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平成 18 年 ６ 月期   中間決算短信（非連結） 平成 18 年 ２ 月 10 日

上 場 会 社 名：株式会社IRIユビテック 上場取引所：大阪証券取引所 ヘラクレス市場 
コ ー ド 番 号：６６６２ 本社所在都道府県：東京都 
（ＵＲＬ http://www.ubiteq.co.jp ） 
代 表 者   役職名 代表取締役社長  氏名 荻野 司 

問 合 せ 先 責 任 者   役職名 取締役管理本部長 氏名 明石 直人    ＴＥＬ (03)3344－7511 
決算取締役会開催日 平成 18年 ２月 10日 中間配当制度の有無   有  
中間配当支払開始日 平成 －年 －月 －日      単元株制度採用の有無  無 
親会社等の名称：株式会社ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ総合研究所（コード番号：4741） 
 親会社等における当社の議決権所有比率 80.72％ 
 
１ 17年12月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日） 
(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円   ％
3,013    34.9 
2,234        -  

百万円   ％
370    76.4 
209        -  

百万円   ％
374    70.5 
219        -  

17年６月期 4,441    △31.7  501      16.6  465      9.0 
 

 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 

 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円   ％
213    84.9 
115        -  

円   銭
6,142   11  

           143      79   

円   銭
5,938   42  

              -       -   

17年６月期 261    △13.9  14,937      07 14,144      44 

(注)①持分法投資損益 17年12月中間期   －百万円  16年12月中間期  －百万円  17年６月期 －百万円
②期中平均株式数 17年12月中間期    34,723株  16年12月中間期  802,133株  17年６月期 16,247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) 配当状況 

 
１株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
年間配当金 

 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

円  銭 
0  00   
0  00  

円  銭
－  －  
－  － 

17年６月期 －  －      2,250   00  

 

 
(3) 財政状態 

 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月中間期 
16年12月中間期 

百万円
4,240      
2,720      

百万円
2,573      
1,791      

％ 
60.7    
65.9    

円   銭
74,108      11  
2,203      68  

17年６月期 3,441      2,418      70.3    138,182      00  

(注)①期末発行済株式数 17年12月中間期 34,723株  16年12月中間期 813,045株  17年６月期 17,361株 
②期末自己株式数  17年12月中間期   －株  16年12月中間期   －株  17年６月期   －株 

(4) 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

 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円 
207       
170       

百万円
△75   
7   

百万円 
△48    
10    

百万円
1,692   
837   

17年６月期 507       △5      454       1,606      
 
２ 18年６月期の業績予想(平成17年７月１日～平成18年６月30日) 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  
 

通 期 
百万円 

6,448       
百万円

619      
百万円

367      
円  銭 

875   00   
円  銭
－  － 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 10,569 円 12 銭 
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 18年６月期の連結業績予想(平成17年７月１日～平成18年６月30日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円 
6,665       

百万円
630      

百万円
362      

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 10,425 円 13 銭 
（注） 平成17年6月の子会社設立に伴い連結決算が生じますので、連結業績予想も併せて記載を
致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の予想は本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含ん
で掲載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予測とは大きく異なる結果と
なる可能性があります。また、18 年 6 月期に関しては連結決算を予定しております。連結予想
および上記業績予想に関する事項は添付資料の 13ページをご参照下さい。 
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１．企業集団の状況 

当社は、「いつでも」「どこでも」「誰でも」簡単にネットワークに接続し利用できる、ユビキタス社会の新

市場を創造するという使命のもと事業展開をしております。 

事業内容は大きく、１．映像事業（イメージングテクノロジー）、２．画像事業（センシングテクノロジー）、

３．モバイル・ユビキタス事業（ネットワーキングテクノロジー）に分けられます。当社の事業ドメインは、コン

サルティング、システム設計・開発機能をコア・コンピタンスとし、生産・品質管理までを手掛けています。

また、当社はファブレスメーカーであり、自社の製造設備は持たず、国内及び海外の製造委託会社で製

造を行っております。 

また、親会社は株式会社インターネット総合研究所であり、親会社に関する情報は 2.(８)「親会社等に

関する事項」のとおりであります。 

１． 映像事業（イメージングテクノロジー） 

 映像事業は、デジタル情報家電（液晶TV等）向け映像エンジンシステムの開発・生産を行っておりま

す。当社はソフト開発だけでなくハード機器の設計・製造も行うことが可能であり、より精細で高品位な

映像を映し出すための映像エンジンシステムの開発に日夜取り組んでおります。 

２．画像事業（センシングテクノロジー） 

 画像事業は、主にATM（オートテラーマシーン）に内蔵されている主要モジュールシステムの開発・

製造を行っております。このシステムは、検知・鑑別技術を核としており、その技術の応用範囲は広く、

複写機（OA事務機器）、ATM端末、医療機器（内視鏡、遠隔医療）等多岐に渡ります。近年、検知・鑑

別技術については、偽造硬貨・偽造紙幣・キャッシュカード偽造犯罪などの増加によりその精度の重

要性が高まっています。当社では時代のニーズに即した精度の高いセンシングテクノロジーの提供を

可能とするための努力を行っております。 

３．モバイル･ユビキタス事業（ネットワーキングテクノロジー） 

モバイル・ユビキタス事業は主に携帯電話端末の評価を行う品質管理業務及び次世代規格のワイ

ヤレスブロードバンドの設計や構築業務等を行っております。今後は前述の業務に加え、映像事業・

画像事業で培ってきたイメージングテクノロジー・センシングテクノロジーに、当社が保有するユビキタ

ス研究所の次世代ネットワーキングテクノロジー（IPｖ６）を融合し、「いつでも」「どこでも」「誰でも」ネッ

トワークに接続し利用できるユビキタス社会の創生、および新市場へ向けての新たな製品やサービス

の提供を行ってまいります。 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営方針 

(1)経営の基本方針 

 当社は、企業理念に「技術」と「顧客志向」を掲げています。「技術」は開発の仕方によって有用にも無用

にもなりえます。私たちは常に「顧客志向」をもって、社会に役立つ技術を提供してまいりたいと考えており

ます。この企業理念に基づき、当社のコアテクノロジーであるイメージングテクノロジー, センシングテクノロ

ジー, ネットワーキングテクノロジー を融合させ、「いつでも」「どこでも」「誰でも」ネットワークにアクセスしコ

ンピューターを使うことができるユビキタス時代の新市場を創造し、人に優しく環境に優しいシステムや製品、

サービスを世の中に提案し、貢献していくことを目指しています。 

 

(2)利益配分に関する基本方針 

 当社は「企業価値の最大化」に向け、将来の事業拡大に必要不可欠な人材への投資、設備投資等の成

長投資を実施するための内部留保の確保を致します。確保後は、業績を勘案しながら、可能な限り株主の

皆様に還元をしてまいります。第 29 期の配当実績につきましては 1 株あたりの配当金が 2,250 円（上場記

念配当の 500 円を含む）、配当性向は 15.1%であります。 

 

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は個人金融資産の資本市場への参加増大は重要であると認識しており、個人株主の皆様にわかり

やすい事業報告書作成や、ホームページの内容の充実等、株式の発行体という立場から個人株主を意識

した施策を順次実施してまいります。当中間期は個人投資家に向けた説明会も開催致しました。当社株式

投資単位の引下げにつきましては、株主重視の経営姿勢の下、業績の継続的成長が企業に課せられた

基本的使命であることを踏まえた上で、株価水準・株主数・株式の流動性・需要環境や費用対効果および

その他の状況の推移を考慮し、平成 17年 10月 12日の当社取締役会において 1株につき 2株の株式分

割を行うことを決議致しました。今後も株式投資単位につきましては適宜検討を続けてまいります。 

 

 

 

製 造 委 託 先 

得 意 先 

ﾓﾊﾞｲﾙ・ﾕﾋﾞｷﾀｽ事業 映像事業・画像事業 
 
 
 

当 社 

製品 技術評価 コンサル 製品 

製造委託 製品 
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（4）目標とする経営指標 

 当社が目標としているのは、継続的な営業利益の拡大と安定したキャッシュフローです。これは、プロジェ

クトごとの採算管理及び予算統制を厳密に行うことにより磐石な経営基盤を構築したいと考えているためで

す。今後は、株主の皆様からお預かりした資金を効率的に利用しているかどうかの株主資本利益率（ROE）

も重要な指標と位置づけ財務体質の強化を行ってまいります。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、前述「(1)経営の基本方針」を具体的に実現していくために以下を中長期的な経営戦略として位

置づけております。 

 

①映像事業・画像事業への注力 

当社が従来手掛けてきた、イメージングテクノロジー, センシングテクノロジーを中心とした事業を「技

術・製品・顧客」の３側面から展開させ、受注拡大を目指してまいります。また、顧客に対する企画提案力

を強化し、コンサルティング的な付加価値を高めてまいります。 

②映像事業・画像事業とネットワークの融合、モバイル・ユビキタス事業の拡大 

「いつでも」「どこでも」「誰でも」ネットワークにアクセスしコンピューターを使うことができるユビキタス社

会の創造においては、現在ネットワーク接続されていない各種端末（テレビなど初め各種家電等）のネッ

トワーク化が重要であると考えられます。このネットワークと端末の融合については当社が得意としている

イメージングテクノロジー, センシングテクノロジーに加えてネットワークテクノロジーが必要不可欠です。

当社は次世代規格のワイヤレスブロードバンド技術支援を通じて、ユビキタス社会の情報通信基盤の整

備を進めてまいります。今後は 3 つの技術を駆使した製品・サービスの企画提案から生産へと展開を目

指します。 

③パートナー連携 

当社 1 社のリソースでは現状、スピーディな成長を見込むことは難しくそのため同業種と異業種と、そ

れぞれ事業提携を行うことが必要であると考えております。 

同業種との事業提携による当社メリットは「リソースの獲得と事業規模の拡大」です。また異業種との事

業提携においては、「技術領域の補完による事業規模拡大」が享受できると考えております。各種企業と

の事業提携により、グローバル・ニッチ・カンパニーズの形成を目指してまいります。 

④グローバル展開 

製品開発システムのグローバル化を受けて、当社も世界市場への積極的な進出を図ってまいります。

第 29 期に設立した中国（香港）の子会社につきましては、営業活動を軌道に乗せるべく努力しておりま

す。 

 

(6)会社の対処すべき課題 

デジタル家電ブームや新紙幣導入による ATM 端末機の買い替え需要が一段落した現在、消費者の

新たなニーズを掘り起こし、新市場を創造するため当社はユビキタステクノロジーを駆使して人に優しく

環境に優しいシステムや、製品、サービスを世の中に提供するという使命のもと事業展開をしてまいりま

す。このような状況のもと当社と致しましては次にあげる課題に重点をおき対処していく方針です。 
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①新規取引企業の開拓 

当社の販売先は大手電気メーカーを中心とし、特定の企業への販売依存度が高い傾向が見られます。

今後は既存の顧客企業との信頼関係を保ちながら、新規取引先の開拓にも注力をしてまいります。 

②コスト削減 

当社は、近年顧客より厳しいコストダウンを要求されており、今後もより一層それに拍車がかかることは

確実視されております。それらの要求に対応すべく当社は、コスト削減の徹底化を図っております。具体

的には製造委託コスト及び製造委託先の見直し、部材購入費の洗い直し、一般経費の削減等を検討し

ており、今後も更なるコスト削減を実行してまいります。 

③優秀な人材の確保 

当社が必要とする人材については、転職市場において売り手傾向にあることから、新たな人材の確保

が困難な状況にあります。そのため、優秀な人材にとって魅力ある会社作り（インセンティブプランの充実、

研修制度の充実等）を行うと同時に、OJT によるエンジニアの教育にも力をいれてまいります。 

④国際標準規格への取組み（ISOの推進） 

当社は、「品質向上」に努め、顧客の満足度を高めるとともに、地球環境の保全が人類共通の課題で

あることを認識し、企業活動のあらゆる面で「品質向上」「地球環境保護」に配慮した事業活動を展開す

る環境・品質方針を掲げ、ホームページ等を通じ社外へ公開しております。 

また、平成15年12月に「無駄を避け、スリムで効果的な統合マネジメントシステムの構築」を目的とし、

環境・品質方針を具体的に進めるための ISO 推進室を設置し、ISO9001（品質）及び 14001（環境）の同

時取得へ向けての活動を開始し、平成16年 10月に両認証の取得に至りました。現在は、ISO9001及び

14001 の定着化と定期的な見直しと維持向上を目指し、ISO 推進室を中心に全社的な取り組みを継続し

ております。 

 

(7)コーポレート・ガバナンスの状況 

(1) 基本的な考え方 

当社は、取締役会を経営戦略の決定・実施の主軸とし、意思決定の迅速化を図り、事業環境にスピー

ディーな対応をすべく組織体制の整備をしてまいります。この組織体制の整備がコーポレート・ガバナン

スの充実に繋がるものと考えております。 

また、当社は公正かつタイムリーな情報開示を行い、経営の透明性を一層高めてまいります。 

  

(2) 実施状況 

①会社の経営上の意思決定、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 

a. 委員会等設置会社であるか監査役制度採用会社であるかの別 

当社は、監査役制度を採用しております。 

 

b. 取締役・監査役の選任の状況 

株主による選任の機会を増やすことで、取締役の責任をより明確にして経営環境の変化にも迅速な対

応が出来るように、平成15年9月から取締役の任期を1年としています。また、社外取締役を４名選任し、

監査役制度の充実、強化のため、監査役３名全員を社外監査役としております。 
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c. 業務執行・監視の仕組み 

業務執行については、取締役会を原則として毎月１回開催しており、重要事項はすべて付議され、

業績の進捗についても議論し、対策等を検討しております。取締役会には監査役も出席し、適切な経

営判断がなされているかの監視が行われております。また、取締役、監査役及び幹部を含めた業務

執行会議を毎週１回開催し、指示の徹底と情報の共有化を図っております。 

監視の仕組みとしては、監査役による取締役の業務執行の監視のほか、定期的に内部監査を実施

し、適正な業務の実施状況を監査しております。 

 

d. 弁護士・監査法人等その他の第三者の状況 

当社は、企業経営及び日常業務に関して、案件ごとに専門の弁護士と個別契約を締結し、様々な

参考意見や助言などの指導を適宜受けられる体制を設け、法務リスク管理体制の強化に努めており

ます。 

また、当社は、あずさ監査法人と商法監査及び証券取引法監査について監査契約を締結しており

ます。なお、当社と同監査法人または業務執行社員の間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はありません。 

  

② 会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

社外監査役３名については、いずれも人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は

ありません。 

  

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 

法令に基づく情報開示を適切に実施したほか、当社ホームページにおいて企業情報を公開するな

ど、積極的な情報開示に取り組みました。 
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(８)親会社等に関する事項 

 ①親会社等の商号等                                           (平成17年12月31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 

株式会社インターネット

総合研究所 

親会社 80.72 

（-） 

株式会社東京証券取引所 

   (注)親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

 

 ②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

当社の親会社 IRI は、平成 17年 12月 31日現在、当社株式の 80.72％を所有しております。IRI グル

ープは、主な事業内容として IP（Internet Protocol）技術による通信ネットワーク事業の再構築と新たな

産業の創出に努めています。IRI グループは中期事業戦略として「IP ネットワーク事業」及び「IP プラット

フォーム事業」を掲げております。当社は「IP プラットフォーム事業」の中心を担っており、主な事業内容

としてネットワークのプラットフォームとなる「モノ作り」（主として液晶プロジェクター、液晶 TV、ATM 端末

などの心臓部にあたる組込型システム等の設計・開発から製造）、次世代ネットワークに対応した新製品

の企画・開発等を行っております。 

 また、当社における役員 12 名のうち、同社の役員を兼ねるものは 2 名であり、その者の氏名並びに

当社および同社における役職は次のとおりです。取締役会長藤原洋は、当社の業務執行に必要な総

合的助言を得るために当社が招聘したものであります。 

 

 

 

 

 

 

③親会社等との取引に関する事項 

当中間会計期間の当社と IRI における営業上の取引関係については、以下のとおりであります。当社

の経営に重要な影響を与えるものはないものと考えております。 

      

 

 

 

  

④親会社等の将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係 

当社は今後もＩＲＩグループ事業の中で「IP プラットフォーム事業」の中心を担い、事業展開していくこ

ととなりますが、事業活動や経営判断においては親会社等からの一定の独立性を確保してまいりま

す。 

当社における役職 氏名 IRI における役職 

取締役会長 藤原 洋 代表取締役所長 

監査役 小林 稔忠 監査役 

売上高 14,557 千円

出向者負担金 13,881 千円

外注費 2,170 千円
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、企業部門の好調な影響が、雇用者数の増加や家計へと波及

し、個人消費の改善も見られました。一方米国、中国においての金融引き締め政策の日本経済への影響

や原油価格の動向が懸念材料となっております。 

 このような環境のもと、当中間会計期間の業績は売上高 3,013 百万円(前年同期比 34.9%増）、

営業利益 370 百万円(前年同期比 76.4%増）、経常利益 374 百万円(前年同期比 70.5%増）、中間純利

益は 213 百万円(前年同期比 84.9%増）となりました。 

 

事業部門別の概況は以下のとおりです。 

映像事業においては売上高は427百万円(前年同期比34.0％減)となりました。これは、旧型製品等の既

製品量産案件が減少したためですが、現在、自社開発したフルスペックハイビジョンの映像エンジンモジュ

ール「UBIRIS（ユビリス）」（商標登録出願中）の受注拡大に注力しております。ＦＰＤ展（パシフィコ横浜： 平

成 17 年 10 月 19 日より 21 日まで開催）、ＣＥＳ2006（米ラスベガス： 平成 18 年 1 月 5 日から 8 日まで開

催）三井物産株式会社プライベートショーに出展した結果、訪問各社から技術的に高い評価を受けました。

現在大手メーカー数社が「UBIRIS（ユビリス）」の機能評価を行っており、今後各メーカーの量産用に出荷し

たいと考えております。 

画像事業においては、売上高は 1,205 百万円(前年同期比 12.0％増)となりました。これは、新たに交通

機器市場への参入を果たすため、その第一歩として交通機器向け（主に券売機向け）液晶表示ユニット

の生産を受注したことによります。これを足掛かりとし、今後は当社の得意とする紙幣鑑別ユニット等のセン

シングモジュールの受注を目指してまいります。また当中間会計期間における画像事業については、セキ

ュリティ系のセンシングモジュールの開発やバージョンアップに注力致しました。これらの各種モジュールに

関しましては、第 3四半期以降出荷をしていく予定です。 

モバイル・ユビキタス事業においては、売上高は1,380百万円(前年同期比170.9％増)となりました。これ

は、携帯電話評価業務の受注が順調に拡大したことに加え、次世代無線ブロードバンドである WiMAX ネ

ットワーク支援事業において、ネットワーク設計・構築コンサルティング業務を順調に受注した事によるもの

です。今後も引き続き次世代無線ブロードバンドにおける技術開発に注力し事業拡大を図ってまいりま

す。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間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、売上債権の増加等により一部

相殺されたものの、税引前当期純利益 367 百万円、仕入債務の増加 367 百万円等があったことにより、前

事業年度末に比べ 85 百万円増加し、当中間会計期間末には 1,692 百万円となりました。 

また、当中間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） 

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は207百万円（前年同期は170百万円の収入）

となりました。 

これは、売上債権の増加 563 百万円があったものの、税引前中間純利益 367 百万円、仕入債務の増加

367 百万円等によるものであります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は 75 百万円（前年同期は 7 百万円の収入）と

なりました。 

これは、子会社新規設立による支出 37 百万円、敷金保証金の差入れによる支出 16 百万円等によるも

のです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は48百万円（前年同期は10百万円の収入）と

なりました。 

これは、主に配当金の支払額 38 百万円によるものです。 

 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

  平成16年6月

期 

平成16年12月

期中 

平成17年6月

期 

平成17年12月

期中 

自己資本比率 （％） 53.9 65.9 70.3 60.7 

時価ベースの自己資本比率 （％） － － 1,155.2 761.6 

債務償還年数 （年） － － － － 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 

（倍） － － － － 

(注)１．各指標は、いずれも財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

   ①自己資本比率：自己資本／総資産 

   ②時価ベースの自己資本比率:（期末株価最終値×期末発行済株式総数）／総資産 

   ③債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

   ④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 

なお、算出した債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオがマイナスになる場合には記載

を省略しております。 

２. 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。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

を対象としております。また、利払いはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

３．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、有利子負債及び利払いがないため、

それぞれ記載を省略しております。 

 

（３）事業等のリスク 

  以下における将来に関する事項は、提出日現在において判断したものです。 

 

①保有技術に関するリスク 

当社は過去から現在までに蓄積された豊富な技術・ノウハウを活用し、将来を見越した製品開発・提

案を行っております。しかし、当社における予想を超えた急激な技術の進歩、代替技術・代替商品の出

現、技術標準の変化等が発生した場合、対応が困難となり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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②仕入・生産・品質管理に関するリスク 

ａ．仕入について 

当社は、多数の外部取引先から部材の調達を行っております。製品の製造において使用する部材

の中には業界の需要増加や原材料の高騰により調達コストが増加する可能性を有するものも存在し

ております。その中でも特に価格変動が大きいものとして半導体メモリー等があげられますが、仮にこ

のような事象が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、調達した部

材に欠陥が認められた場合、当社製品の信頼性や評判に悪影響を及ぼし、当社の業績に影響を与

える可能性があります。 

b.海外製造拠点について 

当社は工場を保有せず、製造を外部委託するいわゆるファブレス生産を行っております。製品の

特性によって国内に工場を有する製造委託先と海外に工場を有する製造委託先とを使い分け機動

的な発注を行っており、画像事業における製造委託（外注費）のうち 48.0%（外注費全体に占める割

合は平成 18年 6月中間期 22.5%）が中国の製造委託先が運営する現地工場において製造されてい

ます。このため、仮に中国の製造委託先工場において製造に支障を来すようなトラブルが発生した場

合、または製造に支障を来すような法規制等が実施された場合等には、画像事業の複写機関連製

品の調達・販売計画に影響が生じ、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

c.品質管理について 

当社は、ISO9001 の取得により、世界的に認められている品質管理基準に従って製品の設計・製

造を行っており、製品の品質管理については慎重を期しておりますが、将来に渡って全ての製品に

欠陥が無く、製造物賠償責任請求等に伴う費用が発生しないという保証はないため、これらの事象が

発生した場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

③販売に関するリスク 

当社の映像事業、画像事業においては、ハード・ソフトの双方で新技術を開発し、販売していく展開

を考えております。しかしながら当社で開発する内容と同じ技術を大手電気メーカーが内製化にシフト

する可能性は少なからず存在し、この場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。また、当社

のモバイル・ユビキタス事業に関しては、今までにない新たな市場の創出を考えているため、その市場

規模や顧客ニーズが不透明な部分があり、業績への影響予想が困難であります。また、新サービスや

新システムについては、それらが市場に浸透し、具体的な売上に結び付くまで長期間に及ぶ可能性

があります。 

また、モバイル・ユビキタス事業では当中間会計期間の㈱YOZAN 向けの売上が全体の売上の

28.3%(モバイル・ユビキタス事業の売上の 61.7%)と依存度が高くなっております。㈱YOZAN は継続企

業の前提に疑義の注記が開示されておりますが、当中間会計期間末での債権回収状況に問題は生

じておりません。債権回収状況の遅れ等問題が発生した場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

 

④法規制等の導入や変更に関するリスク 

当社は、「製造物責任法(ＰＬ法）」、「国等により環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン

購入法）」、「産業廃棄物処理法」等の法規制に従って業務を遂行しております。将来におけるこれらの

法的規制の変更並びにそれらによって発生する事態が、当社の業務や業績等に悪影響を及ぼす可能
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性が考えられます。しかし、どのような影響が発生しうるかについてその種類・内容・程度等を予測するこ

とは困難であり、当社が適切に対応できない場合には、当社の財政状態及び業績に悪影響を与える可

能性があります。 

 

⑤知的財産権保護の限界 

当社は他社製品と差別化できる技術とノウハウを蓄積してまいりましたが、これら全てについての知的

財産権による完全な保護は困難な状況にあります。これに伴い、当社が所有する技術・ノウハウ・知的財

産権が流出・侵害される恐れ、また逆に当社が他社の所有する知的財産権を侵害してしまう恐れがあり、

当社がかかる事態を防止し、あるいは適切な回復をすることができない可能性があります。その場合、当

社の財政状態、業績及び社会的信用に悪影響を与える可能性があります。 

 

⑥人材に関するリスク 

a.特定の役員への依存度 

当社の代表取締役荻野司と常務取締役木津修治は、映像及び画像技術と製造に関する知識・経

験を有しており、当社の経営に深く関与しております。経営層は充実化しつつあると考えておりますが、

仮に両名に不測の事態等が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

b.人材の確保について 

当社の事業拡大には、技術開発を担えるようなアナログ回路設計や制御・組込み・ファームウェア

回路設計などの知識と経験をもった人材が不可欠です。しかし、当社が必要とする経験を持つ人材

は絶対数が少なく、転職市場において売り手市場の傾向にあります。このため、当社に所属するこれ

らの人材が流出した場合や、採用計画通りの人材確保が進まなかった場合、当社の事業拡大及び業

績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

c.小規模組織であることについて 

当社は平成 17 年 12 月 31 日現在、役員 12 名及び従業員 112 名と組織としては小規模であり、内

部管理体制も当社組織規模に応じたものとなっております。今後は事業拡大に応じ、管理本部の人員

も増強し、内部管理体制の一層の充実も図っていく方針であります。仮に、管理本部の適切な人員確

保に遅れが生じた場合、組織運営機能が一時的に低下する可能性があります。 

 

⑦取締役、監査役及び従業員に対するストックオプションについて 

平成 16 年 6 月 14 日開催の臨時株主総会、平成 16 年 9 月 16 日開催の定時株主総会、平成 16 年

12 月 1 日の臨時株主総会及び平成 17 年 9 月 16 日の定時株主総会の合計 4 回、商法第 280 条ノ 20

及び第 280 条ノ 21 の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行いました。これは、会社の利益

が取締役、監査役及び従業員個々の利益と一体化し、職務における動機付けをより向上させる目的で

導入したものであります。これに対し、当該新株予約権が行使された場合は当社の株式価値は希薄化

することとなり、また株式市場での需給バランスに変動が発生し、株価へ影響を及ぼすことが考えられま

す。また、当社は今後も同様のストックオプション等のインセンティブプランを継続して行うことを検討して

おり、更に株式価値の希薄化が生じる可能性があります。 
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(４)通期の見通し 

今後のわが国経済は、米国を中心とした世界景気の減速や個人消費の鈍化等の懸念材料はあるも

のの、緩やかな回復基調を維持するものと予測されます。 

このような環境の下、当社といたしましては引き続き、ユビキタス時代の新市場を創造し、人に優しく環

境に優しいシステムや製品、サービスを世の中に提案し、貢献していくことを目指しています。 

通期業績につきましては売上高6,448百万円、経常利益619百万円、当期純利益367百万円を見込

んでおります。 

また平成18年６月期においては、中国への販売を子会社でありますUbiteq HK Ltd.に一部移管し、

Ubiteq HK Ltd.を含む連結決算を予定しております。連結通期業績につきましては売上 6,665 百万円、

経常利益 630 百万円、当期純利益 362 百万円を見込んでおります。 
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３【中間財務諸表等】 
① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 
(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６月30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  837,516 1,692,472  1,606,826 

２ 受取手形 ※1 59,273 30,527  22,213 

３ 売掛金  1,153,540 1,607,614  1,052,646 

４ たな卸資産  278,144 421,056  298,253 

５ その他  60,167 125,923  144,889 

６ 貸倒引当金  － △1,378  △1,378 

流動資産合計   
2,388,642 87.8 3,876,217 91.4  3,123,452 90.8

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 ※2 36,716 27,986  36,976 

(2) 工具器具及
び備品 

※2 98,161 95,582  105,726 

有形固定資産
合計 

 134,877 123,569  142,702 

２ 無形固定資産  15,195 12,612  13,518 

３ 投資その他の
資産 

 
 

  

(1) 敷金保証金  134,717 140,220  124,013 

(2) その他  47,341 87,399  38,158 

投資その他の
資産合計 

 182,058 227,619  162,171 

固定資産合計   332,131 12.2 363,801 8.6  318,393 9.2

資産合計   2,720,774 100.0 4,240,018 100.0  3,441,845 100.0
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前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 
(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６月30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  支払手形 ※1 196,428 248,304  143,535 

２ 買掛金  416,934 848,940  585,920 

３ 未払金  － 220,024  91,054 

４ 未払法人税等  54,747 180,676  52,816 

５ 賞与引当金  24,349 －  － 

６ 役員賞与引当金  － 9,500  － 

７ その他  ※3 138,174 64,767  55,446 

流動負債合計   830,635 30.5 1,572,214 37.1  928,774 27.0

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金  98,445 94,489  94,969 

固定負債合計   98,445 3.6 94,489 2.2  94,969 2.7

負債合計   929,080 34.1 1,666,703 39.3  1,023,743 29.7

     

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   625,117 23.0 832,742 19.6  832,742 24.2

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  274,219 546,644  546,644 

資本剰余金合計   274,219 10.1 546,644 12.9  546,644 15.9

Ⅲ 利益剰余金     

１ 中間(当期)未処
分利益 

 892,357 1,193,928  1,038,715 

利益剰余金合計   892,357 32.8 1,193,928 28.2  1,038,715 30.2

資本合計   1,791,694 65.9 2,573,315 60.7  2,418,102 70.3

負債資本合計   2,720,774 100.0 4,240,018 100.0  3,441,845 100.0
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② 【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７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７月１日 
至 平成17年６月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   2,234,115 100.0 3,013,957 100.0  4,441,100 100.0

Ⅱ 売上原価  1,757,012 78.6 2,377,467 78.9 3,452,251 77.7

売上総利益  
 

477,103 21.4 636,489 21.1 
 
988,848 22.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  267,237 12.0 266,253 8.8 486,955 11.0

営業利益  
 

209,865 9.4 370,235 12.3 
 
501,893 11.3

Ⅳ 営業外収益 ※1  11,721 0.5 4,140 0.1  12,910 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※2 2,063 0.1 0 0.0 48,943 1.1

経常利益  
 

219,523 9.8 374,375 12.4 
 
465,860 10.5

Ⅵ 特別利益 ※3  - - - -  1,275 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4 21,418 0.9 6,530 0.2 24,318 0.5

税引前中間 
(当期)純利益 

 
 

198,105 8.9 367,844 12.2 
 
442,816 10.0

法人税、住民税 
及び事業税 

 51,111 176,460  146,469 

法人税等調整額  31,657 82,769 3.7 △21,893 154,567 5.1 34,653 181,123 4.1

中間(当期)純利益   115,335 5.2 213,277 7.1  261,693 5.9

前期繰越利益  777,021 980,650  777,021

中間(当期) 
未処分利益 

 892,357 1,193,928  1,038,715
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③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日
至 平成16年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日
至 平成17年６月30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     

税引前中間(当期)純利益  198,105 367,844 442,816 

減価償却費  24,559 24,768 56,228 

新株発行費  1,888 - 21,089 

株式公開費用  - - 26,493 

関係会社株式売却益  - - △1,275 

貸倒引当金の増減額（△減少額）  - - 1,378 

賞与引当金の増減額（△減少額）  2,503 - △21,846 

役員賞与引当金の増減額（△減少額）  - 9,500 - 

退職給付引当金の増減額（△減少額）  △4,820 △480 △8,296 

受取利息  △0 △44 △5 

為替差益  - △1,829 △925 

固定資産除却損  9,718 6,530 9,718 

売上債権の増減額（△増加額）  402,216 △563,281 540,169 

たな卸資産の増減額（△増加額）  136,970 △122,803 115,802 

仕入債務の増減額（△減少額）  △423,477 367,789 △307,384 

役員賞与の支払額  △13,000 △19,000 △13,000 

その他  △32,572 183,759 △119,221 

小計  302,091 252,753 741,741 

利息の受取額  0 44 5 

法人税等の支払額  △131,585 △45,331 △234,415 

営業活動によるキャッシュ・フロー  170,506 207,466 507,331 

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  △65,325 △9,287 △99,910 

無形固定資産の取得による支出  △1,602 △570 △1,602 

敷金保証金の差入れによる支出  - △16,207 - 

敷金保証金の回収による収入  74,354 - 85,057 

子会社新規設立による支出  - △37,375 - 

関係会社株式の売却による収入  - - 11,275 

投資有価証券の取得による支出  - △12,000 - 

投資活動によるキャッシュ・フロー  7,425 △75,439 △5,179 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

株式発行による収入  38,531 - 504,201 

株式発行による支出  - △4,821 - 

株式公開費用の支出  - △4,987 △21,505 

      配当金の支払額  △27,739 △38,401 △27,739 

財務活動によるキャッシュ・フロー  10,792 △48,210 454,956 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  - 1,829 925 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  188,724 85,646 958,034 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  648,791 1,606,826 648,791 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高 

※1 837,516 1,692,472 1,606,826 
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中間財務諸表作成の基本となる事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１ 資産の評価基準

及び評価方法 

(1)有価証券 

①子会社株式 

 移動平均法による原価法 

     － 

(1)有価証券 

①子会社株式 

  同 左 

②その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

 

(1)有価証券 

子会社株式 

  同 左 

     － 

 (2)たな卸資産 

①商品・製品・原材料 

  総平均法による原価法 

②仕掛品 

  個別法による原価法 

③貯蔵品 

  最終仕入原価法 

 

(2)たな卸資産 

①商品・製品・原材料 

  同 左 

②仕掛品 

  同 左 

③貯蔵品 

  同 左 

(2)たな卸資産 

①商品・製品・原材料 

  同 左 

②仕掛品 

  同 左 

③貯蔵品 

  同 左 

２ 固定資産の減価

償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法によっており

ます。 

なお、耐用年数及び残存

価格については、法人

税法に規定する方法と

同一の基準によってお

ります。 

  

(1) 有形固定資産 

同 左 

 

(1) 有形固定資産 

同 左 

 

 (2) 無形固定資産 

定額法によっておりま

す。なお自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(5年)に基づ

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 繰延資産の   

処理方法 

(1)新株発行費 

支出時に全額費用と

して処理しておりま

す。 

 

     －   (1)新株発行費 

支出時に全額費用とし

て処理しております。

 

４ 引当金の計上

基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損

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

検討し、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 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、支給見込額の当

中間期負担額を計上し

ております。 

           － (2) 賞与引当金 

当期より給与及び賞与を年

俸制に移行したことに伴い、

賞与引当金の設定を廃止して

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、当期末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき、当中間期末におい

て発生していると認め

られる額を計上してお

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、従業員との同意に基づ

き算定した当中間会計期間

末における退職給付債務に

基づき計上しております。 

当社は従来採用していた退

職一時金制度及び適格退職

年金制度を平成17年3月31日

に廃止し、その時点における

要支給額を将来の退職事由

に応じて支払うことを従業

員と同意しました。 

このため廃止日時点の要支

給額を基に退職給付債務を

算定しております。 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、従業員との同意に基づ

き算定した当期末における

退職給付債務に基づき計上

しております。 

当社は従来採用していた退

職一時金制度及び適格退職

年金制度を平成17年3月31日

に廃止し、その時点における

要支給額を将来の退職事由

に応じて支払うことを従業

員と同意しました。 

このため廃止日時点の要支

給額を基に退職給付債務を

算定しております。 

 

－ (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給

見込額の当中間会計期間負

担額を計上しております。 

(会計処理の変更) 

 役員賞与については、従

来利益処分案により株主総

会の決議を経て未処分利益

の減少として処理しており

ましたが、当中間会計期間

より｢役員賞与に関する会

計基準｣(企業会計基準委員

会 企業会計基準第4号平

成17年11月29日)に基づき、

発生時に費用処理しており

ます。この結果、従来に比

して、販売費及び一般管理

費が9,500千円増加し、営業

利益、計上利益及び税引前

中間純利益はそれぞれ

9,500千円減少しておりま

す。 

 

－ 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

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 同 左 

６ 中間キャッシ

ュ・フロー計

算書(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 同 左 

７ その他中間財

務諸表(財務

諸表)作成の

ための基本と

なる重要な事

項 

消費税及び地方消費税の処

理方法 

  税抜方式によっておりま

す。 

 

 

 

消費税及び地方消費税の処 

理方法 

 同 左 

消費税及び地方消費税の処

理方法 

同 左 
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会計処理の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

－ 

   

 

 

 

(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｣

(｢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｣(企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第

６号)を当中間会計期間から適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

 

        － 

 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

－ 

   

 

 

 

（中間貸借対照表） 

前中間会計期間において流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「未払金」（前中間会計期間69,323

千円）については資産総額の100分の５超となったため、

当中間会計期間より区分掲記しております。 

 

 

 

追加情報 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

（外形標準課税） 

 当中間会計期間から、「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 

実務対応報告第12号 平成16年2

月13日）の公表に伴い、法人事業

税の付加価値割及び資本割3,737

千円を「販売費及び一般管理費」

に計上しております。 

 

 

        － （外形標準課税） 

当期から「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 実務対応報告第12号

平成16年2月13日）の公表に伴い、法

人事業税の付加価値割及び資本割

9,278千円を「販売費及び一般管理

費」に計上しております。 
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１株当たり配当金の内訳 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日
 至 平成16年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 

普通株式 

(内訳) 

  普通配当 

 上場記念配当 

 特別配当 

円   銭 

       0    00 

円   銭 

         0    00 

円   銭 

            2,250      00 

 

            1,000      00 

              500      00 

              750      00 

 
１株当たり指標遡及修正値 

１株当たり指標を当中間期の数値を基準として、これまでに実施した株式分割等に伴う希薄化を

修正・調整した数値に表示しますと以下のとおりとなります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
 至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 

１株当たり当期純利益 

１株当たり配当金 

１株当たり株主資本 

円   銭 

        3,594     65 

                  0      00 

             55,092      09 

円   銭 

              7,468    54 

             1,125    00 

            69,091    00 

(注) １.株式併合を実施 
効力発生日 平成 17 年２月 19 日に 50：１の株式併合 

    ２.株式分割を実施 

効力発生日 平成 17 年 12 月 20 日に１：２の株式分割  
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発行済株式数の増減 

前中間会計期間 
(平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(平成17年12月31日) 

前事業年度 
(平成17年６月30日) 

１ 第三者割当増資(平成16年7月30日)

普通株数        2,400株 

１株の発行価額      2,258円 

上記のうち資本に組み入れない額  

1,120円 

２ 吸収分割による株式発行(平成 16年

10月 1日)  

普通株数         11,100株 

資本準備金        9,848千円 

３ 第三者割当増資(平成16年11月9日)

普通株数         7,000株 

１株の発行価額     5,000円 

上記のうち資本に組み入れない額  

2,500円 
 

１ 株式分割(平成 17年 12月 20日)

1株を 2株とする株式分割 

普通株数     17,361.9株 

 

１ 第三者割当増資(平成16年7月30日)

普通株数        2,400株 

１株の発行価額      2,258円 

上記のうち資本に組み入れない額  

1,120円 

２ 吸収分割による株式発行(平成 16年

10月 1日)  

普通株数         11,100株 

資本準備金        9,848千円 

３ 第三者割当増資(平成16年11月9日)

普通株数         7,000株 

１株の発行価額     5,000円 

上記のうち資本に組み入れない額  

2,500円 

４ 株式併合(平成 17年 2月 19日)  

50株を 1株とする株式併合 

普通株数     △796,784.1株 

５ 公募増資(平成 17年 6月 13日)  

普通株数           600株 

１株の引受価額    506,000円 

上記のうち資本に組み入れない額 

293,500円 

６ 第三者割当増資(平成17年6月28日)

普通株数          200株 

１株の引受価額    506,000円 

上記のうち資本に組み入れない額 

293,500円 

７ 新株予約権の権利行使（平成 16年 7

月 1日から平成 17年 6月 30日まで）

普通株数          301株 

１株の引受価額    250,000円 

上記のうち資本に組み入れない額 

125,000円 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度末 
(平成17年６月30日) 

※１ 中間期末日満期手形  

 中間期末日満期手形の会計処

理は手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間期

末日は金融機関の休日であった

ため、次の中間期末日満期手形が

中間期末日残高に含まれており

ます。 

 

受取手形 10,660千円 

支払手形 34,055千円 

※１ 中間期末日満期手形  

 中間期末日満期手形の会計処理

は手形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当中間期末日

は金融機関の休日であったため、

次の中間期末日満期手形が中間期

末日残高に含まれております。 

 

受取手形  1,639千円 

支払手形 50,598千円 

※１      － 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

277,652千円 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

327,670千円 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

307,644千円 

 

※３ 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、流動負債｢その

他｣に含めて表示しております。 

 

※３ 消費税等の取扱い   

同左 

 

３      － 

 

 
(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

   保険解約返戻金 11,575千円 

 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

   為替差益     3,475千円 

 

※１ 営業外収益の主要項目 

   保険解約返戻金 11,575千円 

 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

   新株発行費    1,888千円 

 

※２      － ※２ 営業外費用の主要項目 

   株式公開費用  26,493千円 

新株発行費   21,089千円 

 

※３     － ※３      － ※３ 特別利益の主要項目 

   関係会社株式売却益 

    1,275千円 

 

※４ 特別損失の主要項目 

   建物除却損    9,718千円 

   原状回復費   11,700千円 

※４ 特別損失の主要項目 

   建物除却損    6,467千円 

   工具器具及び備品除却損 

63千円 

※４ 特別損失の主要項目 

   建物除却損    9,718千円 

   原状回復費   14,600千円 

 

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産  22,982千円 

   無形固定資産   1,577千円 

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産  23,292千円 

   無形固定資産   1,475千円 

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産  52,974千円 

   無形固定資産   3,253千円 
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

と中間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) 
現金及び預金     837,516千円 
現金及び現金同等物   837,516千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

と中間貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成17年12月31日現在)
現金及び預金    1,692,472千円
現金及び現金同等物 1,692,472千円

 

※１ 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17年６月30日現在)
現金及び預金    1,606,826千円
現金及び現金同等物 1,606,826千円

２ 会社分割により承継した主な資
産及び負債の内訳は次のとおり
であります。また会社分割により
増加した資本準備金は9,848千円
であります。 

 
  資産 売掛金    48,397千円 
     前払費用     554千円 
     工具器具及び備品   

2,744千円 
  負債 未払金    41,848千円 

 

２      － ２      － 
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(リース取引関係) 
 

前中間会計期間(自 平成16年７月１日 至 平成16年12月31日) 

 当社の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、内容の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額が少額であるため、記載を

省略しております。 

 

当中間会計期間(自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日) 

 当社の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、内容の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額が少額であるため、記載を

省略しております。 

 

前事業年度(自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日) 

 当社の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、内容の重要性が乏しく、リース契約１件当たりの金額が少額であるため、記載を

省略しております。 

 

(有価証券関係) 

 

前中間会計期間末(平成16年12月31日) 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末(平成17年12月31日) 

 

１ 時価評価されていない主な有価証券 

 

内 容 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券 
非上場株式 

12,000

合 計 12,000

 

前事業年度末(平成17年６月30日) 

該当事項はありません。 
 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(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。 

当中間会計期間末(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。 

前事業年度末(平成17年６月30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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(１株当たり情報) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

 
1株当たり純資産額   2,203円68銭 

 
1株当たり純資産額   74,108円11銭 1株当たり純資産額   138,182円00銭

1株当たり中間純利益   143円79銭 1株当たり中間純利益   6,142円11銭 1株当たり当期純利益   14,937円07銭

潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 

潜在株式調整後 1株当たり中間純利

益については、新株予約権の残高があ

りますが、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できないため記

載しておりません。 

 

 

潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 

5,938円 42銭 

 

当社は平成 17年 1月 17日開催の臨時

株主総会において、平成 17年 2月 19日

付をもって普通株式 50 株を 1 株に併合

することを決議いたしました。また、当

社は平成 17年 10月 12日開催の取締役

会において平成 17年 12月 20日付をも

って普通株式 1株を 2株に分割すること

を決議いたしました。 

前期首に当該株式併合および当該株

式分割が行われたと仮定した場合にお

ける（1 株あたり情報）の各数値は以下

のとおりであります。 
 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日） 

１株当たり純資産額     55,092 円 09 銭 

１株当たり中間純利益    3,594 円 65 銭 

潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 

潜在株式調整後 1株当たり中間純利益

については、新株予約権の残高がありま

すが、当社株式は非上場であり、期中平

均株価が把握できないため記載してお

りません。 
 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
  至 平成17年６月30日） 

１株当たり純資産額    69,09１円 00 銭 

１株当たり純利益     7,468円 54銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

7,072円22銭 

 

潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 

14,144円 44銭 
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(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日
至 平成16年12月31日)

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日
至 平成17年６月30日)

１株当たり中間(当期)純利益 
 

中間損益計算書上の中間(当期)純利益
(千円) 

115,335 213,277 261,693

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 19,000

(うち利益処分による取締役賞与金) － － (19,000)

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 115,335 213,277 242,693

普通株式の期中平均株式数(株) 802,133 34,723 16,247

潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益  

 当期純利益調整額（千円） － － －

 普通株式の増加数（株） － 1,191 910

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後1株当たり中間(当期)純利益の算定
に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権2種類(新株
予約権の数1,292個、新
株予約権の目的となる
株式の数64,600株)。 

－ －
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

（第三者割当増資） 

当社は、平成 16 年６月 25 日開催の

取締役会において、下記のとおり第三

者割当による新株式の発行を決議し、

平成 16年 7月 29日に払込が完了しま

した。この結果、平成 16 年７月 30 日付

で資本金は 607,617 千円、発行済株式

総数 794,945 株となっております。 

１ 発行した株式の種類及び数      

普通株式  2,400 株 

２ 発行価格      １株につき2,258円 

３ 発行価格の総額       5,419 千円 

４ 資本組入額             1,138 円 

５ 資本組入額の総額     2,731 千円 

６ 払込期日     平成 16 年７月 29 日 

７ 配当起算日     平成16年７月１日 

８ 資金使途           運転資金 

 

           － (新株予約権発行) 

当社は平成17年９月16日開催の定時

株主総会において、商法第280条ノ20

及び第280条ノ21の規定に基づき当社

並びに当社子会社の取締役、監査役及

び従業員に対し特に有利な条件で新株

予約権を発行することについて決議い

たしました。 

１ 特に有利な条件をもって新株予約

権を発行する理由 

当社では、当社の取締役、監査

役および従業員の一部に対し、当

社への経営参加意識を高め、業績

がより反映された報酬体系とするた

め、ストックオプションとして新株予

約権を発行いたします。 

２ 新株予約権の発行日 

平成 17 年 11 月 30 日

３ 新株予約権の発行数      449 個

４ 新株予約権の発行価格    無償

５ 新株予約権の目的となる株式の種

類および数   普通株式 449 株

６ 各新株予約権の行使に際して払込

みをなすべき金額 

1株につき      1,412,000円

７ 新株予約権の行使期間 

平成 19年 10 月１日から平成 27年

９月 15 日まで 

 ８ 付与対象者 

    当社取締役、監査役及び従業員

計 24 名 
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前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

（新株予約権発行） 

当社は、平成 16年６月 14日臨時株

主総会で決議した商法第 280 条ノ 20

及び第 280 条ノ 21 の規定に基づくスト

ックオプションとしての新株予約権の発

行について、平成 16 年７月 23 日開催

の取締役会において具体的な内容を

決議し、下記のとおり発行しました。 

１ 特に有利な条件をもって新株予約

権を発行する理由 

当社では、当社の取締役、監査

役および従業員の一部に対し、当

社への経営参加意識を高め、業績

がより反映された報酬体系とするた

め、ストックオプションとして新株予

約権を発行いたします。 

２ 新株予約権の発行日 

平成 16 年７月 23 日 

３ 新株予約権の発行数      894 個 

４ 新株予約権の発行価格    無償 

５ 新株予約権の目的となる株式の種

類および数 普通株式 44,700 株 

６ 各新株予約権の行使に際して払込

みをなすべき金額 

各新株予約権の行使に際して払

込みをなすべき金額は、各新株予

約権の行使により発行または移転

する株式１株当たりの払込価額（以

下｢行使価額｣という。）に付与株式

数を乗じた金額とする。行使価額

は、2,258円とする。 

７ 新株予約権の行使期間 

平成 17年６月 14 日から平成 26年

６月 13 日まで 
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前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

８ 付与対象者 

    当社取締役 5 名、監査役 2 名及

び従業員75名並びに当社への出向

者 22 名 

 

 

（会社分割） 

当社は、平成16年８月10日開催

の取締役会において平成16年10月

１日付けで当社が株式会社インター

ネット総合研究所からユビキタス研

究所に関する営業を承継する吸収

分割することを決議し、分割契約書

に調印しました。 

１ 目的 

株式会社インターネット総合研究

所グループの中で、次世代ユビキタ

ス製品の研究・開発を当社に集約

する事で、研究・開発段階から設

計・製造段階までを一貫して手掛け

る事になり、迅速かつ機動的な意思

決定と総合的な製品・サービス提供

を可能とし、事業強化を図ります。 

２ 会社分割する分割会社の概要（平

成 16 年３月 31 日現在） 

イ 商号      株式会社インターネ

ット総合研究所 

ロ 事業内容  IP に関する研究開

発・新規事業開発、

グループ戦略立案、

関係会社管理等 

ハ 株主資本     10,561,987 千円 

ニ 総資産       14,263,803 千円 

ホ 従業員数    119 名（子会社へ

の出向含む） 
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前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

３ 承継する事業部門の内容 

イ 事業内容 IP に関する研究開発・ 

技術コンサルティング 

ロ ユビキタス研究所の経営成績 

（平成15年７月１日から平成16年 

３月 31 日まで） 

 

売上高 193 百万円 

売上総利益 33 百万円 

営業利益 18 百万円 

経常利益 18 百万円 

 

ハ 譲受資産、負債の項目および金額 

（平成 16 年３月 31 日現在） 

資産  

売掛金 84 百万円 

立替金 0百万円 

前払費用 1 百万円 

工具器具備品 11 百万円 

減価償却累計額 △5百万円 

負債  

未払金 30 百万円 

 

  ４ 分割の形態 

当社を承継会社とし、株式会社イン

ターネット総合研究所を分割会社とす

る分社型吸収分割です。 

５ 分割に際して発行する新株式及び 

 その割当 

 本分割に際して普通株式11,100株

を発行し、その全てを株式会社インタ

ーネット総合研究所に割り当てる。 

６ 増加すべき資本準備金 

当社が本分割に際して株式会社イ

ンターネット総合研究所より承継す

る財産の価額から承継する債務の額

を控除した額。 
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前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

（第三者割当増資） 

当社は、平成16年10月22日開催の取

締役会において、下記のとおり第三者

割当による新株式の発行を決議し、平

成16年11月９日に払込が完了しました。

この結果、平成16年11月９日付で資本

金は625,117千円、発行済株式総数

813,045株となっております。 

１ 発行した株式の種類及び数    

普通株式           7,000 株 

２ 発行価格     １株につき 5,000 円 

３  発行価格の総額      35,000 千円 

４ 資本組入額          2,500 円 

５ 資本組入額の総額     17,500 千円 

６ 払込期日      平成 16 年 11 月９日 

７ 配当起算日    平成 16年７月１日 

８ 資金使途            運転資金 
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前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

（新株予約権発行） 

当社は、平成16年12月１日臨時

株主総会で決議した商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規定に基づく

ストックオプションとしての新株予約

権の発行について、平成17年２月

18日開催の取締役会において具体

的な内容を決議し、下記のとおり発

行しました。 

１ 特に有利な条件をもって新株予約

権を発行する理由 

当社では、当社の取締役、監査

役および従業員の一部に対し、当

社への経営参加意識を高め、 業

績がより反映された報酬体系とする

ため、ストックオプションとして新株

予約権を発行いたします。 

２ 新株予約権の発行日 

 平成 16 年２月 18 日 

３ 新株予約権の発行数     400 個 

４ 新株予約権の発行価格   無償 

５ 新株予約権の目的となる株式の種

類および数  普通株式 20,000 株 

６ 各新株予約権の行使に際して払込

みをなすべき金額 

各新株予約権の行使に際して払

込みをなすべき金額は、各新株予

約権の行使により発行または移転

する株式１株当たりの払込価額（以

下｢行使価額｣という。）に付与株式

数を乗じた金額とする。行使価額

は、5,000円とする。 

７ 新株予約権の行使期間 

平成18年12月１日から平成26年

11 月 30 日まで 

 ８ 付与対象者 

    当社従業員 97名 
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４ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
  至 平成17年12月31日） 

比較増減 
事業部門 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
前年同期比
(％) 

映像事業 578,446 376,506 △201,939 △34.9 

画像事業 738,643 1,242,388 503,744 68.2 

モバイル・ユビキタス
事業 

306,292 734,395 428,103 139.8 

合計 1,623,381 2,353,290 729,908 45.0 

 
(注) １ 金額は、原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
 (2) 仕入実績 

当中間会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
  至 平成17年12月31日） 

比較増減 
事業部門 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
前年同期比
(％) 

モバイル・ユビキタス
事業 

81,936 84,680 2,744 3.3 

合計 81,936 84,680 2,744 3.3 

 
(注) １ 金額は、原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (3) 受注状況 

当中間会計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
  至 平成17年12月31日） 

比較増減 
事業部門 

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円)
受注残高(千
円) 

受注高(千円) 
受注残高(千
円) 

映像事業 723,915 199,990 377,113 39,080 △346,802 △160,910 

画像事業 942,205 108,580 1,088,612 117,562 146,407 8,981 

モバイル・ユビキタ
ス事業 

541,613 61,341 1,416,096 254,441 874,482 193,100 

合計 2,207,734 369,911 2,881,822 411,083 674,087 41,171 

 
(注)  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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(4) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日）

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
  至 平成17年12月31日） 

比較増減 
事業部門 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
前年同期比
(％) 

映像事業 648,200 427,563 △220,637 △34.0 

画像事業 1,076,281 1,205,640 129,359 12.0 

モバイル・ユビキタス
事業 

509,633 1,380,753 871,119 170.9 

合計 2,234,115 3,013,957 779,841 34.9 

(注)  １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
 

前中間会計期間 
（自 平成16年７月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年７月１日 
  至 平成17年12月31日） 相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

㈱YOZAN       －       － 851,836 28.3 

ボーダフォン㈱ 232,210 10.4 434,413 14.4 

テクナート㈱       －       － 394,236 13.1 

フジノン㈱ 
 旧富士写真光機㈱ 

518,675 23.2 335,906 11.1 

シャープ㈱ 451,970 20.2       －       － 

オムロン㈱ 315,651 14.1       －       － 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 富士写真光機㈱は平成 16年 10月 1日にフジノン㈱に社名変更しております。 

４ 前中間会計期間におけるテクナート㈱に対する販売高および割合ならびに当中間会計期間にお

けるシャープ㈱、オムロン㈱に対する販売高および割合については総売上高に対する割合が

10％未満のため記載を省略しております。 


