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１．平成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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 12,028 64.5 1,561 196.2 1,474 190.7

16年12月期 7,311 600.5 527 － 507 －

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 △24,376 － △39,071 87 － － △478.0 11.9 12.3

16年12月期 496 － 1,527 24 1,165 58 22.0 18.3 6.9

（注）①期中平均株式数 17年12月期 623,892株 16年12月期 325,011株

　　　②持分法投資損益 17年12月期 － 16年12月期 △28,854千円

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、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

17年12月期 0 00 0 00 0 00 － － －

16年12月期 0 00 0 00 0 00 － － －

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

17年12月期 20,733 6,366 30.7 5,549 87

16年12月期 4,090 3,833 93.7 8,902 69

（注）①期末発行済株式数 17年12月期 1,147,121株 16年12月期 430,558株

②期末自己株式数 17年12月期 125株 16年12月期 120株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

17年12月期 － － － －

16年12月期 398 △705 2,652 2,611

（注）平成17年12月期より連結財務諸表を作成しているため、平成17年12月期については記載しておりません。
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２．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
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

中間期 1,310 3 3 0 00 　― 　―

通　期 2,650 △357 △377 　― 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△328円74銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

  なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。
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６．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)

区分
注記
番号

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   2,611,373   12,291,688  

２．売掛金 ※１  415,556   956,081  

３．商品   －   0  

４．仕掛品   1,578   498  

５．貯蔵品   490   368  

６．前渡金   36,890   34,510  

７．前払費用   2,778   8,625  

８．仮払金   44,034   －  

９．関係会社短期貸付金   －   800,000  

10．その他   212   149,780  

貸倒引当金   △18   △299,985  

流動資産合計   3,112,894 76.1  13,941,567 67.2

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  6,927   8,012   

減価償却累計額  916 6,011  2,014 5,998  

(2）機械装置  －   110,000   

減価償却累計額  － －  42,447 67,552  

(3）工具器具備品  44,078   54,660   

減価償却累計額  28,869 15,208  33,294 21,366  

有形固定資産合計   21,219 0.5  94,917 0.5

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   1,998   3,372  

(2）電話加入権   1,242   1,242  

無形固定資産合計   3,240 0.1  4,615 0.0
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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)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産        

 (1）投資有価証券   186,944   0  

(2）関係会社株式   747,430   19,485,427  

(3）関係会社長期貸付金   ―   2,800,000  

(4）更生債権等   25,328   4,947,696  

(5) 長期前払費用   213   159  

(6）差入保証金   18,655   －  

(7) その他   －   1,920  

    投資損失引当金   －   △16,279,515  

貸倒引当金   △25,328   △4,296,028  

投資その他の資産合計   953,242 23.3  6,659,659 32.1

固定資産合計   977,703 23.9  6,759,191 32.6

Ⅲ　繰延資産        

１．社債発行費   －   32,517  

繰延資産合計   －   32,517 0.2

資産合計   4,090,597 100.0  20,733,276 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   209,299   930,499  

２．短期借入金   －   700,000  

３．一年以内返済予定の長期
借入金 

  －   555,000  

４．一年以内償還予定の社
　　債 

  －   200,000  

５．新株予約権付社債   －   9,700,000  

６．未払金   9,785   1,160,462  

７．未払費用   6,004   7,135  

８．未払法人税等   1,177   70,817  

９．未払消費税等   30,927   －  

10．前受金   －   709  

11．預り金   278   4,040  

流動負債合計   257,473 6.3  13,328,664 64.3

Ⅱ　固定負債        

１．社債   －   700,000  

２．長期借入金   －   185,000  

３．繰延税金負債   －   153,233  

固定負債合計   － －  1,038,233 5.0

負債合計   257,473 6.3  14,366,898 69.3
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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)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  2,872,733 70.2  8,519,250 41.1

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金  2,787,133   23,808,327   

資本剰余金合計   2,787,133 68.1  23,808,327 114.8

Ⅲ　利益剰余金        

１．当期未処理損失  1,796,224   26,172,849   

利益剰余金合計   △1,796,224 △43.9  △26,172,849 △126.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   △19,222 △0.4  223,262 1.1

Ⅴ　自己株式 ※３  △11,295 △0.3  △11,613 △0.1

資本合計   3,833,124 93.7  6,366,377 30.7

負債資本合計   4,090,597 100.0  20,733,276 100.0
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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)

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１       

１．ソフトウェア売上高  1,446,285   2,061,544   

２．機器売上高  5,865,388   8,062,935   

３．通信売上高  － 7,311,673 100.0 1,903,774 12,028,254 100.0

Ⅱ　売上原価 ※３       

１．ソフトウェア売上原価  1,052,433   1,432,467   

２．機器売上原価  5,346,653   6,494,043   

３．通信売上原価  － 6,399,087 87.5 1,424,332 9,350,844 77.7

売上総利益   912,586 12.5  2,677,410 22.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,3  384,827 5.3  1,116,338 9.3

営業利益   527,758 7.2  1,561,071 13.0

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  7,695   9,916   

２．受取配当金  2,315   18,500   

３．関係会社業務受託料  －   12,775   

４．その他  3,014 13,024 0.2 1,566 42,758 0.4

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  －   19,896   

２．新株発行費  27,762   76,316   

３．社債発行費償却  －   30,168   

４．その他  5,819 33,581 0.5 2,967 129,348 1.1

経常利益   507,201 6.9  1,474,481 12.3

Ⅵ　特別利益        

  １．関係会社株式売却益  － － － 50,000 50,000 0.4

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※４ 4,986   286   

２．営業権償却  －   4,000,000   

  ３．関係会社株式評価損  －   747,429   

  ４．関係会社株式売却損  －   186,560   

５．貸倒引当金繰入額  －   4,270,570   

６．投資損失引当金繰入額  －   16,279,515   

７．本社移転関連費用  4,585   －   

  ８．たな卸資産評価損  －   411,378   

９．その他  － 9,572 0.1 1,480 25,897,222 215.3

税引前当期純利益又は税引前当
期純損失（△）

  497,629 6.8  △24,372,740 △202.6
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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)

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

法人税、住民税及び事業税  1,258   3,884   

法人税等調整額  － 1,258 0.0 － 3,884 0.0

当期純利益又は当期純損失
（△）

  496,371 6.8  △24,376,624 △202.6

前期繰越損失   2,292,595   1,796,224  

当期未処理損失   1,796,224   26,172,849  
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売上原価明細書

　当社の原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

(1）ソフトウェア売上原価

  
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)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  237 0.0 632 0.0

Ⅱ　労務費  63,566 5.9 46,945 3.2

Ⅲ　経費 ※１ 1,022,471 94.1 1,415,700 96.8

当期総製造費用  1,086,274 100.0 1,463,278 100.0

期首仕掛品たな卸高  ―  1,578  

計  1,086,274  1,464,856  

他勘定への振替高 ※２ 32,262  31,890  

期末仕掛品たな卸高  1,578  498  

ソフトウェア売上原価  1,052,433  1,432,467  

      

（注）

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　経費の主な内訳は下記のとおりです。 ※１　経費の主な内訳は下記のとおりです。

外注費 989,258千円

通信費 1,213

リース料 1,256

地代家賃 2,291

減価償却費 2,211

外注費 1,393,324千円

事務用品費 2,780

減価償却費 571

  

  

※２　他勘定への振替高の内訳は下記のとおりです。 ※２　他勘定への振替高の内訳は下記のとおりです。

販売費及び一般管理費への振替高 販売費及び一般管理費への振替高

研究開発費 32,262千円 研究開発費 31,890千円

(2）機器売上原価

  
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)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　当期商品仕入高  5,346,653 100.0 6,494,043 100.0

商品売上その他原価  5,346,653 100.0 6,494,043 100.0
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(3）通信売上原価

  
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)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　通信設備使用料  － － 1,424,332 100.0

通信売上原価  － － 1,424,332 100.0

（注）当事業年度より通信サービス事業を開始しております。
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(3）キャッシュ・フロー計算書

 　当連結会計年度については、連結財務諸表に記載しております。

  
前事業年度

(自　平成16年１月１日
  至　平成16年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税引前当期純利益  497,629

２．減価償却費  10,898

３．貸倒引当金の増減額  △1,196

４．受取利息及び配当金  △10,010

５．新株発行費  27,762

６．有形固定資産除却損  4,986

７．売上債権の増減額  406,281

８．たな卸資産の増減額  4,201

 ９．その他資産の増減額  △20,271

10．未払消費税等の増減額  24,515

 11．仕入債務の増減額  △531,182

12．未払金の増減額  △24,255

13．その他負債の増減額  447

小計  389,807

14．利息及び配当金の受取額  10,010

15．法人税等の支払額  △1,441

営業活動によるキャッシュ・フロー  398,377

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

１．投資有価証券の取得による支出  △206,166

２．関係会社株式の取得による支出  △747,430

３．有形固定資産の取得による支出  △10,876

４．保証金等の差入れによる支出  △830

５．保証金の払戻しによる収入  9,590

６．長期貸付金の回収による収入  250,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △705,713

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

１．株式の発行による収入  2,681,250

２．新株発行費  △27,762

３．自己株式の取得による支出  △1,242

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,652,245

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  2,344,909

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  266,464

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  ※ 2,611,373
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(4）損失処理案

  
前事業年度

(平成16年12月期)
当事業年度

(平成17年12月期)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失  1,796,224 26,172,849

Ⅱ　次期繰越損失  1,796,224 26,172,849
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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)

――― 　当社は、当事業年度において、24,376百万円の当期純損

失を計上しました。また、平成17年10月に当社の主要取引

先である平成電電株式会社が民事再生法適用を申請したこ

とで、今後債務免除の要請を受けること、及び重要な取引

先を喪失するおそれがあります。当該状況により、継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社は当該状況を解消すべく、市場ニーズにあった商品

開発と営業力の強化のため組織再編を計画しており、それ

ぞれの収益の柱である事業の担当責任者を明確にすること

で、経営判断の迅速化、経営管理体制の強化を図ります。

当社の主力商品であるＺＯＯＭＡシリーズの販売や、デジ

タルアーカイブ事業の拡大、また、ＩＳＰ（インターネッ

ト・サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ接

続サービスの顧客獲得により効率的な業務遂行を期待して

おります。

　上記経営施策により次期業績は改善できるものと見込ま

れます。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 
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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) 関連会社株式

   　移動平均法による原価法によっており

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出）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

――― 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法
製品・仕掛品・貯蔵品

　個別法による原価法を採用しております。

商品・仕掛品・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

　  定率法によっております。

　  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

  建物              　　　５～16年

  工具器具備品　　  　　　５～20年

(1) 有形固定資産

　  定率法によっております。

　  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

  建物        　　　　　　５～16年

  機械装置  　　　　　　　３～６年 

  工具器具備品　　　　　　５～20年

 (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、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づいております。

(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、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づいております。

  　また、営業権については、発生時に一

括償却しております。 

４．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

    支出時に全額費用処理しております。

 (2) 社債発行費

――― 

(1) 新株発行費

 同　左

(2) 社債発行費

　　商法の規定により毎期均等額（３年、

若しくは償還期間が３年以内のものにつ

いてはその償還期間）を償却しておりま

す。

５．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及び貸倒

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。

(2) 投資損失引当金

――― 

(1) 貸倒引当金

同　左

 

 

  

 (2) 投資損失引当金

   　子会社株式の価値の減少に備えるため、

子会社の財政状態の実状を勘案した必要

額を計上しております。

　 

６．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
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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)

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期的な投資からなっております。

 ―――

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同　左

表示方法の変更

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)

（貸借対照表）

  前事業年度においては「仮払金」（917千円）を流動資

産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年

度は資産の総額の100分の１を超えたため、区分して表示

することに変更しました。

（損益計算書）

  前事業年度においては「受取配当金」（６千円）を営業

外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当事

業年度は営業外収益の100分の10を超えたため、区分して

表示することに変更しました。

（貸借対照表）

  前事業年度まで区分掲記しておりました「仮払金」（当

事業年度末残高787千円）は、資産の合計額の100分の１以

下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示する

ことにしました。

  前事業年度まで区分掲記しておりました「差入保証金」

（当事業年度末残高1,920千円）は、資産の合計額の100分

の１以下となったため、投資その他の資産の「その他」に

含めて表示することにしました。

―――
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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　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

　  れたものの他、次のものがあります。

※１　　　　　　　 　　―――

売掛金 350,625千円

※２　授権株式数及び発行済株式総数 ※２　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数  

普通株式 878,550株

発行済株式総数  

普通株式 430,678株

授権株式数

　普通株式

 

3,100,000株 

発行済株式総数

　普通株式

 

1,147,246株 

※３　当社が保有する自己株式の数 ※３　当社が保有する自己株式の数

普通株式 120株 普通株式 125株 

 　４                   ―――  　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223,262千円であ

ります。

 　５　資本の欠損の額は1,807,519千円であります。  　５　資本の欠損の額は26,184,463千円であります。

（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　この中に関係会社に対する売上高が2,367,678千円

　 含まれております。

 ※２　販売費及び一般管理費の主なもの

 ※１　                ―――

 ※２　販売費及び一般管理費の主なもの

役員報酬 29,000千円

給料・手当 81,591

通信費 18,650

支払報酬 17,569

賃借料 27,139

減価償却費 7,042

研究開発費 32,262

広告宣伝費 79,881千円

貸倒引当金繰入額 299,947

給料・手当 151,972

支払手数料 162,856

支払報酬 102,274

減価償却費 6,354

租税公課 72,840

販売費及び一般管理費のうち販売費の割合はおよ

そ13％であります。

販売費及び一般管理費のうち販売費の割合はおよ

そ7.2％であります。

※３　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　　 　　　 32,262千円

※３　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

　　　　　　　　　　　 　　　 31,890千円

※４　固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

建物 599千円

工具器具備品 4,387千円

　計 4,986千円

工具器具備品 286千円

　計 286千円
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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)

※　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

現金及び預金勘定と現金及び現金同等物は同額であり

ます。

 （注）当連結会計年度に係る「連結キャッシュ・フロー計算書」に関する注記については連結財務諸表における注記事項

として記載しております。
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①　リース取引

 　　　 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

 

②　有価証券

　　　　当連結会計年度に係る「有価証券」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは除く）に関する注記につ

いては、連結財務諸表における注記事項として記載しております。

   前事業年度（平成16年12月31日現在）

（１） 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 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。

（２） 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）

 貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の

(1)株式 ― ― ―

(2)債券 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

 貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1)株式 206,166 186,944 19,222

(2)債券 ― ― ―

(3)その他 ― ― ―

小計 206,166 186,944 19,222

合計 206,166 186,944 19,222

（３） 時価評価されていない有価証券

区分  貸借対照表計上額（千円）

 関連会社株式 747,430

　 なお、上記関連会社株式には時価はありません。

 当事業年度（平成17年12月31日現在）

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 2,138,600 2,090,500 48,100

 （注）当事業年度において、従来その他有価証券として保有していた株式（貸借対照表計上額1,352,783千円）を関連会

社株式に変更しております。これは、当事業年度において当該株式を追加取得したことにより、持分割合が増加した

ために変更したものであります。この結果、投資有価証券が1,352,783千円減少し、関連会社株式が1,729,280千円増

加及びその他有価証券評価差額金が223,262千円増加しております。 

 

③　デリバティブ取引

 　　　 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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④　税効果会計

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）  

減価償却超過額 10,539千円

貸倒引当金繰入超過額 10,316

関係会社株式評価損否認額 44,891

税務上の繰越欠損金 402,855

小計 468,602

評価性引当額 △468,602

差引 ―

　繰延税金資産（流動）  

未払事業税 27,569千円

小計 27,569

評価性引当額 △27,569

差引 ―

　繰延税金資産（固定）  

減価償却超過額 4,458

貸倒引当金繰入超過額 1,055,138

関係会社株式評価損否認額 349,095

営業権償却超過額 1,302,400

 棚卸資産評価損 167,430

投資損失引当金 6,625,762

税務上の繰越欠損金 1,116,822

小計 10,621,109

評価性引当額 △10,621,109

差引 ―

  繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △153,233　  

  合計 △153,233 

繰延税金負債の純額 153,233

 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％

 受取配当金等永久に益金に参入されない項目 △0.1％

 交際費等永久に損金に参入されない項目 0.1％

 繰越欠損金の利用 △39.2％

 評価性引当額の減少 △1.5％

 住民税均等割 0.2％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.2％

 　 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

の差異については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。

⑤　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）

 

前事業年度 

(自平成16年１月１日

  至平成16年12月31日)

 関連会社に対する投資の金額（千円） 747,430

 持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 718,575

 持分法を適用した場合の投資損益の額（千円） △28,854

　（注）当事業年度に係る「持分法損益等」に関する注記については連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。
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⑥　関連当事者との取引

 　　 　  当連結会計年度に係る「関連当事者との取引」に関する注記については、連結財務諸表における注記事項とし

て記載しております。

前事業年度（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

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
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の関

係会社

平成電電

㈱

東京都渋

谷区広尾
1,682,351

電気通信

事業

(被所有)

直接

17.63％

 役員

３名 

営業上

の取引
受託開発等 2,367,678 売掛金 350,625

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

 　　　　　上記会社への受託開発等についての価格その他取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件に

なっております。

 　　　２．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）役員及び個人主要株主等

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
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者
櫛間勝見 － －

当社代表

取締役
－ － －

社宅の賃貸

（注）
1,560 － －

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

　 　　　櫛間勝見の社宅の賃貸は、「賃貸社宅規程」に基づき、会社が借り上げ同氏に賃貸しているものであり、当社

負担額は、家主に支払う50％としております。

　　 　２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 8,902円69銭 　5,549円87銭

１株当たり当期純利益又は当期

純損失（△）
1,527円24銭 △39,071円87銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益

1,165円58銭 －

   当社は、平成16年６月18日付で株式１

株につき10株の株式分割を行っておりま

す。

　なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度における

１株当たり情報については、以下のとお

りとなります。

 １株当たり純資産額      3,079.10円

 １株当たり当期純損失      846.53円

  潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、前事業年度において当期純損

失を計上しているため記載しておりませ

ん。

  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。

　（注）１株当たり当期純損益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

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株当たり当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
  

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 496,371 △24,376,624

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又は当期純損失

（△）（千円）
496,371 △24,376,624

普通株式の期中平均株式数（株） 325,011 623,892

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

（千円）
   

当期純利益調整額（千円） － －

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算

　 定に用いられた普通株式増加数の主要な

　 内訳（株）

   新株予約権          100,844                ―――      

普通株式増加数（株） 100,844 　　　　―――     

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まなかった

潜在株式の概要

―――    ―――
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（重要な後発事象）

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.  営業譲渡契約の締結

  当社は、平成17年３月14日開催の取締役会において、

平成17年３月30日をもって電気通信事業を営む平成電

電株式会社より、同社営業部門のうち、ＩＳＰ（イン

ターネット・サービス・プロバイダ）向けダイヤルアッ

プ接続事業に関する営業を譲受ける決議をし、同日付

で営業譲渡契約を締結いたしました。

　なお、本件の契約の概要は次のとおりであります。

 (１) 営業譲受けの目的

  当社は、画像ビューワ「ＺＯＯＭＡ」を中心とす

るコンピューターのソフトウェア及びハードウェア

の開発、設計、製作及び販売を行ってまいりました

が、顧客基盤の拡充による販路の拡大、且つ一層の

企業価値向上を図るべく、平成電電株式会社よりＩ

ＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）向

けダイヤルアップ接続事業に関する営業を譲り受け

ることを決議いたしました。

 (２) 譲受け事業の内容

  ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）

向けダイヤルアップ接続事業に関する営業。

 (３）譲受け価額

  譲受け価額は4,110,000千円であり、その内訳は営

業権が4,000,000千円、機械設備が110,000千円であ

ります。

  2.  社債の発行

  当社は、平成17年３月14日開催の取締役会において、

平成17年３月30日を払込期日とする第三者割当ての方

法による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を

発行する決議をいたしました。

 (１) 本新株予約権付社債の名称

  ドリームテクノロジーズ株式会社第１回無担保転

換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権

付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権

付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、

新株予約権のみを「本新株予約権」という。）

 (２) 本新株予約権付社債の発行総額

　　  金30億円（額面総額30億円）

 (３) 発　行　価　額

  本社債の発行価額は額面100円につき金100円とし、

本新株予約権の発行価額は無償とする。

 (４) 償　還　価　額

　　  額面100円につき金100円

 (５) 利　　　　　率

　　  本社債には利息は付さない。

 (６) 償　還　期　限

      平成19年3月30日

 (７) 払込期日及び発行日

 　　 平成17年3月30日

 １．営業譲渡契約の締結

　当社は、平成18年１月20日開催の取締役会において、

平成18年１月20日をもって電気通信事業を営む株式会社

ＩＲＩコミュニケーションズより、同社営業部門のうち

ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業

者向けダイヤルアップ接続事業に関する営業を譲受ける

決議をし、同日付で営業譲渡契約を締結いたしました。

　なお、本件契約の内容は次のとおりであります。

 　(1) 営業譲受けの目的

　当社は、インターネット上での複合通信企業として

の地位確立を目指し、ＩＳＰ（インターネット・サー

ビス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ接続事

業に関する営業を行っておりますが、同事業の更なる

業容の拡大、かつ一層の企業価値向上を図るべく、株

式会社ＩＲＩコミュニケーションズよりＩＳＰ事業者

向けダイヤルアップ接続事業に関する営業を譲受ける

ことを決議いたしました。

 　(2) 営業譲受けの内容

　ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）

事業者向けダイヤルアップ接続事業に関する営業

 　(3) 譲受け価額

　譲受け価額は753,143千円であり、その内訳は営業権

が735,204千円、機械設備が17,939千円であります。

 ２．新株予約権（第三者割当て）の消却

　当社は平成18年１月25日開催の取締役会において、第

７回新株予約権（第三者割当て）について残存する本新

株予約権の全部を、消却することを決議致しました。な

お、本件契約の内容は次のとおりであります。

 　(1) 消却の理由

　昨今の株式市場の動向、当社における現在の資金需

要、即存の株主に与える影響等を総合的に考慮した結

果、発行要項第15項(2)号に従い、平成18年１月５日に

発行しました第７回新株予約権を消却することに致し

ました。なお、この消却につきましては、割当先であ

りますライブドア証券株式会社の承諾は得ております。

 　(2) 消却の内容

 　  ①　消却銘柄

　平成18年１月５日申込み第７回新株予約権（第三

者割当て）

 　　②　割当先

　　ライブドア証券株式会社

 　　③　消却日

　　平成18年２月27日

 　　④　消却されるべき本新株予約権

残存する本新株予約権200個

 　　⑤　消却に伴う支払価額

　20,000千円

　ただし、消却日までに権利行使があった場合には

減額となります。

　　 ⑥　消却後残存予約権

　　0個 
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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）

 (８) 資  金  用  途

  手取額29億９千万円については、全額を平成電電

株式会社からのＩＳＰ（インターネット・サービス・

プロバイダ）向けダイヤルアップ接続事業に関する

営業の譲受資金の一部に充当する予定であります。

 (９) 物上担保・保証の有無

  本社債には物上担保及び保証は付されておらず、

また本新株予約権付社債のために特に留保されてい

る資産はない。

 (10) 発行する新株予約権の総数

      40個

 (11) 本新株予約権の行使請求期間

      平成17年3月31日から平成19年3月27日まで

 (12) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

     ① 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

　    　  は、本社債の発行価額と同額とする。

     ② 転換価額は、当初69,000円とする。

 　　③ 転換価額の修正

本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下 

「修正日」という。）まで（同日を含まない。）

の3連続取引日（但し、終値のない日は除く。）の

株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値の平均値の90％に相当する金額の

１円未満の端数を切り上げた金額（以下「修正日

価額」という。）が、当該修正日の直前に有効な

転換価額を１円以上上回る場合又は下回る場合に

は、転換価額は、当該修正日以降、当該修正日価

額に修正される。但し、かかる修正後の転換価額

が103,500円（以下「上限転換価額」という。）を

上回ることとなる場合には転換価額は上限転換価

額とし、かかる修正後の転換価額が34,500円（以

下「下限転換価額」という。）を下回ることとな

る場合には転換価額は下限転換価額とする。上限

転換価額及び下限転換価額は、調整される。上記3

連続取引日の間に調整の原因となる事由が発生し

た場合には、当該３連続取引日の株式会社大阪証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

は当該事由を勘案して調整されるものとする。

本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修

正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際

に、当該本社債権者に対し、修正後の転換価額を

通知するものとする。
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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）

 (13) 繰上償還条項

  本社債権者は、いつでも、その保有する本社債の

全部又は一部を額面100円につき金100円で繰上償還

することを当社に対し請求する権利を有する。この

請求権を行使するために、本社債権者は、当該償還

期日の５営業日前までに、所定の償還請求書に、償

還を受けようとする本社債を表示し、請求の年月日

等を記載してこれに記名捺印したうえ、当該本新株

予約権付社債券を添えて償還金支払場所に預託しな

ければならない。

  3.  当社は、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規

定に基づき、平成17年３月29日開催の第10回定時株主

総会において、当社の提携先および協力先等の資金提

供者に対して、当社ビジネスの拡大に向けての資金調

達方法の多様化を目的とした新株予約権を付与するこ

とを決議いたしました。

  なお、当該決議の概要は以下のとおりであります。

 (１) 新株予約権の目的たる株式の種類および数 

  当社普通株式72,000株を上限とする。 なお、当社

が株式分割又は株式併合を行う場合、新株予約権の

目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、

かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で行使

されていない新株予約権の目的たる株式の数につい

てのみ行われるものとする。

（２）新株予約権の割当を受ける者　

      当社の提携先および協力先等の資金提供者

（３）発行する新株予約権の総数

72,000個を上限とする。

  なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式の

数は1株とする。

ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合に

は、上記（1）と同様の調整を行う。

（４）新株予約権の発行価額

      無償とする。

（５）新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

  新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの払

込金額（以下、「行使価額」という。）は、平成16

年11月24日から平成17年２月23日までの大阪証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均

値に0.9を乗じた価額とし、計算の結果生ずる１円未

満の端数はこれを切り上げ70,161円とする。

  なお、新株予約権発行後、当社普通株式の分割又

は併合が行われる場合、行使価額を調整するものと

する。

  新株予約権発行後に当社が他の会社と合併する場

合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と

する場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調

整されるものとする。

（６）新株予約権の権利行使期間

  平成17年５月２日から平成22年４月30日までとす

る。
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７．役員の異動
　役員の異動（平成18年３月29日開催第11回定時株主総会及び取締役会決定予定事項）

 

①　代表者の異動

  該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

    　　昇格予定取締役

    (新役職名)　　　　　　　(氏名)　　　　　　　　 (現在の役職)

  　 取締役管理本部長　　　　赤根　克洋　　　　　　 執行役員管理本部長　 

    　　新任監査役候補

    (新役職名)　　　　　　　(氏名)　　　　　　　　　　　　

   　非常勤監査役　　　　　　下村　昭彦

　　　　（注）下村昭彦氏は、「株式会社の監査等に関する特例に関する法律」第18条第１項に定める「社外監査役」で

あります。
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