
１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）     △5,009円18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。 

平成18年3月期 決算短信（連結） 平成18年５月12日

上場会社名 トーメンサイバービジネス株式会社 上場取引所 東証マザーズ 

コード番号 2356 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.tomen-g.co.jp) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長   氏名 西村 拓美 

問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長   氏名 小岩井 孝一 ＴＥＬ  （03）5715－0620 

決算取締役会開催日 平成18年５月12日 

親会社等の名称 
ダイワボウ情報システム株式会社 

（コード番号：9912） 
親会社等における当社の議決権所有比率25.07％ 

米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （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 ％

18年３月期 1,194 47.9 △215 － △247 －

17年３月期 807 － △303 － △325 －

 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 ％ ％ ％

18年３月期 △237 － △21,910 35 － △40.3 △18.5 △20.7

17年３月期 △405 － △40,489 19 － △61.0 △28.7 △40.3

（注）①持分法投資損益 18年3月期 －百万円 17年3月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年3月期       10,857株 17年3月期 10,014株

③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 

⑤連結財務諸表は平成17年３月期より作成しておりますので、17年３月期は前期との比較については記載しており

ません。 

(2）連結財政状態 （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

18年３月期 1,494 728 48.8 60,835 70

17年３月期 1,183 451 38.2 45,102 55

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期       11,978株 17年３月期 10,014株

(3）連結キャッシュ・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

18年３月期 △382 △49 438 864

17年３月期 △329 △26 484 857

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 １社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

中間期 530  △130  △140  

通 期 1,550  △50  △60  



１．企業集団の状況 

 当社グループは、当社と子会社１社で構成されております。 

 当社グループの事業内容は、技術革新を続ける情報コミュニケーション分野において、「ネット関連ソフトウェア事

業」と「ネットインフラ構築事業」の２事業を基軸に展開しております。それぞれの事業の概要は次のとおりです。 

(1) ネット関連ソフトウェア事業 

 「ネット関連ソフトウェア事業」は、「オフィスワークスタイルの変革に伴うコミュニケーションのIP Convergence

（IP統合）のニーズを捉える」を事業コンセプトとし、「ビジュアルコミュニケーション部門」と「ミドルウェア部

門」の２部門から構成されています。「ビジュアルコミュニケーション部門」では、リアルタイムコミュニケーション

ツールとしてのビデオ会議ソフトウェア「Visual Nexus」の開発・販売を行っております。同製品の世界展開のため

に、平成16年４月に子会社としてVisual Nexus Limitedを英国に設立しました。「ミドルウェア部門」では、主として

米国Tarantella社*および英国Propalms社が開発したアプリケーションサーバー系ミドルウェア製品の輸入・日本語

化・販売、ならびに平成17年３月より、米国NeoAccel社が開発・販売するリモートアクセスセキュリティ製品の輸入・

日本語化・販売を本格化しております。 

注）*Tarantella社は、平成17年７月に米国Sun Microsystems社に買収されたため、現在Sun Microsystems社との間で

今後の販売契約等について交渉を進めております。 

(2) ネットインフラ構築事業 

 「ネットインフラ構築事業」は、「光ネットワーク社会、ユビキタスネットワーク社会のネットワークソリューショ

ン」を事業テーマとし、「アクセスソリューション部門」と「センターソリューション部門」の２部門から構成されて

います。「アクセスソリューション部門」では、マンションなどの集合住宅向けのブロードバンド通信機器、ホテルや

展示会場などの来訪者向け施設のブロードバンドアクセス通信機器等の開発・販売、および集合住宅における放送・通

信の光統合ソリューションの提供を行っております。また、新たなユビキタスネットワーク社会におけるインフラソリ

ューションとして、アドホック型ネットワーク機器*の開発にも取り組んでおります。「センターソリューション部

門」では、ケーブルインターネット事業を営むケーブルテレビ局向けに、インターネット通信センターシステムの設

計・構築・保守等のサービスを提供するとともに関連通信機器の販売を行っておりましたが、ケーブルテレビインター

ネット加入者数の増加率の鈍化を踏まえ、クラスターサーバーソリューション*分野に本格参入いたしました。 

注) *アドホック型ネットワーク：通常の無線LANシステムにおいて必要であったアクセスポイントを必要とせず、複数

の端末同士のみで自立的に形成される通信ネットワーク。 

 *クラスターサーバーソリューション：従来高額のスーパーコンピューターでしかこなせなかった超高速演算を、

複数のサーバーを超高速スイッチで接続し分散演算させることで、スーパーコンピューターより安価にスーパー

コンピューターと同等の演算能力を得るものです。科学技術分野で利用されていたこれら「超高速演算」テクノ

ロジーは、産業分野へ対象アプリケーションの裾野を広げ始めています。 

 以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりです。 

 

情報通信機器・機材メーカー，ソフトウェアベンダー,
開発生産パートナー,施工協力業者等

トーメンサイバービジネス株式会社

代理店（SI/VAR等）

　　　　　　　　顧　　　　　客　　　　　　　　　　　　海　　　外

製･商品/保守

代理店（SI/VAR等）

Visual Nexus Limited
（連結子会社）

製･商品/保守
施工業務

製･商品/保守
施工業務

製･商品/保守

製品/保守

製品/保守

製品/保守

（その他の関係会社）
ダイワボウ情報
システム㈱

製･商品
/保守

商品

商品
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２．経営方針 

   (1)経営の基本方針 

 当社グループは、経営方針第１項に「情報コミュニケーション分野において、他には無い卓越した製品・サー

ビスを提供し、市場において強いPresenceを築くことを目指す。」を掲げ、常に「先駆性」と「独自性」を基軸

に事業を展開し、経営基盤の強化、企業価値の長期的向上に努め、ステークホルダーの皆様の期待に応えていき

たいと考えております。 

企業理念 

 当社は「自由闊達、FAIR ＆ OPEN」を信条とし、 

①社員に対しては「Justice ＆ Opportunity」*が約束され、且つ愉快な職場 

②市場に対しては ユニークな価値の創造をもって貢献する個性的な技能集団 

③時・機会に対しては、慣例・形式を変革させることを恐れない革新的な組織 

④全てのシーンに正直、公正であることを重んじ、倫理・理念を優先する誇りある企業でありたい 

(注)* 責任を伴う自主独立性と公正評価と公正処遇、自己実現・成長の機会 

経営方針 

①情報コミュニケーション分野において、他には無い卓越した製品・サービスを提供し、市場において強い

Presenceを築くことを目指す 

②全社員に働く喜びと尊厳を共感できる社風を育てることを目指す 

③持てる経営資源を適正配分し、経営基盤の強化と企業の長期的発展を目指す 

④企業理念の信奉と経営方針の直向きな実践を通じ、企業価値の長期的向上を目指す 

   (2)利益配分に関する基本方針 

 当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実

施していくことを基本方針としております。当期に関しましては、欠損となったことから、株主の皆様には大変

申し訳ございませんが、無配とさせていただく予定であります。 

  欠損金を早期に解消して復配と内部留保の確保を実施すべく、一日も早い業績の回復に向けて役員・従業員と

もに全力を傾注し、株主の皆様のご期待に添えるよう努力する所存であります。 

  なお、従業員のモチベーションを高め、以て会社利益への貢献度を高め最終的に株主利益に繋げることを目的

としたストックオプション制度を導入しております。 

   (3)目標とする経営指標 

 当社は、常に情報コミュニケーション分野において先駆的な製品を提供するために、新製品の開発に取り組ん

でおります。新製品の開発は、相対的にリスクの高い案件であり、充実した株主資本を必要とします。従って、

常に50％程度の株主資本比率を維持し、これをできるだけ高めていくことを目標としております。 

 また、開発資金を常に必要とする業態ではありますが、安定性の観点からDER（有利子負債比率）を常に1.0倍

以下に抑えることを目標としております。 

   (4)中長期的な経営戦略 

 当社は、事業環境の変遷の激しい当業界において、技術の進化・変容、競合新製品の登場、それらに伴う市場

の変化・ニーズの変化等に応じて、またはそれらの変化を予想して、事業ポートフォリオを構築し、企業の成長

を維持すべく努めてまいります。2010年（平成22年）に東京証券取引所市場第二部上場を目指すと言う目標に向

かって着実に歩を進めて行きたいと考えております。 

 平成17年10月には、開発案件という相対的にリスクの高い事業のためのリスクバッファーおよび開発等の資金

確保のため、約５億円の第三者割当増資を実行し株主資本を拡充いたしました。この資金を有効に活用すること

で収益力の拡大を図ってまいります。当連結会計年度中には、VisualNexusのR&D機能強化ならびに新規事業立ち

上げのための人員増強を行いました。 

 また今期以降は、業容拡大の有効な一手法として本業とシナジー効果の高い企業のM&Aの可能性を追求してま

いります。 
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 「ネット関連ソフトウェア事業」は、企業に代表される目的組織の、ブロードバンド通信インフラを利用し

て、生産性、利便性、業務効率を向上させるソフトウェアの開発・提供を行います。「ビジュアルコミュニケー

ション部門」では、当社独自開発の多地点ビデオ会議ソフトウェア「Visual Nexus」を、従来型ハードウェアタ

イプのビデオ会議端末との相互接続を可能にした国際標準規格準拠の製品として、国内、さらには世界に向けて

販売を進めてまいります。「ミドルウェア部門」では、当社が国内独占販売権を有する米国Tarantella社および

英国Propalms社SBCツール製品*を、既存の基幹情報システムの「TCO（維持管理費用）削減」、「柔軟なリモー

トアクセス機能付加」に加え、「内部者からの情報漏洩対策」という切り口から販売を進めてまいります。ま

た、米国NeoAccel社のリモートアクセスセキュリティ製品「SSL VPN-Plus」を平成17年３月から市場投入し製品

ラインナップを拡充いたしました。これら主力製品に加え、次世代オフィスワークスタイルの変革を睨んだ「コ

ラボレーション」「リモートアクセス」と「セキュリティ」をキーワードとする新製品・商権の開発・開拓を進

めていく所存であります。 

 「ネットインフラ構築事業」は、従来よりマンション等の集合住宅棟内のブロードバンド化ソリューション、

ケーブルテレビ局のインターネット通信システムの設計・構築を中心とした事業活動を展開してまいりました。

当社におけるこれら対象市場の成長は鈍化傾向にあり、事業ポートフォリオの組換えに取り組んでおります。

「アクセスソリューション部門」では、蓄積技術・既存商権を維持しながら、「ユビキタスネットワークへの応

用」と「光ファイバーによる放送と通信の融合」をテーマとしたブロードバンド通信の新たな応用形態を前提と

したインフラソリューションを開発・提供してまいります。また、ユビキタスネットワーク社会におけるインフ

ラソリューションとして、アドホック型ネットワーク機器の開発にも取り組んでまいります。「センターソリュ

ーション部門」では、今後の市場の急速な拡大が見込まれるクラスターサーバーソリューション分野に、当連結

会計年度に新たに参入いたしました。 

(注)* SBCツール製品：アプリケーションをサーバーコンピュータで一括集中運営管理することを「サーバ

ー・ベース・コンピューティング(SBC)」といいます。クライアント端末管理の煩雑さを解消（システム

維持管理費用（TCO）の削減）、インターネットを利用したリモートアクセス展開が容易というメリット

に加えて、クライアント端末にはアプリケーションソフトやデータを保持させないため、情報漏洩に対す

る対策として注目を集めています。既存のアプリケーションに手を加えることをせずに、サーバー・ベー

ス・コンピューティング（SBC）化するためのツールを「SBCツール」と称します。 

   (5)会社の対処すべき課題 

① 「ネット関連ソフトウェア事業」 

 「オフィスワークスタイルの変革」、「オフィスコミュニケーションのIP統合」が徐々に顕在化していくな

か、ソフトウェアタイプのビデオ会議製品の優位性・差別化要素が、市場で認知・評価され始めており、

「Visual Nexus」拡販のため、一層の製品知名度向上への販促宣伝活動ならびに通信系SIパートナーとの提携強

化・拡大を図ります。現時点の最大の課題の一つは、欧米市場への同製品販売に向けて平成16年４月に設立し

た、子会社のVisual Nexus Limitedの本格立ち上げであります。同社に対して当連結会計年度に重点的な経営資

源の投下を行っており、次第に販売網の強化など営業体制が整いつつあります。 

 SBCツール製品に関しましては、平成17年７月にTarantella社を買収した米国Sun Microsystems社との間で今

後の販売契約について合理的な決着に至るよう協議を継続中であります。 

 Propalms社SBCツール製品、NeoAccel社リモートアクセスセキュリティ製品などについては、売上拡大に向け

て、同社ブランドの市場浸透のための販促宣伝活動、ならびに販売提携パートナーの開拓を行ないます。また、

セキュアリモートアクセス関連新商権の開発活動にも、継続的に取り組んでまいります。 

② 「ネットインフラ構築事業」 

 従来の主力であったVDSL製品*や、主としてホテルなどの来訪者向け通信・セキュリティーニーズを取り込ん

だ新たな通信機器製品の販売に加え、ユビキタスネットワーク社会における新たなインフラソリューションとし

て、アドホック型ネットワーク機器の開発・事業化に取り組んでまいります。また、高品質のデジタル放送が普

及していくなか、マンション棟内「放送システム＋インターネット通信」の最高品質インフラとしてのFTTRソリ

ューション*展開において、販促宣伝活動ならびに事業パートナーとの提携強化により、事業規模の拡大と収益

性の向上を図ります。 

 さらに、新規事業として立ち上げたクラスターサーバーソリューション事業の拡大を図ります。 

- 3 -



③ 事業管理 

 事業/製品ポートフォリオの定期的分析見直しを強化し、事業/製品ポートフォリオの適時組換えを行ってまい

ります。 

④ 収益力の強化 

 上記の諸施策を通じ、また、M&Aの手法等も視野に入れながら、全社的に収益力の増強に努めてまいります。 

(注)*  VDSL製品：電話線を利用して比較的短距離の高速大容量通信を可能にする通信機器、集合住宅の棟内ブ

ロードバンド化等に利用されます。 

*  FTTRソリューション：集合住宅棟内の各戸まで光ファイバーを敷設するソリューションを、当社は

「FTTR(Fiber To The Room)ソリューション」と称し、集合住宅ブロードバンドの最終ソリューションと

して位置づけています。 

   (6)親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等（平成18年３月31日現在） 

②親会社等の企業グループにおける当社の位置付け 

 （役員の兼務状況） 

  当社の当連結会計年度におけるダイワボウ情報システムおよびその企業グループとの取引高は、売上高60百万

円（連結売上高の5.1％）であります。なお、当社が事業活動を行う上で、承認事項などの制約はありません。

また、取引条件等も個別協議で決定されており、グループ外企業の取引条件と同等のものになっております。 

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

 ダイワボウ情報システム㈱ 

上場会社が他の会社の関連

会社である場合における当

該他の会社 

25.07 
 東京証券取引所市場第一部 

 大阪証券取引所市場第一部 

 役  職   氏  名  親会社等での役職 就任理由  

    非常勤取締役      安永 達哉     常務取締役  
 事業活動全般のアドバイスを得 

 るため当社より依頼 

     非常勤監査役      松本 紘和     代表取締役社長  
 ガバナンス強化のため当社より 

 依頼 
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

 当連結会計年度における当社グループをめぐる経営環境は、国内においてはデフレにブレーキがかかり、企業

業績の回復による設備投資額の増加など、景気回復基調が続きました。海外においても、世界経済は、原油価格

の高騰など不安要因はあるものの、総じて堅調に推移しました。 

 当社グループが属する情報コミュニケーション関連市場に関しましては、通信自由化20周年にあたる平成17年

は、「電話網のIP化・光化（NGN＝Next Generation Network）」、「携帯電話と固定電話の融合（FMC＝

Fixed Mobile Convergence）」、「通信と放送の融合」への流れを象徴する動きが本格化した年でありました。

これらの流れが、個人のワークスタイルや個人の生活に与える様々な影響は、今後一層顕在化していくものと考

えられます。 

 このような状況のもと、当社グループの事業別の展開は次のとおりです。 

①ネット関連ソフトウェア事業 

 「ビジュアルコミュニケーション部門」では、当社開発製品「Visual Nexus」は、引合い案件数は着実に増加

しておりますが、まだ当初に見込んだほどの市場の高まりには至っておりません。大口案件の引合い・成約・結

了が出始めておりますが、一方で、大口案件であればあるほど、引合いから結了までの期間が長期化するという

課題も顕在化し始めております。逆に、これは当連結会計年度中に緒に就いた大口案件が次期に実を結ぶ可能性

があることにもつながります。同製品の世界展開を睨んで、平成16年４月に英国に設立したVisual Nexus Limit

edは、資金基盤の目処がついた当連結会計年度半ばより営業体制の整備・販売代理店の開拓に本格的に取り組ん

でおります。英国・スカンジナビア等に代理店が設定されたことを受けて、後半に入りようやく売上が上がり始

めております。この結果、同部門の当連結会計年度の売上高は、前期比39百万円増収の154百万円となりまし

た。 

 「ミドルウェア部門」では、「個人情報保護法」施行ならびに相次ぐ情報漏洩事件の影響を受け、企業等にお

ける情報漏洩対策の認識が急速に高まりを見せ、SBCツール製品は堅調に推移しました。また、平成17年３月に

市場投入したNeoAccel社のSSL VPN-Plusも業績に貢献しました。この結果、同部門の売上高は、前期比172百万

円増収の441百万円となりました。 

 以上より、「ネット関連ソフトウェア事業」の売上高は、前期比212百万円増収の595百万円、売上総利益は、

74百万円増益の315百万円となりました。 

② ネットインフラ構築事業 

 「アクセスソリューション部門」では、従来からの主力であるVDSL製品に加え、来訪者向けネットワーク機器

のホテル向け販売に注力いたしました。FTTRソリューションは、大手ゼネコンからの新築大型マンション案件の

受注等もあり、既存マンションのみならず新築マンション向けも併せて、事業としての体裁が整いつつありま

す。この結果、同部門の売上高は、前期比131百万円増収の349百万円となりました。 

 「センターソリューション部門」では、ケーブルインターネットシステム関連事業は、当該通信設備投資が鎮

静化傾向にあるとともに、ケーブルテレビ局の合従連携、大手MSOによるM&Aの活発化により、当社既存商権は急

速な縮小傾向にあります。この代替となる新規事業として、当連結会計年度中に、クラスターサーバーソリュー

ション分野に新規参入いたしました。この結果、同部門の売上高は、前期比44百万円増収の248百万円となりま

した。 

 以上より、「ネットインフラ構築事業」の売上高は、前期比175百万円増収の598百万円、売上総利益は、前期

比80百万円増益の208百万円となりました。 

 なお、全体としての販売費及び一般管理費は、新規事業のための人員の増強および子会社Visual Nexus Ltd.

の対象期間のズレ（前連結会計年度は、同社が平成16年４月設立、12月末決算のため３四半期間の販売費及び一

般管理費が対象、当連結会計年度は１年間）および同社の営業・マーケティング強化の結果、前期比66百万円増

の739百万円となりました。また、平成17年10月に実施した増資にかかる費用として31百万円の営業外費用が発

生しております。 

 以上の結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高は前期比386百万円増収の1,194百万円、営業損

失は前期比88百万円良化の215百万円、経常損失は前期比78百万円良化の247百万円、当期純損失は前期比167百

万円良化の237百万円となりました。 
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 事業区分別販売実績は次のとおりです。 

         (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 財政状態 

① 当連結会計年度の概況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は382,229千円となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失241,903

千円を計上したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は49,670千円となりました。これは主として無形固定資産の取得による支出

46,312千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果増加した資金は438,145千円となりました。これは第三者割当増資によるものです。 

事業区分別売上高 

（単位：千円）

事業区分 

当連結会計年度 

 構成比 

(％) 

ネット関連ソフトウェ

ア事業 

ビジュアルコミュニケーショ

ン部門 
154,494 12.9 

前年同期比  134.4 

ミドルウェア部門 441,494 37.0 

前年同期比  164.0 

小計 売上高 595,988 49.9 

   前年同期比  155.2 

ネットインフラ構築事

業 

アクセスソリューション部門 349,288 29.3 

前年同期比  160.2 

センターソリューション部門 248,854 20.8 

前年同期比  121.4 

小計 売上高 598,143 50.1 

   前年同期比  141.4 

売上高合計 1,194,131 100.0 

前年同期比  147.9 
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② 指標の動向 

 当社グループの指標の動向は次のとおりです。 

(注) 株主資本比率：株主資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュフロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い 

  １ 各指標は、いずれも連結ベース財務数値により計算しております。なお、平成17年３月期より連結財務

  諸表を作成しておりますので、それ以前の各指標は記載しておりません。 

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

   ３ 債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュフローがマイナスのため記載し

  ておりません。 

 平成17年３月期 平成18年３月期 

株主資本比率 (％) 38.2 48.8 

時価ベースの株主資本比率 (％) 124.4 175.5 

債務償還年数（年）  － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 
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(3) 次期連結会計年度の見通し（第11期：平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 「ネット関連ソフトウェア事業」の事業環境は、企業の情報化投資意欲が好転しつつあります。同事業の次期

連結会計年度見通しは、売上高は550百万円、売上総利益は420百万円を見込みます。この見通しの基礎となる状

況およびリスク要因は次のとおりです。「オフィスワークスタイルの変革」、「オフィスコミュニケーションの

IP統合」が徐々に顕在化し、ソフトウェアタイプのビデオ会議製品の優位性・差別化要素が市場で認知・評価さ

れ始めており、「Visual Nexus」の引合案件数も確実に増加しております。しかしながら、市場規模が、当社が

予想するレベルに成長しない可能性、あるいは市場規模が急速に拡大し大手企業の参入を招き競争が激化する可

能性も懸念されます。 

 情報漏洩問題の根源的ソリューションであるSBCツール製品においては、平成17年４月施行の個人情報保護法

および最近の内部情報漏洩事件等により、需要が喚起されております。一方で、SBCツール製品の仕入先の１社

であるTarantella社は平成17年７月にSun Microsystems社に買収されており、今後の同社との販売契約に関する

交渉の成り行き次第では、当社業績に大きな影響が出る可能性があります。さらに、昨今の情報漏洩事件を受け

て一部の企業で社内情報システムへのリモートアクセスを禁止あるいは制限する動きが出てきており、この動き

が普遍化するとNeoAccel社のリモートアクセスセキュリティ製品の販売にマイナスの影響を与える可能性もあり

ます。平成16年４月に設立したVisual Nexus Limitedは、営業・マーケティング強化策を打っており、次期連結

会計年度においては、飛躍的な売上の増加を目指しますが、販管費の増加リスクを内包しております。 

 「ネットインフラ構築事業」においては、前および当連結会計年度に実施した製品ポートフォリオ変更の成果

を確実なものとしつつ、企画開発中の新製品ラインナップにより対象市場を拡大してまいります。同事業の次期

連結会計年度見通しは、売上高は1,000百万円、売上総利益は380百万円を見込みます。この見通しの基礎となる

状況およびリスク要因は次のとおりです。FTTRソリューションに関しては、大手ゼネコンとのタイアップによる

大型新築マンション案件が結了する見込みですが、工期に遅延が発生した場合には、当該売上が期ズレを起こす

可能性があります。クラスターサーバーソリューションにおいても、本格的な立ち上がりが見込まれますが、現

時点では販路が特定大手SI業者に限られていることから、当該顧客の状況（受注の成否等）により当社業績に大

きな影響が出る可能性があります。 

  一方、開発、新規商材の開拓および新規事業の立ち上がり、さらには子会社の営業力強化策により、販管費は

850百万円を見込んでおります。 

 以上の結果、次期連結会計年度は、売上高1,550百万円（当期比356百万円増収）、営業損失50百万円（同162

百万円良化）、経常損失50百万円（同195百万円良化）、当期純損失60百万円（同176百万円良化）を見込んでお

りますが、経常利益ベースで３期ぶりの黒字化に向け全力を上げてまいります。 

[見通しに関する留意事項] 

 この資料における業績の見通しは、当社グループが現時点で入手可能な情報による判断、仮定等に基づいてお

ります。今後の国内外の経済情勢、当社グループの事業運営における状況の変化、見通しに内在する様々な不確

実な要素や潜在リスク等の要因により、結果的に実際の業績が見通しと大きく異なることがあります。特に影響

が大きいと思われる事項は、前述のTarantella社SBCツール製品販売契約に関するSun Microsystems社との交渉

の成り行き、およびクラスターサーバーソリューションにおける当社客先の受注成否であり、この結果次第では

「ミドルウェア部門」および「センターソリューション部門」の業績に大きな影響が出る可能性があります。 

 なお、次期より売上高が大きく増えると見込まれるFTTRソリューションや新規のクラスターサーバーソリュー

ションにおいては、事業の性質上ほとんどの案件の結了が期末に集中する見込みであり、上期と下期では業績に

大きな差が出ると見込んでおります。 
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４．事業等のリスク 

 以下に、現実化する可能性は必ずしも高くないとみられる事項を含め、当社グループの事業展開上のリスク要因

となる可能性のある主要な事項を記載しております。当社グループはこれらのリスクの発生可能性を認識し事業活

動を行っております。また、以下の記載は当社事業に関連する全てのリスクを網羅するものではありません。 

(1) 当社グループの事業内容について 

当社グループの事業の概要について 

 当社グループは、「ネット関連ソフトウェア事業」と「ネットインフラ構築事業」の２つの事業において、ユ

ーザーの生産性、事業効率、利便性、快適性、安全性を向上させる製品・サービスを提供しております。 

ネット関連ソフトウェア事業について 

 当社グループの「ネット関連ソフトウェア事業」は、「ビジュアルコミュニケーション部門」と「ミドルウェ

ア部門」の２部門から構成されています。 

 「ネット関連ソフトウェア事業」の系統図は次のとおりです。 

 
①「ビジュアルコミュニケーション部門」について 

 「ビジュアルコミュニケーション部門」では、オフィス環境におけるリアルタイムコミュニケーションツー

ルとしての多地点ビデオ会議ソフトウェアの開発、販売を行っております。 

②「ミドルウェア部門」について 

 「ミドルウェア部門」では、主として米国Tarantella社および英国Propalms社が開発・販売するアプリケー

ションサーバー系ミドルウェア製品、および米国NeoAccel社が開発・販売するリモートアクセスセキュリティ

製品等の輸入・日本語化・販売を行っております。当連結会計年度における同部門の総仕入額における

Tarantella社への依存度は29.8％、NeoAccel社への依存度は21.3％となっております。 

代　理　店（ ＳＩ ／ ＶＡＲ業者 ）

顧客(企業、官公庁、地方自治体、教育機関等）

海外ソフトウェアベンダー（またはその国内代理店）

当社「ミドルウェア部門」
　当社「ビジュアル

コミュニケーション部門」

日本語版ソフトウェア製品開発 自社オリジナルソフトウェア製品開発

製品
保守

製品
保守

製品
保守

海 外 顧 客

代理店（ＳＩ／ＶＡＲ ）

ＶＮＬ社

製品
保守

製品
保守
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ネットインフラ構築事業について 

 当社グループの「ネットインフラ構築事業」は、「アクセスソリューション部門」と「センターソリューショ

ン部門」の２部門から構成されています。 

「ネットインフラ構築事業」の系統図は次のとおりです。 

 
①「アクセスソリューション部門」について 

 「アクセスソリューション部門」では、マンションなどの集合住宅向けのブロードバンド通信機器に加え、ホ

テル、展示会場などの来訪者向け施設のブロードバンドアクセスに必要な通信機器等の開発・販売、および集合

住宅における放送・通信の光統合ソリューションの提供を行っております。当社は韓国の

Digital Network Alacarte社と共同開発したVDSL製品等の集合住宅をブロードバンド化するための通信機器を同

社より仕入れており、当連結会計年度における同部門の総仕入額に対する同社への依存度は、74.4％となってお

ります。 

②「センターソリューション部門」について 

 「センターソリューション部門」では、従来の主力事業であったケーブルインターネット事業を営むケーブル

テレビ局を中心とするブロードバンド通信事業者向けに、インターネット通信センターシステムの導入コンサル

ティング・設計・構築・保守等のサービスの提供ならびにケーブルモデム等の通信機器の販売というビジネスモ

デルから、研究機関・大学・企業等向けにクラスタリングソリューションに関する機器、システム販売、コンサ

ルティングに軸足を変えつつあります。 

当社グループのビジネスモデルについて 

 当社グループは、これまで技術の進化や市場の変化等に応じて、その時々に最適の事業ポートフォリオを構築

し、成長を持続すべく努めてまいりました。このようなビジネスモデルは、時機に適した事業ポートフォリオの

構築に失敗するリスクも存在し、かかるリスクが実現した場合には、当社グループの事業及び経営成績に影響を

与える可能性があります。 

 一部の部門では、売上高に占める特定の製商品の割合および仕入高に占める特定の仕入先の割合が高くなって

おります。このため、当社グループが当該製商品の競争力が低下する以前に新たな製商品を開発・導入できない

場合には、当該事業部門の売上高が減少し、当社グループの事業および経営成績に影響を与える可能性がありま

す。また、特定の仕入先の割合が高くなっていることから、当該仕入先より調達する製商品の調達が不安定また

は不能になる、あるいは当該仕入先の経営状況、経営方針の変化等の影響を受け当該事業部門の売上高が減少

し、当社グループの事業および経営成績に影響を与える可能性もあります。 

 また、一部の部門においては案件結了までの期間が長期化の傾向にあり、期中結了予定が次期連結会計年度に

ずれ込むことにより、当初見通しに大きな影響を与える可能性があります。 

顧客（企業、研究機関、教育機関、マンション管理組合、ホテル等）

通信事業者、SI / VAR、代理店

当社「アクセスソリューション部門」／「センターソリューション部門」

情報通信機器ベンダー 情報通信機器開発生産パートナー 施工協力会社

商品・保守 製品 施工業務

コンサルテーション
製商品・保守
システム設計・構築・保守

製商品・保守
通信サービスなど

コンサルテーション
製商品・保守
システム設計・構築・保守

- 10 -



(2) 当社グループの事業体制について 

①小規模組織について 

 当社は平成18年３月31日現在で常勤取締役４名、従業員54名、業務委託および派遣人員９名と比較的会社の規

模が小さく、内部管理体制もこのような規模に応じたものになっております。したがって、経営陣・幹部社員は

もとより各従業員の執務に何らかの支障が発生した場合、代替要員の不在、業務引継作業の遅滞等の理由により

当社の業務遂行に影響を与える可能性があります。 

②人材の確保育成について 

 当社グループの成長を実現していくためには、技術・営業・管理において優秀な人材をその規模に応じ最適バ

ランスをもって配置していく必要があります。中途採用と新卒採用の組み合わせにより優秀な人材を確保・育成

していく人事方針ですが、優秀な人材の確保・維持に失敗した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可

能性があります。 

③技術革新等への対応について 

 当社グループが活動する市場は、急速な技術の進化・変容、頻繁な競合新製品の登場、短い商品ライフサイク

ルを特徴としており、当社グループがかかる市場の変化等に適時・的確に対応し得ない場合、当社グループの事

業および経営成績に影響を与える可能性があります。また、当社グループの主要製品の製造者・サプライヤー、

主要な仕入先や販売先も同様に市場の変化等のリスクにさらされており、これらの当社グループ関係先企業にお

いてかかるリスクが顕在化した場合にも、当社グループの事業および経営成績に影響を与える可能性がありま

す。 

(3) 特定の販売先への依存について 

 当社グループの各事業の当連結会計年度の売上高において、売上金額の割合が20％を超える販売先はありませ

ん。 

(4) 経営上の重要な契約等について 

ネット関連ソフトウェア事業における経営上の重要な契約 

 ネット関連ソフトウェア事業においては、仕入先である国内外のベンダーと販売代理業務に関する基本契約を

締結し、その契約に基づき、一次代理店として日本国内で販売代理業務を展開しております。また、販売代理業

務に付随してベンダーの製品を日本語化するローカライズ契約等を、別途締結している場合もあります。契約期

間は１年から数年であり、契約当事者から解約の申し出がない限り、以後１年毎の自動更新となっている契約が

多数となっております。当社はこれらの基本契約に基づき該当製品の当社の代理店（SI/VAR業者等）またはユー

ザーに対する販売と納入、販売促進、ベンダーへの定期的な販売目標の報告、サポート・メンテナンスサービス

等を行います。なお、ベンダーである米国Tarantella社および英国Propalms社との契約は独占販売契約となって

おりますが、その他との契約は非独占販売契約となっております。 
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平成18年３月31日現在、当事業において経営上重要と考える契約は次のとおりです。 

 （注）Tarantella製品のうち、Vision製品群については、平成17年３月に販売権を取得しました。 

 これらの契約の中には、次のような条項が定められているものがあります。 

①ベンダーは事前の告知により、製品価格やロイヤリティ金額の改定が可能な旨 

②ベンダーは事前の告知により、製品の販売を中止することや後継製品を出荷する旨 

③事前の告知により、契約期間内であっても相手方の同意なく解約が可能な旨 

④製品に起因する訴訟等が発生し、損害賠償の責任が生じた場合、ベンダーが保証する賠償範囲は当社がベン

ダーに支払っている該当製品の金額に限られる旨 

 また、米国Tarantella社との契約においては、 

⑤同社と当社が合意した年間ビジネスプランとおりの売上等の成果が得られなかった場合、同社が180日前の

事前告知により解約が可能な旨があります。 

 上記①～④に掲げる条項がベンダーにより行使される可能性は低いものと思われますが、何らかの事情によ

り現実のものとなった場合には、当社の業績に多大な影響を与える可能性があります。 

 ⑤については、年間ビジネスプランの未達成他何らかの事情により、契約が更新されない、あるいは解約と

なる場合、Tarantella社より事前通知期間は与えられるものの、当社の業績に多大な影響を与える可能性があ

ります。 

 これらの契約内容に大幅な変更があった場合、あるいは契約が何らかの理由で終了し、または更新されなか

った場合には、当社の事業拡大に制約が生じる可能性があります。 

 なお、Tarantella社は、平成17年７月に米国Sun Microsystems社に買収されたため、現在Sun Microsystems

社との間で今後の販売契約等について交渉を進めております。 

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

Tarantella, Inc. 米国 Tarantellaシリーズ 

同社のソフトウェア製品

を日本語化し、国内で独

占販売を行う権利の取

得。 

ソフトウェアの対価は、

ロイヤリティで支払う。 

平成13年10月19

日から３年間、 

以後１年毎の自

動更新 

Propalms Ltd.  英国  Propalms TSE 

同社のソフトウェア製品

を日本語化し、国内で独

占販売を行う権利の取

得。 

ソフトウェアの対価は、

ロイヤリティで支払う。 

平成17年９月27

日から３年間、

以後、１年毎の

自動更新 

France Telecom S.A. 仏国 eConf 

同社のソフトウェア

「eConf」を自社開発製品

に組み込んで販売する権

利の取得。 

ソフトウェアの対価は、

ロイヤリティで支払う。 

平成14年12月３

日から平成18年

４月１日まで、 

以後１年毎の自

動更新 

Node Infotech, Inc.（NeoAccel

の親会社） 
米国 SSL VPN-Plus 

同社の当該ソフトウェア

製品を日本語化し、国内

で販売する権利の取得。 

ソフトウェアの対価は、

ロイヤリティで支払う。 

平成17年１月14

日から２年間、 

以後１年毎の自

動更新 

Micromethod Technologies,Inc. 米国 Horizon 

同社の当該ソフトウェア

を自社開発製品に組み込

んで販売する権利の取

得。 

ソフトウェアの対価は、

ロイヤリティで支払う。 

平成16年11月25

日から無期限 
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ネットインフラ構築事業における経営上の重要な契約 

 ネットインフラ構築事業「アクセスソリューション部門」では、韓国Digital Network Alacarte社との間で集

合住宅をブロードバンド化するための通信機器の共同開発契約を締結しており、その国内における独占販売権契

約を締結しております。一方、内外の企業との間で代理店権を得るないし付与する契約を締結しております。 

 平成18年３月31日現在、当事業において経営上重要と考える契約は、次のとおりです。 

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

Digital Network 

Alacarte Co., Ltd. 
韓国 

４バンド 

VDSL製品 

同社が製造する４バンドVDSL

製品を国内で独占的に販売す

る権利。 

平成14年３月１日から３

年間以後３年毎の自動更

新 

IP3 Networks, Inc. 米国 
ネットアクセス

製品シリーズ 

同社の製品を国内で販売する

権利。 

平成16年11月12日から１

年間以後１年毎の自動更

新 

SilverStorm 

Technologies, Inc. 
 米国  

サーバークラス

タリング用高速

スイッチ 

同社の製品を国内で販売する

権利。 

平成18年３月24日から１

年間、以後１年毎の自動

更新 
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(5) 主要な知的財産権について 

 当社グループが現在取得している知的財産権は下表のとおりです。今後も独自開発の通信機器、ソフトウェア

やビジネスモデルに関して、商標権、特許権、実用新案権等の登録対象となる可能性のあるものについては、そ

の登録を目指し出願の検討等の対応を行ってまいります。しかし、他社が当社グループよりも先にその権利を取

得した場合、その差止請求権等の行使や過去を含むライセンス料相当額の損害賠償請求を受けて当社グループ事

業の継続が困難になる可能性、またはライセンス契約締結を余儀なくされることによりライセンス料支払義務が

課されるなど、当社グループ事業が制約される可能性があるほか、そもそもライセンスの許諾が受けられず使用

不能となる可能性もあります。 

 なお、日本の他に、以下の国々で商標登録済みないし登録審査継続中であります。 

商標権登録済み：ベネルクス、中国、デンマーク、フランス、アイルランド、イタリア、ノルウェー、ロシア、

シンガポール、フィンランド、英国、ドイツ 

商標権登録審査中：米国 

 なお、平成16年10月26日に出願しておりました「DIHO」（商願2004－097594）は、登録審査の結果、商品・役

務の範囲を他と識別することが困難との理由で拒絶されております。 

 一方で、当社グループは現時点において第三者より知的財産権に関する侵害訴訟を提起されたり、侵害の主張

を受けたりはしておりませんが、将来的に当社グループが開発、製造、販売する全てのソフトウェア、ハードウ

ェアに関し、第三者より知的財産権の侵害に関する請求を受けたり、訴訟を提起されたりする可能性がないとは

断言できません。 

(6) 研究開発について 

 当社グループは、他社との製品上の競合関係において、より有利な地位を占めるための努力を継続していく必

要があるため、自社単独または他社との共同による新製品・システムの研究開発に取り組んでおります。当連結

会計年度の研究開発費総額は37百万円であり、これは主としてビデオ会議ソフトウェア製品の開発・バージョン

アップに投入したものであります。 

（商標権） 

名 称 Visual Nexus 

出願年月日 平成15年２月18日（商願2003－012117及び商願2003－012118） 

出願番号 
商願2003－012117 

商願2003－012118 

登録年月日 
商願2003－012118は平成15年10月３日に登録されました。 

商願2003－012117は平成15年11月14日に登録されました。 

登録番号 第4714642号、第4726732号 

存続期間満了日 平成25年10月３日（第4714642号）、平成25年11月14日（第4726732号） 

（注）「Visual Nexus」は、自社開発の多地点ビデオ会議ソフトウェアです。 

（商標権） 

名 称 ディーホ 

出願年月日 平成17年12月９日（商願2005－051414及び商願2005－051415） 

出願番号 
商願2005－051414 

商願2005－051415 

登録年月日 
商願2005－051414は平成17年12月27日に登録されました。 

商願2005－051415は平成17年12月27日に登録されました。 

登録番号 第R300TOM2号、第R301TOM3号 

存続期間満了日 平成27年12月27日（第R300TOM2号）、平成27年12月27日（第R301TOM3号）

（注）「ディーホ」は、Digital Integration for Hyper-Outcomeのカタカナ略で、当社開発のア

クセスネットワーク製品です。 
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(7) ストックオプション行使に伴う株式価値の希薄化について 

 当社は、平成14年11月１日開催の臨時株主総会および平成16年６月24日開催の定時株主総会において、商法第

280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役、従業員および入社予定者に対してストックオプ

ションとしての新株予約権を付与することを決議しております。当該新株予約権の概要は次のとおりです。 

（平成14年11月１日臨時株主総会特別決議） 

(注) * 当連結会計年度末までにおける従業員計18名の退職に伴う失権により、283株に減少しております。  

（平成16年６月24日定時株主総会特別決議） 

(注) ** 当連結会計年度末までに発行した新株予約権の数は397個であり、目的とする株式数は397株となってお

ります。 

 これらの新株予約権が目的とする株式の数は、平成18年３月31日現在で合計680株となり、発行済株式総数の

5.7%を占めております。また、当社は今後も優秀な人材の確保のために、同様のインセンティブプランを継続し

て実施していく予定であり、これらの新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希

薄化し、当社株価形成に影響を与える可能性があります。 

決議年月日 平成14年11月１日 

付与対象者の区分および人数 ①取締役４名 ②従業員46名 ③入社予定者１名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 600株 * 

新株予約権の行使時の払込金額 120,000円 

新株予約権の行使期間 平成16年11月２日から平成24年11月１日まで 

新株予約権の行使の条件 被付与者が取締役または使用人の地位を失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡および担保権の設定の禁止 

決議年月日 平成16年６月24日 

付与対象者の区分および人数 ①取締役３名 ②従業員50名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 500株を上限とする** 

新株予約権の行使時の払込金額 131,685円 

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日から平成20年６月30日まで 

新株予約権の行使の条件 被付与者が取締役または使用人の地位を失った場合は原則として権利行使不能

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡および担保権の設定の禁止 
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５．内部統制について 

 本日開催の取締役会において当社は、内部統制について、コンプライアンス体制・リスク管理体制の一層の整備

を行うこと、監査役への報告体制を整備すること等を柱として、当社業務の適正を確保する体制に関して決議して

おります。今後、この決議を基に、内部統制強化に向けての取り組みを推進し制度・体制の充実を図るとともに実

行面での効果を上げるべく取り組んでまいります。 
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６．連結財務諸表等 
(1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）                 

Ⅰ 流動資産                 

１．現金及び預金     857,589     864,775   7,186 

２．受取手形及び売掛金     115,014     349,816   234,801 

３．たな卸資産     71,397     90,804   19,407 

４．前払費用     49,365     69,267   19,901 

５．その他     6,516     24,193   17,676 

流動資産合計     1,099,883 92.9   1,398,857 93.6 298,974 

Ⅱ 固定資産                 

１．有形固定資産                 

(1）建物   15,567     15,567       

減価償却累計額   △7,677 7,889   △8,875 6,692   △1,197 

(2）工具器具備品   37,282     48,654       

減価償却累計額   △26,513 10,769   △32,489 16,165   5,395 

有形固定資産合計     18,658 1.6   22,857 1.5 4,198 

２．無形固定資産                 

(1）ソフトウェア     19,142     44,556   25,413 

(2）その他     2,644     8,977   6,332 

無形固定資産合計     21,787 1.9   53,533 3.6 31,746 

３．投資その他の資産                 

(1）投資有価証券     6,021     3,591   △2,430 

(2）破産更生債権等     3,314     3,314   － 

(3）その他     36,976     15,572   △21,403 

貸倒引当金     △3,314     △3,314   － 

投資その他の資産合
計 

    42,997 3.6   19,163 1.3 △23,833 

固定資産合計     83,443 7.1   95,554 6.4 12,110 

資産合計     1,183,327 100.0   1,494,412 100.0 311,084 
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）                 

Ⅰ 流動負債                 

１．支払手形及び買掛金     38,033     92,125   54,092 

２．一年内償還社債     50,000     50,000   － 

３．未払金     60,413     36,213   △24,199 

４．未払法人税等     1,405     3,323   1,917 

５．賞与引当金     40,344     39,611   △732 

６．その他     41,615     67,844   26,228 

流動負債合計     231,812 19.6   289,118 19.3 57,305 

Ⅱ 固定負債                 

１．社債     450,000     400,000   △50,000 

２．役員退職慰労引当金     30,405     34,766   4,360 

３．退職給付引当金     18,154     24,859   6,705 

４．その他     1,214     13,495   12,281 

固定負債合計     499,773 42.2   473,120 31.7 △26,652 

負債合計     731,585 61.8   762,238 51.0 30,653 

         

（少数株主持分）                 

少数株主持分     84 0.0   3,483 0.2 3,398 

         

（資本の部）                 

Ⅰ 資本金 ※１   365,200 30.9   623,188 41.7 257,988 

Ⅱ 資本剰余金     106,104 9.0   364,092 24.3 257,988 

Ⅲ 利益剰余金     △19,995 △1.7   △257,876 △17.2 △237,880 

Ⅳ 為替換算調整勘定     348 0.0   △713 0.0 △1,062 

資本合計     451,656 38.2   728,690 48.8 277,033 

負債、少数株主持分及
び資本合計 

    1,183,327 100.0   1,494,412 100.0 311,084 
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(2）連結損益計算書 

  
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高     807,219 100.0   1,194,131 100.0 386,912 

Ⅱ 売上原価 ※２   437,194 54.2   669,978 56.1 232,783 

売上総利益     370,024 45.8   524,153 43.9 154,128 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1.2   673,154 83.4   739,271 61.9 66,116 

営業損失     303,130 △37.6   215,118 △18.0 △88,012 

Ⅳ 営業外収益                 

１．受取利息   347     467       

２．為替差益   29     2,264       

３．その他   240 617 0.1 177 2,909 0.2 2,292 

Ⅴ 営業外費用                 

１．社債利息   －     975       

２．支払保証料   6     2,437       

３. たな卸資産廃棄損   156     58       

４．社債発行費償却   22,976     －       

５. 新株発行費償却   －     31,836       

６. その他   － 23,139 2.8 69 35,377 2.9 12,237 

経常損失     325,652 △40.3   247,585 △20.7 △78,066 

Ⅵ 特別利益                 

１．固定資産売却益 ※３ －     125       

２．投資有価証券売却益 ※４ －     4,570       

３．持分変動損益   1,209 1,209 0.1 1,008 5,703 0.5 4,493 

Ⅶ 特別損失                 

１．固定資産除却損 ※５ 59 59 0.0 21 21 0.0 △37 

        

税金等調整前当期純
損失 

    324,502 △40.2   241,903 △20.2 △82,598 

法人税、住民税及び
事業税 

  929     1,665       

法人税等調整額   82,759 83,688 10.3 － 1,665 0.1 △82,023 

少数株主損失     2,731 0.3   5,688 0.4 2,956 

当期純損失     405,458 △50.2   237,880 △19.9 △167,578 

        

- 19 -



(3）連結剰余金計算書 

  
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

（資本剰余金の部）             

Ⅰ 資本剰余金期首残高     106,104   106,104 － 

Ⅱ 資本剰余金増加高             

１．増資による新株の発
行 

  － － 257,988 257,988 257,988 

Ⅲ 資本剰余金期末残高     106,104   364,092 257,988 

      

（利益剰余金の部）             

Ⅰ 利益剰余金期首残高     405,491   △19,995 △425,486 

Ⅱ 利益剰余金減少高             

１．配当金   20,028   －     

２．当期純損失   405,458 425,486 237,880 237,880 △187,606 

Ⅲ 利益剰余金期末残高     △19,995   △257,876 △237,880 
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

税金等調整前当期純
損失 

  324,502 241,903 △82,598 

減価償却費   9,389 10,661 1,272 

ソフトウェア償却費   13,938 14,029 90 

連結調整勘定償却額   － 302 302 

賞与引当金の増減額
(減少：△) 

  △8,023 △732 7,291 

退職給付引当金の増
減額(減少：△) 

  5,710 6,705 995 

役員退職慰労引当金
の増減額(減少：△) 

  7,921 4,360 △3,560 

受取利息及び受取配
当金 

  △347 △467 △119 

社債利息   － 975 975 

為替差損益(差益：
△) 

  △1,687 △2,181 △494 

新株発行費   － 31,836 31,836 

持分変動損益(利益：
△) 

  △1,209 △1,008 201 

投資有価証券売却益   － △4,570 △4,570 

固定資産除却損   59 21 △37 

売上債権の増減額(増
加：△) 

  40,019 △234,396 △274,416 

たな卸資産の増減額
(増加：△) 

  △54,121 △19,407 34,714 

仕入債務の増減額(減
少：△) 

  △607 54,102 54,709 

未払消費税等の増減
額(減少：△) 

  △1,177 11,203 12,380 

未収消費税等の増減
額(増加：△) 

  △1,295 398 1,693 

その他資産の増減額
(増加：△) 

  △32,454 △16,606 15,848 

その他負債の増減額
(減少：△) 

  30,253 6,271 △23,982 

その他   － △125 △125 

小計   △318,135 △380,531 △62,395 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 
（千円） 

利息及び配当金の受
取額 

  347 467 119 

利息の支払額   － △975 △975 

法人税等の支払額   △12,093 △1,190 10,902 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △329,881 △382,229 △52,348 

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 

  △3,994 △9,902 △5,908 

有形固定資産の売却
による収入 

  － 250 250 

無形固定資産の取得
による支出 

  △18,242 △46,312 △28,069 

投資有価証券の取得
による支出 

  △3,000 － 3,000 

投資有価証券の売却
による収入 

  － 7,000 7,000 

その他   △809 △705 104 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △26,046 △49,670 △23,623 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

社債の発行による収
入 

  500,000 － △500,000 

社債の償還による支
出 

  － △50,000 △50,000 

株式発行による収入   － 484,139 484,139 

少数株主からの払込
による収入 

  3,996 4,006 9 

配当金の支払額   △19,488 － 19,488 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  484,508 438,145 △46,363 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  2,065 941 △1,124 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額(減少：△) 

  130,646 7,186 △123,460 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  726,942 857,589 130,646 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
期末残高 

※ 857,589 864,775 7,186 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社はすべて連結しております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社名  Visual Nexus Limited 

 なお、Visual Nexus Limitedについて

は、当連結会計年度において新たに設立

したことにより、当連結会計年度より連

結子会社に含めることとしました。 

  

 連結子会社はすべて連結しております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社名  Visual Nexus Limited 

  

────── 

２．持分法の適用に関する事

項 

非連結子会社および関連会社はありませ

んので該当事項はありません。 

  

同左 

  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

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あります。 

会社名           決算日 

 Visual Nexus Limited  12月31日 ※１

 ※１.連結子会社の決算日現在の財務諸表

を使用しております。なお、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。 

  

同左 
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項目 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券 

 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を採用してお

ります。   

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券 

 その他有価証券 

  時価のないもの 

同左 

   ②たな卸資産 

 商品、製品 

 総平均法による原価法を採用しておりま

す。 

 ②たな卸資産 

 商品、製品 

同左 

   仕掛品 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

 仕掛品 

同左 

   貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価法を採用し

ております。 

────── 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

①有形固定資産 

当社及び在外連結子会社は、主として定

率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物………………………15年 

工具器具備品……４年～８年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

①有形固定資産 

当社及び在外連結子会社は、主として定率

法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物………………８年～15年 

工具器具備品……３年～10年 

  ②無形固定資産 

当社は定額法を採用しております。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

基づいており、市場販売目的ソフトウェ

アについては、見込販売数量に基づく償

却額と見込販売可能期間(1.5年)に基づく

定額償却額のいずれか大きい額により償

却しております。 

②無形固定資産 

同左 

  (3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

売掛債権等の貸倒損失に備えるため、当

社及び在外連結子会社は一般債権につい

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。 

(3）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 

当社は従業員の賞与金の支給に備えて、

賞与支給見込額の当連結会計年度負担額

を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

  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

の見込額（簡便法により自己都合要支給

額の100％）に基づき、計上しておりま

す。 

③退職給付引当金 

同左 
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項目 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  ④役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金に充てるため、

当社内規に基づく当連結会計年度末要支

給見積額を計上しております。 

  

④役員退職慰労引当金 

同左 

  (4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は、決

算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は少数株主持分

及び資本の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。 

  

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

同左 

  (5）重要な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。 

  

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (6）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

消費税等の処理方法 

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。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

同左 

      

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用しております。 同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

────── 連結調整勘定の償却については、10年間

の均等償却を行っております。 

  

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分又は損失処理について、連結会計年度

中に確定した利益処分又は損失処理に基

づいて作成しております。 

  

同左 

８．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

る短期投資からなっております。 

  

同左 

- 25 -



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 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、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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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日現在） 

※１当社の発行済株式総数は、普通株式10,014株であり

ます。 

※１当社の発行済株式総数は、普通株式11,978株であり

ます。 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

給与・賞与           267,928千円 

賞与引当金繰入額         34,990千円 

退職給付引当金繰入額       6,616千円 

役員退職慰労引当金繰入額      7,921千円 

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

給与・賞与           285,840千円 

賞与引当金繰入額         33,398千円 

退職給付費用             22,975千円 

役員退職慰労引当金繰入額      7,431千円 

  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、40,104千円であります。 

  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、37,947千円であります。 

  

※３        ────── 

  

※３ 固定資産売却益は、工具器具備品の売却によるも

のであります。 

  

※４        ────── 

  

※４ 投資有価証券売却益は、株式の売却によるもので

あります。 

  

※５ 固定資産除却損は、工具器具備品の除却によるも

のであります。 

  

※５ 固定資産除却損は、工具器具備品の除却によるも

のであります。 

  

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の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 

現金及び現金同等物の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17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 857,589千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 857,589千円 

現金及び預金勘定 864,775千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 864,775千円 
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① リース取引 

② 有価証券 

前連結会計年度（平成17年３月31日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

当連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

③ デリバティブ取引 

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利用していないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額なため、

連結財務諸表規則第15条の３において準用する財務諸表

等規則第８条の６第６項の規定により記載を省略してお

ります。 

同左 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 6,021 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 3,591 
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④ 退職給付 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として退職一時金制度を設けて

おります。 

また、従来の退職金制度に上積みして連合設立型の厚生

年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する

年金資産の額が合理的に計算できないため、「退職給付

に係る会計基準注解」注12に定める処理を行っておりま

す。 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として退職一時金制度を設けて

おります。 

また、従来の退職金制度に上積みして連合設立型の厚生

年金基金に加入しておりますが、自社の拠出に対応する

年金資産の額が合理的に計算できないため、「退職給付

に係る会計基準注解」注12に定める処理を行っておりま

す。 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △18,154千円 

退職給付引当金 △18,154千円 

退職給付債務 △24,859千円 

退職給付引当金 △24,859千円 

 連合設立型の厚生年金基金の加入員及び受給権者の

割合により計算した年金資産の額は106,543千円であ

ります。 

 連合設立型の厚生年金基金の加入員及び受給権者の

割合により計算した年金資産の額は117,033千円であ

ります。 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

(1）勤務費用 8,798千円 

(2）厚生年金基金への要拠出額 

（従業員拠出額を除く） 
10,687千円 

退職給付費用 19,485千円 

(1）勤務費用 14,830千円 

(2）厚生年金基金への要拠出額 

（従業員拠出額を除く） 
12,524千円 

退職給付費用 27,355千円 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付債務については、簡便法により、算出しており

ます。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付債務については、簡便法により、算出しており

ます。 
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⑤ 税効果会計 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

繰延税金資産 (千円) 

未払事業税否認 190  

賞与引当金否認 16,415  

減価償却費損金算入限度超過額 26,171  

退職給付引当金否認 7,356  

役員退職慰労引当金否認 12,371  

一括償却資産損金算入限度超過

額 

1,606  

貸倒引当金否認 1,348  

法人税額控除 7,171  

繰越欠損金 135,605  

その他 3,214  

繰延税金資産小計 211,454  

評価性引当額 △211,454  

繰延税金資産合計 －  

     

繰延税金資産 (千円) 

未払事業税否認 965  

賞与引当金否認 16,117  

減価償却費損金算入限度超過額 22,281  

退職給付引当金否認 10,115  

役員退職慰労引当金否認 14,146  

一括償却資産損金算入限度超過

額 

1,384  

貸倒引当金否認 1,348  

法人税額控除 4,788  

繰越欠損金 207,589  

その他 3,182  

繰延税金資産小計 281,921  

評価性引当額 △281,921  

繰延税金資産合計 －  

     

  

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

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

  

税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省

略しております。 

  

  

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

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

  

税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省

略しております。 
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⑥ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

 （注）１．事業の区分は、事業活動の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製品及び事業 

(1）ネット関連ソフトウェア事業 ・・ソフトウェアの開発及びその販売等 

(2）ネットインフラ構築事業 ・・・・集合住宅ブロードバンド化に関する機器の開発・販売、 

ケーブルテレビ局向け機器の販売等 

３．営業費用のうち、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、841,607千円であり、その主なものは、

当社での余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。 

 

ネット関連
ソフトウェ
ア事業 
（千円） 

ネットイン
フラ構築事
業（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 384,119 423,100 807,219 － 807,219 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － (－) － 

計 384,119 423,100 807,219 (－) 807,219 

営業費用 587,534 522,815 1,110,349 (－) 1,110,349 

営業損失 203,415 99,714 303,130 (－) 303,130 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
          

資産 287,062 135,185 422,248 761,078 1,183,327 

減価償却費 18,553 4,772 23,326 － 23,326 

資本的支出 27,159 5,073 32,232 － 32,232 
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当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．事業の区分は、事業活動の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製品及び事業 

(1）ネット関連ソフトウェア事業 ・・ソフトウェアの開発及びその販売等 

(2）ネットインフラ構築事業 ・・・・集合住宅ブロードバンド化に関する機器の開発・販売、 

ケーブルテレビ局向け機器の販売等 

３．営業費用のうち、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、799,557千円であり、その主なものは、

当社での余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門に係る資産であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

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。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18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。 

⑦ 関連当事者との取引 

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） 

該当事項はありません。  

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。  

 

ネット関連
ソフトウェ
ア事業 
（千円） 

ネットイン
フラ構築事
業（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 595,988 598,143 1,194,131 － 1,194,131 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － (－) － 

計 595,988 598,143 1,194,131 (－) 1,194,131 

営業費用 750,185 659,064 1,409,250 (－) 1,409,250 

営業損失 154,196 60,921 215,118 (－) 215,118 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
          

資産 611,013 290,198 901,212 593,199 1,494,412 

減価償却費 18,911 5,778 24,690 － 24,690 

資本的支出 45,189 8,957 54,146 － 54,146 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益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。 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

が計上されているため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 45,102円55銭 

１株当たり当期純損失金額 40,489円19銭 

同左 

１株当たり純資産額 60,835円70銭 

１株当たり当期純損失金額 21,910円35銭 

 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） 405,458 237,880 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による取締役賞与金） － － 

（うち利益処分による監査役賞与金） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 405,458 237,880 

期中平均株式数（株） 10,014 10,857 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（株） － 1,964 

（うち新株予約権） （－） （132）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権２種類（新株予約権の

数883個） 

新株予約権２種類（新株予約権の

数680個） 

- 33 -



７．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記の金額は個別原価計算による製造原価であります。 

３. 平成17年４月より、集合住宅ブロードバンド化部門はアクセスソリューション部門に改称しておりま

す。 

（２）仕入実績 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．ビジュアルコミュニケーション部門及びミドルウェア部門においては、支払ロイヤリティ及び役務外注

費を含んだものであります。 

３. 平成17年４月より、集合住宅ブロードバンド化部門はアクセスソリューション部門に改称しておりま

す。 

生産実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 （単位：千円）

事 業 区 分 

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）

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額 前年同期比 
（％） 

金額 前年同期比 
（％） 

ネット関連 

ソフトウェア事業 

ビジュアルコミュニケーション部

門 
12,136 － 19,121 157.6 

ミドルウェア部門 3,134 － 499 15.9 

小  計 15,270 － 19,621 128.5 

ネット       

インフラ構築事業 

アクセスソリューション部門 

(注)３ 
42,440 － 121,146 285.5 

センターソリューション部門 99,793 － 86,060 86.2 

小  計 142,234 － 207,206 145.7 

全社合計 157,504 － 226,827 144.0 

仕入実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 （単位：千円）

事 業 区 分 

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）

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額 前年同期比
（％） 

金額 前年同期比
（％） 

ネット関連     

ソフトウェア事業 

ビジュアルコミュニケーション部

門 
25,618 － 40,014 156.2 

ミドルウェア部門 102,274 － 234,630 229.4 

小  計 127,893 － 274,644 214.7 

ネット 

インフラ構築事業 

アクセスソリューション部門 

(注)３ 
121,331 － 139,796 115.2 

センターソリューション部門 47,014 － 89,383 190.1 

小  計 168,346 － 229,179 136.1 

全社合計 296,239 － 503,823 170.1 
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（３）受注状況 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．上記は、集合住宅棟内のLAN化に係わる工事、インターネット通信センターシステムの構築の個別受注

に基づく請負金額のみであります。 

３. 平成17年４月より、集合住宅ブロードバンド化部門はアクセスソリューション部門に改称しておりま

す。 

個別受注に基づく受注実績は次のとおりであります。 （単位：千円）

事 業 区 分 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 

金額 
前年同
期比 
（％）

金額 
前年同
期比 
（％）

金額 
前年同
期比 
（％） 

金額 
前年同
期比 
（％） 

ネット関連

ソフトウェ

ア事業 

ビジュアルコミュニケ

ーション部門 
－ － － － － － － －

ミドルウェア部門 － － － － － － － －

小  計 － － － － － － － －

ネットイン

フラ構築事

業 

アクセスソリューショ

ン部門 (注)３ 
109,698 － 66,748 － 188,692 172.0 78,292 117.3

センターソリューショ

ン部門 
105,739 － 52,677 － 76,915 72.7 1,444 2.7

小  計 215,438 － 119,425 － 265,607 123.3 79,736 66.8

全社合計 215,438 － 119,425 － 265,607 123.3 79,736 66.8
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（４）販売実績 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．平成17年４月より、集合住宅ブロードバンド化部門はアクセスソリューション部門に改称しておりま

す。  

３. 当連結会計年度の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は、次のとおり

であります。 

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

販売実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 （単位：千円）

事 業 区 分 

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）

当連結会計年度
 （自 平成17年４月１日 
   至 平成18年３月31日） 

金額 前年同期比
（％） 

金額  
  

前年同期比 
（％）  

ネット関連ソフト

ウェア事業 

ビジュアルコミュニケーション部

門 
114,946 － 154,494 134.4 

ミドルウェア部門 269,172 － 441,494 164.0 

小  計 384,119 － 595,988 155.2 

ネットインフラ構

築事業 

アクセスソリューション部門(注)

２ 
218,063 － 349,288 160.2 

センターソリューション部門 205,037 － 248,854 121.4 

小  計 423,100 － 598,143 141.4 

全社合計 807,219 － 1,194,131 147.9 

相  手  先 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱ジェイコムせたまち 138,508 17.2 90,600 7.7 
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