月期第３四半期 2,690 2,350 87.4 488 09 

（参考）17年３月期 2,463 2,134 86.6 443 19 
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(3）連結キャッシュ・フローの状況                              (百万円未満切捨) 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 キャッシュ・フロー等の状況について 

 当第3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少54百万円

（前年同期比83.0％減）、株式の発行による収入41百万円、合併による資金の引継37百万円があったものの、税金等

調整前第3四半期純損失が120百万円（前第3四半期連結会計期間は188百万円の損失）、仕入債務の減少43百万円（前

年同期比50.8％減）、投資有価証券の取得による支出62百万円（同71.0％減）、配当金の支払36百万円（同0.2％

増）等により130百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末の資金は、1,122百万円となりました。 

 また、当第3四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第3四半期連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は、103百万円（前第3四半期連結会計期間に

得られた資金は183百万円）となりました。 

 これは主に、売上債権の減少額54百万円、受取保険金87百万円があったものの、税金等調整前第3四半期純損失

が120百万円、たな卸資産の増加50百万円、仕入債務の減少43百万円によるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第3四半期連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は、71百万円（前年同期比31.7％減）となり

ました。 

 これは主に、投資有価証券の取得62百万円によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第3四半期連結会計期間において、財務活動の結果得られた資金は、5百万円（前第3四半期連結会計期間に使

用した資金は35百万円）となりました。 

 これは、配当金の支払36百万円があったものの、株式の発行による収入41百万円によるものです。 

３．平成18年３月期の連結業績予想（平成17年４月１日 ～ 平成18年３月31日）          (百万円未満切捨) 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  △14円73銭 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 平成17年7月1日に合併し、旧エルミックシステム、旧ウェスコム両社のリソースを効率的に活用すべく、重複業務

の除去による経費削減、製品サービスの充実に伴う営業・マーケティングの拡大などに注力しております。半年を過

ぎた第3四半期末においては、目に見える形(売上)での効果は現れていないものの、ビジネスを幅広く展開できるよう

になり、受注活動においては新規客先獲得も出来つつあります。  

(当連結会計年度についての品目別の見通し) 

 合併に伴う営業外、特別それぞれの損失が見込まれることから、平成17年11月に期初予想から期末売上・利益を

若干修正いたしましたが、以降は修正いたしておりません。汎用/ISDN通信ボードに関しては顧客である製造業の設

備投資が活性化してない状況を反映して、当初の予想から大きく変化することはないと考えております。 

 KASAGO TCP/IPと関連ソフトを主たる製品とするインターネット関連の売上は、複合的に受注するシステムインテ

グレーションを含め拡大傾向にあります。システムソリューション(受託開発)については、顧客が大手電機メーカ

ーなどであり安定的な売上・収益が期待できます。 

 これまでもご紹介してまいりましたが、当社の売上は期末に集中する傾向が強くなっています。これは客先であ

る大手電機メーカーをはじめ製造業の場合、購買予算との兼ね合いで納期を年度末とする発注が多いためです。第

１四半期、中間期、第３四半期、期末と売上計上は毎年、季節的な変動をしております。 

 
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

18年３月期第３四半期 △103 △71 5 1,122 

17年３月期第３四半期 183 △104 △35 1,297 

（参考）17年３月期 214 △180 △36 1,252 

  売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通期 1,709 23 △79
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４．【四半期連結財務諸表】 

(1)【第３四半期連結貸借対照表】 

   
前第３四半期 

 連結会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当第３四半期 

連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成17年3月31日) 

区 分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                   

１．現金及び預金    211,373    180,310     166,372   

２．受取手形及び売掛金 ※3  364,064    417,582     410,762   

３．有価証券    1,086,272    941,866     1,086,333   

４．たな卸資産    170,969    155,070     92,753   

５．その他      ※2  177,673    132,334     76,456   

  貸倒引当金    △38,181    △243     △179   

流動資産合計    1,972,172 73.3  1,826,920 73.0   1,832,498 74.4 

Ⅱ  固定資産                   

１．有形固定資産  ※1  18,789    101,345     17,449   

２．無形固定資産    105,642    105,982     112,983   

３．投資その他の資産                   

(1)投資有価証券   324,506     421,721     416,546     

(2)破産債権等   －     240,554     241,613     

(3)その他   351,461     45,607     80,976     

  貸倒引当金   △82,018 593,948   △240,379 467,504   △238,429 500,708   

固定資産合計   718,381 26.7  674,832 27.0   631,141 25.6 

資産合計    2,690,553 100.0  2,501,753 100.0   2,463,640 100.0 
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前第３四半期 

 連結会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当第３四半期 

連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成17年3月31日) 

区 分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）                   

Ⅰ 流動負債                  

１．買掛金    38,556    51,206     69,072   

２．未払法人税等    9,826    6,278     13,592   

３．賞与引当金    24,132    22,764     31,782   

４．その他 ※２  93,349    87,615     35,873   

流動負債合計    165,865 6.1  167,864 6.7   150,321 6.1 

Ⅱ 固定負債                   

１．社債    －    42,000     －   

２．退職給付引当金    －    31,349     484   

３．役員退職慰労引当金    168,929    181,810     171,229   

４．その他    －    10,803     －   

固定負債合計    168,929 6.3  265,963 10.6   171,714 7.0 

負債合計    334,795 12.4  433,827 17.3   322,036 13.1 

（少数株主持分）                   

少数株主持分    5,230 0.2  5,283 0.2   7,333 0.3 

（資本の部）                   

Ⅰ 資本金    1,160,041 43.1  1,202,036 48.1   1,160,041 47.1 

Ⅱ 資本剰余金    1,459,152 54.2  1,051,675 42.0   1,459,152 59.2 

Ⅲ 利益剰余金    △91,494 △3.4  △190,786 △7.6   △292,094 △11.9 

Ⅳ その他有価証券評価差

額金 
   8,013 0.3  15,527 0.6   △7,607 △0.3 

Ⅴ  自己株式    △185,184 △6.8  △15,810 △0.6   △185,220 △7.5 

資本合計    2,350,527 87.4  2,062,642 82.5   2,134,270 86.6 

負債・少数株主持分 

及び資本合計 
   2,690,553 100.0  2,501,753 100.0   2,463,640 100.0 
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(2)【第３四半期連結損益計算書】 
  

   
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区 分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高 ※１   832,777 100.0   1,016,340 100.0   1,254,501 100.0 

Ⅱ 売上原価     455,093 54.6   592,070 58.3   667,803 53.2 

売上総利益     377,684 45.4   424,270 41.7   586,697 46.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２   443,633 53.3   532,081 52.3   608,072 48.5 

営業損失     65,948 △7.9   107,811 △10.6   21,374 △1.7 

Ⅳ 営業外収益                     

１．受取利息   6,797     13,304     11,287     

２．受取配当金     110     152     110     

３．持分法による投資利益   －     －     7,739     

４．匿名組合投資利益   4,285     －     4,285     

５．その他   3,104 14,296 1.7 3,488 16,945 1.6 3,539 26,960 2.2 

Ⅴ 営業外費用                     

１．支払利息   －     356     －     

２．持分法による投資損失   4,373     13,358     －     

３．新株発行費   －     595     －     

４．投資組合損失   －     3,212     －     

５．加算税等   －     －     3,054     

６．為替差損   426     －     394     

７．その他   － 4,800 0.6 47 17,569 1.7 － 3,449 0.3 

経常利益又は経常損失(△)     △56,452 △6.8   △108,435 △10.7   2,136 0.2 

Ⅵ 特別利益                     

１．貸倒引当金戻入益   99     －     －     

２．レバレッジド・リース
解約益   49,179     －     49,179     

３．受取保険金   －     54,750     －     

４．投資有価証券売却益   3,980 53,258 6.4 － 54,750 5.4 3,980 53,159 4.2 

Ⅶ 特別損失                     

１．固定資産除却損 ※３ 22,740     9,830     22,861     

２．投資有価証券評価損   －     229     －     

３．会員権評価損   900     700     900     

４．貸倒引当金繰入額   118,634     1,633     236,944     

５．たな卸資産評価損   18,492     －     34,601     

６．合併費用   －     38,453     －     

７．役員弔慰金等   －     15,619     －     

８．本社移転費用  24,482 185,250 22.2 － 66,466 6.5 24,482 319,790 25.5 

税金等調整前第3四半期(当期)純損失     188,444 △22.6   120,151 △11.8   264,494 △21.1 

法人税、住民税及び事業税   4,528     4,911     5,993     

法人税等調整額   198,369 202,898 24.4 90,706 95,617 9.4 319,351 325,344 25.9 

少数株主利益又は少数株主損失(△)     △1,776 △0.2   △2,049 △0.2   326 0.0 

第３四半期(当期)純損失     389,566 △46.8   213,719 △21.0   590,166 △47.0 
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(3)【第３四半期連結剰余金計算書】 

  

   
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

区 分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）              

Ⅰ 資本剰余金期首残高    1,459,152   1,459,152   1,459,152 

 Ⅱ 資本剰余金減少高              

１．配当金  －   36,117   －   

２．当期未処理損失補填額  －   315,027   －   

３．自己株式処分差損  － － 56,331 407,476 － － 

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末(期末)残高    1,459,152   1,051,675   1,459,152 

               

（利益剰余金の部）              

Ⅰ 利益剰余金期首残高    334,189   △292,094   334,189 

Ⅱ 利益剰余金増加高              

１．その他資本剰余金取崩額  － － 315,027 315,027 － － 

Ⅲ 利益剰余金減少高              

１．配当金  36,117   －   36,117   

２．第３四半期(当期)純損失  389,566 425,684 213,719 213,719 590,166 626,284 

Ⅳ 利益剰余金第３四半期末(期末)残高    △91,494   △190,786   △292,094 
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(4)【第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書】    
  

  

  
  
  
  

前第３四半期 
連結会計期間 

（自平成16年４月１日 
至平成16年12月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自平成17年４月１日 
至平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

（自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日）

区 分 
注記
番号

金 額（千円） 金 額（千円） 金 額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

    

税金等調整前第３四半期(当期)純損失   △188,444 △120,151 △264,494 

減価償却費   59,469 59,456 76,885 

長期前払費用償却費   160 414 208 

持分法による投資損失又は持分法による投資利益(△)   4,373 13,358 △7,739 

貸倒引当金の増加額   118,535 1,633 236,944 

賞与引当金の減少額   △21,559 △9,018 △13,909 

退職給付引当金の増加額   － 1,658 484 

役員退職慰労引当金の増加額   7,430 10,580 9,730 

受取利息及び受取配当金   △6,907 △13,457 △11,397 

支払利息   － 356 － 

匿名組合投資利益   △4,285 － △4,285 

為替差損又は為替差益（△）   50 △363 △57 

投資組合投資損失    － 3,212 － 

レバレッジド・リース解約益   △49,179 － △49,179 

投資有価証券売却益   △3,980 － △3,980 

受取保険金   － △54,750 － 

固定資産除却損   22,740 9,830 22,861 

投資有価証券評価損   － 229 － 

会員権評価損   900 700 900 

売上債権の減少額   322,487 54,913 264,059 

たな卸資産の減少額又は増加額(△)   △54,354 △50,752 23,861 

役員弔慰金等   － 15,619 － 

仕入債務の減少額   △88,484 △43,518 △57,968 

その他資産の減少額又は増加額(△)   12,351 △54,748 △10,997 

その他負債の増加額又は減少額(△)   65,623 △5,597 8,553 

未収消費税等の増加額   △2,016 － － 

未払消費税等の増加額又は減少額(△)   △13,687 1,907 △11,768 

小計   181,224 △178,486 208,712 

利息及び配当金の受取額   8,497 16,671 13,100 

利息の支払額   － △346 － 

保険金受取額   － 87,435 － 

役員弔慰金等の支払額   － △15,619 － 

法人税等の支払額   △6,360 △12,694 △7,342 

営業活動によるキャッシュ・フロー   183,361 △103,039 214,469 
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前第３四半期 
連結会計期間 

（自平成16年４月１日 
至平成16年12月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自平成17年４月１日 
至平成17年12月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

（自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日）

区 分 
注記
番号

金 額（千円） 金 額（千円） 金 額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

有形固定資産の取得による支出   △8,669 △226 △8,669 

無形固定資産の取得による支出   △21,359 △24,036 △44,849 

投資有価証券の取得による支出   △214,048 △62,060 △314,048 

投資有価証券の売却による収入   105,980 － 105,980 

出資金の返還による収入   － － 47,613 

長期貸付けによる支出   － △204 － 

長期貸付金の回収による収入   625 6,327 760 

長期未収入金の回収による収入   25,794 － 25,794 

敷金保証金の返還による収入   24,559 9,438 24,679 

敷金保証金の預入れによる支出   △16,006 － △16,006 

その他の投資活動による支出   △1,495 △680 △1,897 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △104,618 △71,442 △180,642 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

株式の発行による収入   － 41,994 － 

自己株式の取得による支出   － － △36 

配当金の支払額   △35,934 △36,005 △36,031 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △35,934 5,989 △36,067 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △50 363 57 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)   42,757 △168,129 △2,182 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   1,254,887 1,252,705 1,254,887 

Ⅶ 合併による現金及び現金同等物の増加額   － 37,599 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の第３四半期末(期末)残高 ※ 1,297,645 1,122,176 1,252,705 
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第３四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自  平成16年４月１日 

至  平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する

事項 

(1)連結子会社の数 １社  

連結子会社名  

㈱エアフォルク 

 (1)連結子会社の数 １社 

 連結子会社名  

㈱エアフォルク  

(1)連結子会社の数 １社  

 連結子会社名  

 ㈱エアフォルク 

(2)非連結子会社の数 ０社  (2)非連結子会社の数 ０社 (2)非連結子会社の数 ０社 

２．持分法の適用に関す

る事項 

(1)持分法適用会社数 １社 

会社名 

関連会社 ウェスコム㈱ 

 (1)持分法適用会社数 ０社 

 なお、ウェスコム㈱について

は平成17年7月1日に当社と合併

したため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

(1)持分法適用会社数 １社 

会社名  

関連会社 ウェスコム㈱  

(2)持分法を適用していない関連会社

（㈱ロックハンドテクノロジー）

は、第3四半期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても第3四半期連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、重要性

がないため持分法の適用範囲から除

外しております。 

 (2) 同 左 (2)持分法を適用していない関連会社

（㈱ロックハンドテクノロジー）

は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しておりま

す。  

３．連結子会社の(第３

四半期)決算日等に関

する事項 

 連結子会社の第3四半期決算日が第

3四半期連結決算日と異なる会社は次

の通りです。 

 連結子会社の第3四半期決算日が第

3四半期連結決算日と異なる会社は

次の通りです。 

 連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりです。 

 

 第3四半期連結財務諸表の作成に当

たっては、同第3四半期決算日現在の

財務諸表を使用しており、第3四半期

連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を

行っております。 

会 社 名   決算日 

㈱エアフォルク   11月30日

同 左 

会 社 名   決算日 

㈱エアフォルク   11月30日

 連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おり、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

会 社 名   決算日 

㈱エアフォルク   2月28日

４．会計処理基準に関す

る事項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①有価証券 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

 ①有価証券 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

 ①有価証券 

関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

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) 

 関連会社株式 

  同 左 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

  同 左 

 関連会社株式 

  同 左 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

  同 左 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 なお、投資事業組合への

出資(証券取引法第2条第2

項により有価証券とみなさ

れるもの)については、組

合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む

方法によっております。 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自  平成16年４月１日 

至  平成17年３月31日） 

  ②たな卸資産 

 商品 

  移動平均法による原価法 

製品・仕掛品・原材料 

  総平均法による原価法 

 ②たな卸資産 

  商品 

  同 左 

 製品・仕掛品・原材料 

  同 左 

 ②たな卸資産 

  商品 

  同 左 

製品・仕掛品・原材料  

  同 左 

  (ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

 法人税法に定める定率法 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ①有形固定資産 

 法人税法に定める定率法 

（ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物(附属設備を除

く)については定額法） 

 (ロ)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ①有形固定資産 

 法人税法に定める定率法 

  ②無形固定資産 

 市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数量に基づく

償却額と残存有効期間に基づく均

等配分額とを比較し、いずれか大

きい額を計上する方法、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。 

 ②無形固定資産 

  同 左 

 ②無形固定資産 

  同 左 

  (ハ)重要な引当金の計上基準 

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。 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 同 左 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 同 左 

  ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支出に備えるた

め、将来支給見込額のうち当第3

四半期連結会計期間負担分を計上

しております。 

②賞与引当金 

 同 左 

②賞与引当金 

 従業員の賞与の支出に備えるた

め、将来支給見込額のうち当連結

会計年度負担分を計上しておりま

す。 

  ③退職給付引当金 

 当社は、従業員の退職給付に備

えるため、当第3四半期連結会計

期間末における退職給付債務およ

び年金資産の見込額に基づき計上

しております。なお、当第3四半

期連結会計期間は年金資産が退職

給付債務を上回りましたため、前

払年金費用（2,199千円）を計上

しております。 

③退職給付引当金 

 当社は、従業員の退職給付に備

えるため、当第3四半期連結会計

期間末における退職給付債務およ

び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

③退職給付引当金 

 当社は、従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき計上しておりま

す。 

  ④役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金の支

給に備えるため当社役員退職慰労

金規程に基づく要支給額を計上し

ております。 

④役員退職慰労引当金 

 同 左 

④役員退職慰労引当金 

  同 左 
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四半期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 

項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自  平成16年４月１日 

至  平成17年３月31日） 

  (ニ)その他第3四半期連結財務諸表

作成のための基本となる重要な

事項 

 (ニ)その他第3四半期連結財務諸表

作成のための基本となる重要な

事項 

 (ニ)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

   ①匿名組合契約による持分の会計

処理 

 平成７年３月にレバレッジ

ド・リース参加契約（期間12

年）を匿名組合と締結いたしま

した。参加時点の拠出金50,000

千円は匿名組合債権として認識

し、その後の同組合の直近の計

算期末における純資産の当社持

分相当額を匿名組合債権又は債

務として処理し、また、同組合

の当第3四半期連結会計期間に属

する損益の当社持分相当額を匿

名組合投資損益として処理して

おります。なお、当第3四半期連

結会計期間において当該契約は

解約されましたため、解約時点

までの損益は匿名組合投資損益

として処理し、解約により発生

した残余金分配額等を「レバレ

ッジド・リース解約益」として

特別利益に49,179千円計上して

おります。 

 ①       ―――   

   

 ①匿名組合契約による持分の会計

処理 

 平成７年３月にレバレッジ

ド・リース参加契約（期間12

年）を匿名組合と締結いたしま

した。参加時点の拠出金50,000

千円は匿名組合債権として認識

し、その後の同組合の直近の計

算期末における純資産の当社持

分相当額を匿名組合債権又は債

務として処理し、また、同組合

の当連結会計年度に属する損益

の当社持分相当額を匿名組合投

資損益として処理しておりま

す。なお、当連結会計年度にお

いて当該契約は解約されました

ため、解約時点までの損益は匿

名組合投資損益として処理し、

解約により発生した残余金分配

額等を「レバレッジド・リース

解約益」として特別利益に

49,179千円計上しております。 

  ②消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 ②消費税等の会計処理 

同 左 

 ②消費税等の会計処理 

同 左 

  ③法人税、住民税及び事業税の税

額計算の会計処理 

 当事業年度の利益処分において

取崩すことを予定しているプログ

ラム準備金及び特別償却準備金の

額を反映させて計算しておりま

す。 

 ③       ―――    ③       ―――   

５．四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書(連

結キャッシュ・フロー

計算書)における資金

の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなります。 

 同 左  同 左 

前第３四半期連結会計期間 

 （自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

 （自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

 （自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

  （固定資産の減損に係る会計基準）   

            ―――    当第3四半期連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第6号平成15年10月31日)

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。 

 ―――   
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表示方法の変更 

追加情報 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

（第３四半期連結貸借対照表） 

 「投資有価証券」は、前第３四半期連結会計期間末は、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、当第3

四半期連結会計期間末において資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しました。 

 なお、前第3四半期連結会計期間末の「投資有価証券」の金額

は101,032千円であります。 

  前第3四半期連結会計期間末に区分掲記していた「繰延税金資

産」(固定)は、当第３四半期連結会計期間末において資産の総額

の100分の5以下となったため、投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しております。 

 なお、当第3四半期連結会計期間末の「繰延税金資産」(固定)

の金額は、112,959千円であります。 

  

―――   

  

  

  

  

  

  

―――   

（第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金保証金の預入によ

る支出」は、前第３四半期連結会計期間は「その他の投資活動に

よる支出」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し

たため区分掲記しております。 

 なお、前第３四半期連結会計期間の「その他の投資活動による

支出」に含まれている「敷金保証金の預入による支出」は、 

△3,742千円であります。 

（第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金保証金の預入によ

る支出」は、当第３四半期連結会計期間において、金額的重要性

が乏しくなったため「その他の投資活動による支出」に含めてお

ります。  

 なお、当第３四半期連結会計期間の「その他の投資活動による

支出」に含まれている「敷金保証金の預入による支出」は、 

△50千円であります。 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

            ―――               ―――   

  

 当社とウェスコム株式会社は平成17年3月25日

に、平成17年7月1日を合併期日とする合併契約

書に調印しました。当該合併契約は平成17年5月

20日開催の当社とウェスコム株式会社の臨時株

主総会において、それぞれ承認されました。合

併契約の要旨は次のとおりであります。 

(1）合併期日   

 平成17年7月1日 

    

  

(2）合併方式   

 当社を存続会社とする吸収合併方式であり

ます。 

    

  

(3）合併比率     

 ウェスコム株式会社の普通株式1株に対し

て、当社の普通株式6株を割当て交付しま

す。ただし、当社が所有するウェスコム株式

会社の普通株式25,000株には割当て交付しな

いこととします。 

    

  

(4）合併交付金  

 合併交付金の支払はありません。 

    

  

(5）合併により発行する株式 

 合併に際して、ウェスコム株式会社の株主

に割当てる普通株式は、450,000株でありま

す。なお、新株の発行に代えて当社の所有す

る自己株式を移転するものとします。 
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注記事項 

（第３四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

    

  

(6）配当起算日  

 当社がウェスコム株式会社の株主に移転す

る株式にかかる配当起算日は、平成17年４月

１日であります。  

  (7）財産の引継 

 合併期日においてウェスコム株式会社の資

産、負債及び権利義務の一切を引き継ぐ。 

 なお、ウェスコム株式会社の平成17年３月

31日現在の財務状態は次のとおりでありま

す。 

 資産合計 582,783 千円 

 負債合計 331,509 千円 

 資本合計 251,274 千円 

      

 ―――   (サポート契約に係る売上計上基準）  

 サポート契約は、従来契約時に売上計

上しておりましたが、金額的重要性が増

してきたため、当第3四半期連結会計期間

より契約期間の経過に対応して売上計上

することとしました。この結果、従来の

方法によった場合に比較して営業損失、

経常損失、税金等調整前第3四半期純損失

がそれぞれ12,563千円多く計上されてお

ります。  

―――   

前第３四半期連結会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前連結会計年度 

（平成17年3月31日） 

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

91,685千円であります。 

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

129,236千円であります。 

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

90,823千円であります。 

※２.消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

※２.消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※２.       ―――   

※３.第３四半期末日満期手形の会計処理 

  第３四半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。なお当第３四半期会計期

間の末日は金融機関の休日であったため

次の期末日満期手形が第３四半期末残高

に含まれております。 

   受取手形      11,032千円 

※３.第３四半期末日満期手形の会計処理 

  第３四半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。なお当第３四半期会計期

間の末日は金融機関の休日であったため

次の期末日満期手形が第３四半期末残高

に含まれております。 

   受取手形      11,257千円 

※３.       ―――   

  ４.       ―――     ４.受取手形割引高は、2,140千円でありま

す。 

  ４.      ―――   
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（第３四半期連結損益計算書関係） 

（第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

  該当事項はありません。 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

※１．当社グループの売上高は、通常の営業

形態として、上半期に比べ下半期に受注製

作する割合が大きいため、連結会計年度の

上半期の売上高と下半期の売上高との間に

著しい相違があり、上半期と下半期の業績

に季節的変動があります。 

※１． 同 左 ※１.       ―――   

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次の通りであります。 

  千円

給与手当 125,318

賞与引当金繰入額 8,437

役員退職慰労引当金繰入額 7,430

研究開発費  40,158

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次の通りであります。 

  千円

役員報酬 58,199

給与手当 109,964

賞与引当金繰入額 6,918

役員退職慰労引当金繰入額  10,580

研究開発費    81,963

販売促進費    79,045

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次の通りであります。 

  千円

給与手当 170,671

賞与引当金繰入額 12,913

役員退職慰労引当金繰入額  9,730

研究開発費    80,978

 ※３．固定資産除却損の内訳は、次の通り

であります。 

  千円

建物 1,786

工具器具備品 779

ソフトウェア 20,174

       計 22,740

※３．固定資産除却損の内訳は、次の通りで

あります。 

  千円

建物 89

工具器具備品 236

ソフトウェア 9,504

       計 9,830

※３．固定資産除却損の内訳は、次の通りで

あります。 

  千円

建物 1,786

工具器具備品 901

ソフトウェア 20,174

       計 22,861

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日） 

※現金及び現金同等物の第3四半期期末残高

と第3四半期連結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第3四半期期末残高

と第3四半期連結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当期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成16年12月31日） 

現金及び預金勘定 211,373千円 

取得日から3ヶ月以内
に償還期限の到来する
短期投資(有価証券)   1,086,272千円 

現金及び現金同等物 1,297,645千円 

（平成17年12月31日） 

現金及び預金勘定 180,310千円 

取得日から3ヶ月以内
に償還期限の到来する
短期投資(有価証券)   941,866千円 

現金及び現金同等物 1,122,176千円 

（平成17年3月31日） 

現金及び預金勘定 166,372千円 

取得日から3ヶ月以内
に償還期限の到来する
短期投資(有価証券)   1,086,333千円 

現金及び現金同等物 1,252,705千円 
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（有価証券関係） 

 前第３四半期連結会計期間末（平成16年12月31日現在） 

当第３四半期連結会計期間末（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  

  取 得 原 価（千円） 
第３四半期連結貸借対照表計上額 

          （千円） 
差   額（千円） 

(1) 株式 8,060 9,200 1,140 

(2）債券       

 ① 国債・地方債等 － － － 

 ② 社債 214,048 223,751 9,703 

 ③ その他 － － － 

(3) その他 － － － 

  合    計 222,108 232,951 10,843 

 ２．時価のない主な有価証券の内容  

  第３四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

(1) その他有価証券   

  マネー・マネージメント・ファンド 880,688 

  フリー・ファイナンシャル・ファンド 205,584 

  非上場株式（店頭売買株式を除く） 11,354 

合        計 1,097,626 

 １．その他有価証券で時価のあるもの  

  取 得 原 価（千円） 
第３四半期連結貸借対照表計上額 

          （千円） 
差   額（千円） 

(1) 株式 8,060 11,740 3,680 

(2）債券       

 ① 国債・地方債等 － － － 

 ② 社債 224,608 247,573 22,965 

 ③ その他 － － － 

(3) その他 51,500 50,995 △505 

  合    計 284,168 310,308 26,140 

 ２．時価のない主な有価証券の内容  

  第３四半期連結貸借対照表計上額（千円) 

(1) その他有価証券   

  マネー・マネージメント・ファンド 841,840 

  フリー・ファイナンシャル・ファンド 100,025 

  投資事業組合出資金 96,788 

  非上場株式 11,124 

合        計 1,049,778 

- 16 -



前連結会計年度（平成17年3月31日現在） 

（デリバティブ取引関係） 

前第３四半期連結会計期間（自 平成16年4月1日  至 平成16年12月31日）、当第３四半期連結会計期間 （自 

平成17年4月1日  至 平成17年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

  当社グループは、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。 

（セグメント情報） 

１．【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成16年4月1日  至 平成16年12月31日）、当第３四半期連結会計期間 （自 

平成17年4月1日  至 平成17年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当連結グループは通信・リアルタイム0S関連製品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する製品等の製

造、販売を行っており、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．【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成16年4月1日  至 平成16年12月31日）、当第３四半期連結会計期間 （自 

平成17年4月1日  至 平成17年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

    本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

３．【海外売上高】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成16年4月1日  至 平成16年12月31日）、当第３四半期連結会計期間 （自 

平成17年4月1日  至 平成17年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

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

 １．その他有価証券で時価のあるもの  

  取 得 原 価（千円） 連結貸借対照表計上額(千円) 差   額（千円） 

(1) 株式 8,060 9,380 1,320 

(2）債券       

 ① 国債・地方債等 － － － 

 ② 社債 214,048 203,940 △10,107 

 ③ その他 － － － 

(3) その他 － － － 

  合    計 222,108 213,320 △8,787 

 ２．時価のない主な有価証券の内容  

  連結貸借対照表計上額(千円) 

(1) その他有価証券   

  マネー・マネージメント・ファンド 880,747 

  フリー・ファイナンシャル・ファンド 205,585 

  投資事業組合出資金 100,000 

  非上場株式 11,354 

合        計 1,197,687 
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（１株当たり情報） 

（注）１株当たり第３四半期（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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

５．【そ の 他】  

  該当事項はありません。 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額   488円09銭

１株当たり第3四半期純損失金額 80円89銭

１株当たり純資産額   384円64銭

１株当たり第3四半期純損失金額 41円50銭

1株当たり純資産額  443円19銭

1株当たり当期純損失金額 122円55銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり第3四半

期純利益金額については、潜在株式は存在す

るものの1株当たり第3四半期純損失であるた

め記載しておりません。 

   同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、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。 

  

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第３四半期(当期)純損失 (千円) 389,566 213,719 590,166 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る第３四半期(当期)純損失（千円) 389,566 213,719 590,166 

期中平均株式数（千株） 4,815 5,149 4,815 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり第３四半期（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（ストッ

クオプション）１種類(目的

となる株式の対象は普通株式

であり、株式の数は151,000

株)であります。 

 新株予約権1種類。なお、

この新株予約権は合併によ

りウェスコム株式会社から

承継したものであり、平成

17年9月30日においてすべて

行使されております。 

 旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権1種類。

なお、行使期間は平成17年3

月31日までであります。 
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平成18年３月期 第３四半期財務・業績の概況（個別） 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準           ： 中間財務諸表作成基準 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 会計監査人の関与               ： 有 

 四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年4月1日 ～ 平成17年12月31日） 

(1）経営成績の進捗状況                                               （百万円未満切捨）

 （注） 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。 

(2）財政状態の変動状況                                 （百万円未満切捨）

３．平成18年３月期の業績予想（平成17年4月1日 ～ 平成18年3月31日）             （百万円未満切捨）

 （参考） １株当たり予想当期純利益（通期）    △12円12銭 

 

  平成18年２月10日

上場会社名 エルミック・ウェスコム株式会社 （コード番号：４７７０ 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.elwsc.co.jp/ ）   

問合せ先  代表者役職・氏名 代表取締役社長 村島 一彌 ＴＥＬ：（０４５）６５０―４５００ 

責任者役職・氏名 取締役管理担当 安藤 貴三男   

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期第３四半期 971 20.0 △106 － △89 － △196 － 

17年３月期第３四半期 809 △18.3 △58 － △39 － △376 － 

（参考）17年３月期 1,215 △20.3 △25 － △4 － △596 － 

 
１株当たり四半期（当期）
純利益 

 円 銭 

18年３月期第３四半期 △38 23 

17年３月期第３四半期 △78 15 

（参考）17年３月期 △123 85 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期第３四半期 2,541 2,112 83.1 394 01 

17年３月期第３四半期 2,672 2,345 87.8 487 05 

（参考）17年３月期 2,427 2,110 86.9 438 18 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 １株当たり年間配当金 

中間 期末   

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

通期 1,663 40 △65 0 00 7 50 7 50 
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４．【四半期財務諸表】 

(1)【第３四半期貸借対照表】 

    
 

 

  
前第３四半期会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成17年3月31日） 

区 分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

(％）
金額（千円） 

構成比

(％）
金額（千円） 

構成比

(％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                 

１．現金及び預金   202,043   177,482    159,899   

２．受取手形       ※３ 116,034   157,346    91,868   

３．売掛金   236,877   239,903    305,528   

４．有価証券   1,086,272   941,866    1,086,333   

５．たな卸資産   165,279   152,581    87,918   

６．その他 ※２ 174,963   131,090    64,754   

    貸倒引当金   △38,116   △100    △100   

流動資産合計     1,943,354 72.7  1,800,171 70.8   1,796,203 74.0

Ⅱ  固定資産               

１．有形固定資産   ※１ 18,273   100,986    16,986   

２．無形固定資産   107,006   151,859    115,746   

３．投資その他の資産               

(1) 投資有価証券   244,306   418,221    324,674   

(2) 破産債権等   －   240,554    241,613   

(3) その他   441,651   70,561    170,719   

    貸倒引当金   △82,018   △240,379    △238,429   

投資その他の資産合計   603,938   488,959    498,579   

固定資産合計     729,218 27.3  741,806 29.2   631,312 26.0

資産合計     2,672,573 100.0  2,541,978 100.0   2,427,515 100.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成17年3月31日） 

区 分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

(％）
金額（千円） 

構成比

(％） 
金額（千円） 

構成比

(％）

（負債の部）                 

Ⅰ 流動負債             

１．買掛金   37,949   49,492    66,755   

２．未払法人税等   9,691   6,143    13,412   

３．賞与引当金   19,052   22,764    31,782   

４．その他      ※２ 91,443   84,700    33,693   

流動負債合計     158,137 5.9  163,099 6.4   145,644 6.0

Ⅱ  固定負債               

１．社債   －   42,000    －   

２．退職給付引当金   －   31,349    484   

３．役員退職慰労引当金   168,929   181,810    171,229   

４．その他   －   10,803    －   

固定負債合計     168,929 6.3  265,963 10.5   171,714 7.1

負債合計     327,066 12.2  429,063 16.9   317,358 13.1

（資本の部）               

Ⅰ  資本金     1,160,041 43.4  1,202,036 47.2   1,160,041 47.8

Ⅱ 資本剰余金               

１．資本準備金   773,486   300,000    773,486   

２．その他資本剰余金   685,665   808,006    685,665   

資本剰余金合計     1,459,152 54.6  1,108,006 43.6   1,459,152 60.1

Ⅲ  利益剰余金               

１．任意積立金   269,983   －    269,983   

２．第３四半期(当期)未処理

損失 
  364,927   196,845    585,011   

利益剰余金合計     △94,943 △3.5  △196,845 △7.7   △315,027 △13.0

Ⅳ  その他有価証券評価差額金     6,441 0.2  15,527 0.6   △8,787 △0.4

Ⅴ 自己株式     △185,184 △6.9  △15,810 △0.6   △185,220 △7.6

資本合計     2,345,506 87.8  2,112,914 83.1   2,110,157 86.9

負債・資本合計     2,672,573 100.0  2,541,978 100.0   2,427,515 100.0
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(2)【第３四半期損益計算書】 

                 

  
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年4月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年4月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成16年4月１日 

至 平成17年3月31日） 

区 分 
注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％） 

                   

Ⅰ 売上高     ※１   809,668 100.0   971,488 100.0   1,215,927 100.0 

Ⅱ 売上原価    438,548 54.2   562,826 57.9   650,157 53.5 

売上総利益    371,120 45.8   408,661 42.1   565,769 46.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    429,650 53.0   515,239 53.1   591,118 48.6 

営業損失    58,530 △7.2   106,577 △11.0   25,349 △2.1 

Ⅳ  営業外収益   ※２   19,026 2.4   20,820 2.1   24,701 2.1 

Ⅴ  営業外費用   ※３   426 0.1   4,201 0.4   3,449 0.3 

経常損失    39,930 △4.9   89,958 △9.3   4,097 △0.3 

Ⅵ  特別利益    ※４   53,159 6.5   54,750 5.6   53,159 4.4 

Ⅶ  特別損失     ※５   187,291 23.1   66,403 6.8   321,916 26.5 

税引前第３四半期(当期) 

純損失 
   174,062 △21.5   101,611 △10.5   272,853 △22.4 

法人税、住民税及び事業税  4,393     4,776     5,813     

法人税等調整額  197,893 202,287 25.0 90,457 95,233 9.8 317,765 323,579 26.7 

第３四半期(当期)純損失    376,349 △46.5   196,845 △20.3   596,433 △49.1 

前期繰越利益    11,421     －     11,421   

第３四半期(当期)未処理

損失 
   364,927     196,845     585,011   

                     

- 22 -



四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

１.資産の評価基準

及び評価方法 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同 左 

子会社株式及び関連会社株式 

同 左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

 第３四半期決算日の市場

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

  

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） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 なお、投資事業組合への

出資(証券取引法第2条第2

項により有価証券とみなさ

れるもの)については、組

合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む

方法によっております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 (2)たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法 

(2)たな卸資産 

商品 

同 左 

(2)たな卸資産 

商品 

同 左 

 製品・仕掛品・原材料 

総平均法による原価法 

製品・仕掛品・原材料 

同 左 

製品・仕掛品・原材料 

同 左 

２.固定資産の減価

償却の方法 

(1)有形固定資産 

法人税法に定める定率法 

(1)有形固定資産 

法人税法に定める定率法 

（ただし、平成10年4月1日以降

に取得した建物(附属設備を除

く)については定額法） 

(1)有形固定資産 

法人税法に定める定率法 

 (2)無形固定資産 

 市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数量に基づく

償却額と残存有効期間に基づく均

等配分額とを比較し、いずれか大

きい額を計上する方法、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）に基づく定額法を採用してお

ります。  

(2)無形固定資産 

同 左 

(2)無形固定資産 

同 左 

３.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 

(1)貸倒引当金 

同 左 
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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

 (2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支出に備えるた

め、将来支給見込額のうち当第3四

半期会計期間負担分を計上してお

ります。 

(2)賞与引当金 

同 左 

(2)賞与引当金 

 従業員の賞与の支出に備えるた

め、将来支給見込額の当期負担分を

計上しております。 

 (3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当第3四半期会計期間末におけ

る退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しておりま

す。なお、当第3四半期会計期間は

年金資産が退職給付債務を上回り

ましたため、前払年金費用（2,199

千円）を計上しております。 

(3)退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当第3四半期会計期間末におけ

る退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しておりま

す。 

(3)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

付債務および年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

 (4)役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため役員退職慰労金規程に基づ

く要支給額を計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

同 左 

(4)役員退職慰労引当金 

同 左 

４.その他四半期財

務諸表(財務諸表)

作成のための基本

となる重要な事項 

(1)匿名組合契約による持分の会計処

理 

 平成７年３月にレバレッジド・

リース参加契約（期間12年）を匿

名組合と締結いたしました。参加

時点の拠出金50,000千円は匿名組

合債権として認識し、その後の同

組合の直近の計算期末における純

資産の当社持分相当額を匿名組合

債権又は債務として処理し、ま

た、同組合の当期に属する損益の

当社持分相当額を匿名組合投資損

益として処理しております。 

 なお、当第3四半期会計期間にお

いて当該契約は解約されましたた

め、解約時点までの損益は匿名組

合投資損益として処理し、解約に

より発生した残余金分配額等を

「レバレッジド・リース解約益」

として特別利益に49,179千円計上

しております。 

(1)       ―――   (1)匿名組合契約による持分の会計処

理 

 平成７年３月にレバレッジド・

リース参加契約（期間12年）を匿

名組合と締結いたしました。参加

時点の拠出金50,000千円は匿名組

合債権として認識し、その後の同

組合の直近の計算期末における純

資産の当社持分相当額を匿名組合

債権又は債務として処理し、ま

た、同組合の当期に属する損益の

当社持分相当額を匿名組合投資損

益として処理しております。 

 なお、当事業年度において当該

契約は解約されましたため、解約

時点までの損益は匿名組合投資損

益として処理し、解約により発生

した残余金分配額等を「レバレッ

ジド・リース解約益」として特別

利益に49,179千円計上しておりま

す。 

 (2)消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(2)消費税等の会計処理 

同 左 

(2)消費税等の会計処理 

同 左 

 (3)法人税、住民税及び事業税の税額

計算 

 当事業年度の利益処分において

取崩すことを予定しているプログ

ラム準備金及び特別償却準備金の

額を反映させて計算しておりま

す。 

(3)       ―――   (3)       ―――   
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

追加情報 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

             ―――   （固定資産の減損に係る会計基準）              ―――   

  当第3四半期会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」(企業会計

審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第6号 平成15年10月31日)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。 

  

 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

（第３四半期貸借対照表） 

 「投資有価証券」は、前第３四半期まで、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、当第３四半期におい

て資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前第３四半期末の「投資有価証券」の金額は21,694千円

であります。 

 前第３四半期まで区分掲記していた「繰延税金資産（固定）」

（当第３四半期末の残高は112,649千円）は、資産の総額の100分

の5以下となったため、当第３四半期末より投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しております。  

（第３四半期貸借対照表） 

                ―――   

  

  

  

  

               ―――   

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

            ―――               ―――   

  

  

 当社とウェスコム株式会社は平成17年3月25日

に、平成17年7月1日を合併期日とする合併契約

書に調印しました。当該合併契約は平成17年5月

20日開催の当社とウェスコム株式会社の臨時株

主総会において、それぞれ承認されました。合

併契約の要旨は次のとおりであります。 

(1）合併期日   

 平成17年7月1日 

    

  

(2）合併方式   

 当社を存続会社とする吸収合併方式であ

ります。 

    

  

(3）合併比率     

 ウェスコム株式会社の普通株式1株に対

して、当社の普通株式6株を割当て交付し

ます。ただし、当社が所有するウェスコム

株式会社の普通株式25,000株には割当て交

付しないこととします。 

    

  

(4）合併交付金  

 合併交付金の支払はありません。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

    

  

(5）合併により発行する株式 

 合併に際して、ウェスコム株式会社の株

主に割当てる普通株式は、450,000株であ

ります。なお、新株の発行に代えて当社の

所有する自己株式を移転するものとしま

す。 

    

  

(6）配当起算日  

 当社がウェスコム株式会社の株主に移転

する株式にかかる配当起算日は、平成17年

4月1日であります。  

(7）財産の引継 

 合併期日においてウェスコム株式会社の

資産、負債及び権利義務の一切を引き継

ぐ。 

 なお、ウェスコム株式会社の平成17年3

月31日現在の財務状態は次のとおりであり

ます。 

 資産合計 582,783 千円 

 負債合計 331,509 千円 

 資本合計 251,274 千円 

      

 ―――   (サポート契約に係る売上計上基準）  

 サポート契約は、従来契約時に売上計

上しておりましたが、金額的重要性が増

してきたため、当第3四半期会計期間より

契約期間の経過に対応して売上計上する

こととしました。この結果、従来の方法

によった場合に比較して営業損失、経常

損失、税引前第3四半期純損失がそれぞれ

12,563千円多く計上されております。  

 ―――   

前第３四半期会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度末 

（平成17年３月31日） 

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

90,584千円であります。 

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

127,978千円であります。 

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

89,669千円であります。 

※２.消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

※２.消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※２.       ―――   

  

※３. 第３四半期末日満期手形の会計処理 

 第3四半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。なお当第3四半期会計期間の

末日は金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が第3四半期末残高に含

まれております。 

   受取手形  11,032千円 

※３. 第３四半期末日満期手形の会計処理 

 第3四半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。なお当第3四半期会計期間の

末日は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  11,257千円 

※３.       ―――   
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（四半期損益計算書関係） 

（リース取引関係） 

  該当事項はありません。 

（有価証券関係） 

 前第３四半期会計期間、当第３四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時

価のあるものはありません。 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

※１．当社の売上高は、通常の営業形態とし

て、上半期に比べ下半期に受注製作する

割合が大きいため、事業年度の上半期の

売上高と下半期の売上高との間に著しい

相違があり、上半期と下半期の業績に季

節的変動があります。 

 ※１．同左 ※１．       ―――   

※２．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,488千円 

有価証券利息 5,308千円 

受取配当金 2,610千円 

匿名組合投資利益 4,285千円 

業務受託料 3,465千円 

※２．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 75千円 

有価証券利息 13,228千円 

受取配当金 3,277千円 

業務受託料 2,280千円 

※２．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,402千円 

有価証券利息 9,883千円 

受取配当金 2,610千円 

匿名組合投資利益 4,285千円 

業務受託料 4,620千円 

※３．営業外費用のうち主要なもの 

為替差損 426千円 

※３．営業外費用のうち主要なもの 

社債利息 356千円 

新株発行費 595千円 

投資組合投資損失 3,212千円 

※３．営業外費用のうち主要なもの 

加算税等 3,054千円 

為替差損 394千円 

※４．特別利益のうち主要なもの 

レバレッジド・リース解約益 49,179千円 

投資有価証券売却益 3,980千円 

※４．特別利益のうち主要なもの 

受取保険金 54,750千円 

※４．特別利益のうち主要なもの 

レバレッジド・リース解約益 49,179千円 

投資有価証券売却益 3,980千円 

※５．特別損失のうち主要なもの 

貸倒引当金繰入額 118,634千円 

固定資産除却損 24,781千円 

棚卸資産評価損 18,492千円 

会員権評価損 900千円 

本社移転費用 24,482千円 

※５．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 9,830千円 

会員権評価損 700千円 

貸倒引当金繰入額 1,570千円 

合併費用 38,453千円 

役員弔慰金等 15,619千円 

投資有価証券評価損 229千円 

※５．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 24,902千円 

貸倒引当金繰入額 237,029千円 

会員権評価損 900千円 

棚卸資産評価損 34,601千円 

本社移転費用 24,482千円 

６．減価償却実施額 

有形固定資産  2,647千円 

無形固定資産 58,091千円 

６．減価償却実施額 

有形固定資産  4,054千円 

無形固定資産 62,806千円 

６．減価償却実施額 

有形固定資産  3,812千円 

無形固定資産 74,394千円 
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（１株当たり情報） 

（注）１株当たり第３四半期（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。 

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 

５．【その他】 

 該当事項はありません。 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額   487円05銭

１株当たり第3四半期純損失金額 78円15銭

１株当たり純資産額   394円01銭

１株当たり第3四半期純損失金額 38円23銭

１株当たり純資産額  438円18銭

１株当たり当期純損失金額 123円85銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり第3四半

期純利益金額については、潜在株式が存在す

るものの１株当たり第3四半期純損失である

ため記載しておりません。 

  同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、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。 

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第３四半期(当期)純損失（千円） 
376,349 196,845 596,433 

普通株主に帰属しない金額（千円) － － － 

普通株式に係る第３四半期(当期)純損失（千円） 376,349 196,845 596,433 

期中平均株式数（千株） 4,815 5,149 4,815 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり第3四半期（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（スト

ックオプション）１種類(目

的となる株式の対象は普通

株式であり、株式の数は

151,000株)であります。 

  新株予約権1種類。なお、

この新株予約権は合併によ

りウェスコム株式会社から

承継したものであり、平成

17年9月30日においてすべて

行使されております。 

 旧商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権１種

類。なお、行使期間は平成

17年3月31日まででありま

す。 
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