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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）

(1)連結経営成績 （百万円未満切り捨て)

 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 1,679 33.9 39 － 42 －

17年３月期 1,254 △27.6 △21 － 2 －

 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 △45 － △8 77  － △2.1 1.7 2.5

17年３月期 △590 － △122 55  － △24.0 0.1 0.2

（注）①持分法投資損益 18年３月期 △13百万円 17年３月期 7百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年３月期 5,202,079株 17年３月期 4,815,719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。

(2)連結財政状態 （百万円未満切り捨て)

 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 2,720 2,231 82.0 416 12

17年３月期 2,463 2,134 86.6 443 19

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 5,362,594株 17年３月期 4,815,682株

(3)連結キャッシュ・フローの状況  （百万円未満切り捨て)

 
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 △34 △55 5 1,207

17年３月期 214 △180 △36 1,252

(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） 1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 883  △66  △58  

通　期 2,088  50  64  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 11円93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8ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当企業グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社と株式会社エアフォルク(京都市、出資比率78％)、の２社で構成

されております。株式会社エアフォルクは、インターネット接続の組込みシステム向け音声・映像データ処理ソフト(総

称VoIP)関連のプログラム(SIP、H.323など)の開発主体の技術集団です。

　主要な製品は次のとおりであります。

主要品目 内容

当社グループ

当社
株式会社
エアフォルク

製品

通                    信 有線・無線通信に対応したソフト・ハード製品 ○

インターネットプロトコル
組込みシステム向けTCP／IPモジュール（「KASAGO」)。

アプリケーションモジュール関連製品
○ ○

リ ア ル タ イ ム Ｏ Ｓ
独自OS（「ELX」）、ITRONなど既存のOS関連製品、

Windows CE再販並びに関連製品
○

Ｓ Ｉ（ カスタマイズ ）
当社独自の要素技術を活用した、製品及びシステム開発、

受託関連製品
○

システム・ソリューション(受託) 客先の仕様に基づき、開発サービスを受託する ○

商品 そ　　　　の　　　　他 Windows、Linux、TCP／IP対応製品及び半導体関連商品 ○

事業系統図　　

 顧客（電気、自動車、半導体関連メーカーなど） 

株式会社エアフォルク (京都) 

・共同研究開発 

・７８％出資 

・業務受託 

エルミック・ウェスコム株式会社 

連結子会社のみを記載しております。 
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２．経営方針
(１)会社の経営の基本方針

　　 当企業グループは、経営理念を「Justice and Logic(公正と論理)」とし、また行動指針を「Speedy, Compact, 

   Perfect(迅速、緻密、完全)」として、顧客並びに社会の期待に応える企業グループの形成を目指しています。

　組込みシステム向けのリアルタイムOS(RTOS)や通信ミドルウェアほかソフトウェアを製品化して提供し、さらに顧

客の要求に沿ったシステムインテグレーションやカスタマイズサービスが事業の中心であるため、ソフトウェア開発

の技術力が大変重要な要素です。

　加えて、平成17年7月の合併により旧ウェスコム株式会社の業態である顧客の要求に基づく開発受託業務が増加傾

向にあり、組込み系のみならずオープンシステム系の開発受託にも、顧客の信頼に足る質の高い技術力が要求されて

おります。

　このことは社員の能力、経験が会社のコンピタンスを決定することであり、会社が将来にわたって顧客ならびに社

会に貢献できるよう社員を指導育成すること、及び絶えざる研究開発活動を推進/継続することが、当社経営にとっ

て極めて重要なことと考えております。

(２)会社の利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、経営の最重要課題としてとらえ、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部

留保資金を確保しつつ、安定した配当を行ってまいります。当社はソフトウェア製品の製造業でもあることから、中

長期的な経営体質の健全化が重要と考えております。すなわち内部留保金について新製品の開発投資、あるいはシナ

ジー効果を得られるアライアンスを進めるための資金として、積極的な活用を考えてまいります。また定款変更によ

り剰余金の配当等の決定機関を取締役会の決議により定める所存ですが、現段階では業績の安定化、業容の拡大と安

定的な成長を重要な経営目標としております。このため配当金につきましては、製造業として投資と回収が時期的に

数年のずれのあるビジネスモデルをとっていることから、会社存続と株主への還元を旨とし、安定的な配当を継続し

てまいります。

(３)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　投資単位の引下げについては、個人投資家層の拡大、株式市場活性化に有効であると認識しております。このよう

な考えに基づき、平成16年8月に1,000株から100株へ引き下げを実施致しました。結果としては平成16年3月31日現在

の株主数861名が平成18年3月31日には1,827名へと増加し、出来高も増加しております。今後も株価、市場等の動向

を考慮しながら投資家層の拡大、株式流動性の向上に配慮していきたいと考えております。

(４)目標とする経営指標

　連結対象会社を含め、当企業グループとしての総合力で収益の最大化を図り、また、合併効果としてのシナジーを

早急に拡大すべく組織の再編成を行っております。

(５)中長期的な会社の経営戦略

　パソコン以外の家電製品などがインターネットに接続されるいわゆるユビキタス社会が当社のターゲットとする

マーケットです。残念ながら、当社の目論見はずれてきており、顧客である各電機メーカー等は製品企画を進めてい

るものの、量産化は大幅に遅れていると言わなければなりません。しかしながら、業界あるいはマーケットにおいて

はユビキタス社会への準備は進められており、液晶テレビの一般化、テレビの地上波デジタル化、さらには光ファイ

バーの普及などに伴い、確実に次世代システムは近づいております。その基本通信ソフトが組込みシステム向けの

TCP/IPであり、IPv6とそのオプションがコアのプロトコル(規格)として必須のソフトウェアということになります。

当企業グループはこのIPv6をいち早く製品化し、継続して開発投資を行っております。

　一方で、インターネット接続でない通信ソフトウェアに関しても、需要の高い分野に対しては、ハード化した製品

開発を進めるなど新しい展開を行いつつあります

(営業部門)

　当企業グループは独立系であり、大手電機メーカーを始め多くの業界をマーケットとしております。これゆえ

にマーケティングと技術開発を有機的に結びつけた営業推進を強化し、戦略顧客の特定、市場性のある新製品の

投入を心がけております。加えてソフトウェア開発受託サービスに関しても、積極的な営業活動を進め、RTOS、

通信などの得意分野については、顧客へのアピールを強めております。
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(開発部門)

　技術的、市場的にアドバンテージを持っているRTOSと通信ソフトウェア等の製品をコアとして、新たな製品開

発と顧客の要求に従って、それらを利用したシステムの構築(システムインテグレーションまたはカスタマイズ)

を行なっております。組込みシステムにおける技術の高度化のスピードは極めて速く、当社としても次世代、次々

世代の製品に組込む製品／サービスの提供が重要となっております。このため新技術の習得、技術者の育成等々

に注力しております。

①通信関連ソフトウェア

  ITマーケットに要求される次世代無線通信ソフトウェアに関しては、大手家電メーカーと共同開発を行い、ま

た業務提携、アライアンスも積極的に進め、新技術の獲得にも力を入れております。有力な既存顧客である半導

体製造装置メーカー向けにはSEMI(米国の規格)に準拠したSoftCOMGEMを開発いたしましたが、今後は300mmウェ

ハーや液晶製造装置向けなど対象を広げてきております。

②インターネット関連ソフトウェア

  インターネットの接続のための次世代TCP/IPv6をTreck社(旧 ELMIC SYSTEMS USA,INC.)と共同開発してきてい

ますが、コア部分にプラスしてオプション製品のラインナップが充実してきたということがいえます。当社の組

込みシステム向けTCP/IPv6はサーバーやパソコン用とは違って、携帯電話を始め各種情報家電やさらには白物家

電といわれる機器を対象にしていることから、それらの機器間あるいは移動体での通信が主であることから、セ

キュリティが重要視されます。ここでは機能の説明は省きますが、PPPoE、MIPv6、ftp、SNMP、UpnPといった機

能を盛り込むことによって、顧客であるセットメーカーには開発の容易性が提供できる体制を整えてきておりま

す。オプション開発に当たっては国内外のパートナーとも協力してさらに幅広い製品の提供を目指します。

　また、ITRONの次世代版であるT-Engineへの搭載、あるいはVoIP製品(H.323,SIP)などあらゆるマーケットの要

求に応えられる製品ラインアップを進めてまいります。

③リアルタイムOS（RTOS）関連

　RTOSそのものは価格の下落もあり、単一製品を販売することによるメリットは薄れてきております。オープン

ソース系のITRON、組込みLinux、あるいはWindows、その他メーカー系RTOS、そして当社開発のELXなどあらゆ

るRTOSに精通している当社は顧客の製品企画にもっとも適合したシステムを作り上げる技術ノウハウを保持して

おり、さまざまな用途に応じたコンサルテーション、システムインテグレーションを提供しております。特に今

期は時期につながるハードウェアビジネスの活発化を軸にオーディオ系製品を始めとする新製品開発に注力して

おります。

④システムインテグレーション関連

　組込みシステムにおけるシステム全体のパフォーマンス向上のために、当社グループの得意とする要素技術と

製品を統合するコンサルティング業務やシステム開発業務のサービスを提供しています。特に組込みシステムに

おいてはハードウェアやCPUとの親和性など物理的な環境におけるソフトウェアの動作性がポイントであり、技

術者の経験が重要です。長い会社の歴史のなかで培われてきたノウハウの蓄積もサービスの質を大きく左右しま

すので、その意味からも技術者の教育・育成に注力しております。新規のサービス活動としてはIPカメラやス

ウィッチ商品への開発参画、DVDレコーダや地上波ディジタルTV、ブルーレイディスクへの開発参画、IP交話装

置への参入などがあります。他方、受託サービスに関しても顧客の要求に柔軟に対応すべく、社内教育体制の整

備をはじめ、積極的な技術の高度化を進めております。

上記の要素技術、製品、経験豊富な技術陣、パートナーをフルに活用した製品開発、マーケット拡大を目指し

ます。上述しましたが、平成17年7月1日にはウェスコム株式会社と合併し、同社の持つ洗練された技術陣と当社

の要素技術・製品のコラボレーションにより、ソフトウェア・レイヤーの一気通貫、トータルソリューションを

提供できる企業に変身したいと考えております。両社の持つ補完的な技術ノウハウによるシナジー効果は業績の

安定と拡大の双方を可能にすると考えております。

(営業部門、開発部門の管理体制)

　コーポレート・ガバナンスの観点から管理体制を強化し、売上、粗利、納期、製造原価、品質管理、サポート

サービスなど細部にわたって、より具体的な報告・指示・管理体制を構築しております。
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(６)会社の対処すべき課題

①　アライアンスの強化

②　信頼度の高い外注先の安定的確保 

③　社員教育

④　リスクマネジメント

⑤　より一層のシステム化

⑥　マーケティングの強化　

　市場の広がりが期待される当業界にあって、業容の拡大を目指す企業としての当社グループは、リスクを最小

にして最大利益を獲得する戦略を採用します。今回のウェスコム株式会社との合併はその具現化したものであり

対処すべき課題のいくつかは、合併による効果として改善の実を挙げられるものと考えております。

(７)親会社等に関する事項

当社に親会社等はありません。　

(８)その他、会社の経営上の重要な事項

当該事項ありません。
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３．経営成績及び財政状態

(１)経営成績

①（当連結会計年度の業績概要）（平成17年４月１日から平成18年３月31日）

　当連結会計年度のわが国経済は、各企業の収益改善もあって設備投資意欲が高まってきているものの、当社の

属する業界、マーケットでは業態別にも業況の良し悪しがあり、好不調が個々の企業別に様々です。家電業界に

おいては地上波デジタルテレビ放送への移行(2012年)やインターネット通信の普及が話題となり、徐々にではあ

りますが好ましい状況に入ってきました。当社製品の販売対象客先においても積極的な投資がようやくスタート

してきた感があります。とはいえ、ユビキタス関連の研究開発は統合的なアプローチというより個々の機器対象

に進んでいるため、大きく業績に寄与するまでには至っておりません。当社としてはこれを実需に結びつけるた

め連結子会社とともに積極的な製品開発を行い、販売促進活動を展開して次期につなげる経営戦略を取っており

ます。

②（品目別業績）

　・通信

　製品寿命との関係で、通信ボード系の減少は期初予算で織り込み済みであり、半導体・液晶製造装置向け通信

ボードの需要時期が設備投資シフト(次年度)と関連して減少、またISDN通信ボード(POS用)も顧客設備投資減によ

り販売減ではあったものの、実績では多少予想を上回る売上げ・利益が得られました。トータルでの売上高は前

年同期比30.7％減少の260百万円となりました。

　・インターネットプロトコル

　期初に行ったKASAGO TCP/IPの販促キャンペーンにより新規の顧客獲得に効を奏し、プロジェクトライセンスの

販売は増加しました。また、導入済み顧客のセット量産が始まり、ロィヤリティ収入も増加となりました。特に

携帯電話、車載機器において顕著でありました。実際、2～3年後のTCP/IPv6の市場形成が確実視されるようになっ

たこともあり、全体的にTCP/IP(KASAGO)の製品販売が復調し、これに伴って搭載等のためのSI案件も増加しました。

売上高は前年同期比23.6％増加の276百万円となりました。

　・リアルタイムOS

　KASAGO販促においては自社OS（ELX）以外との組み合わせも多く、自社OSの採用、販売は減少した要因としては

オープンソース系のOS、例えばLinux対応の組込み機器の拡大による販売減が挙げられますが、予想範囲といえま

す。売上高は前年同期比30.9％減少の34百万円となりました。

　・SI（カスタマイズ）

　上記の通り、KASAGO関連の製品販促により顧客システム用SI受託は確実に増加し、並びにその他の製造・制御

システムでのSIも受託開発が増加しました。売上高は前年同期比12.8％増加の513百万円となりました。

　・システム・ソリューション（受託）

  平成17年7月1日の合併により、販売実績に関しては9ヶ月間寄与しております。旧来の大口顧客よりの受託量は

減少しているものの、新規顧客よりの受託が増加しております。売上高は443百万円となりました。なお、前期対

比は算出不可となっております。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は16億79百万円(前年同期比33.9％増加)となり、経常利益は42百万円と

なりました。また、繰延税金資産の取崩等により、当期純損失は45百万円(前連結会計年度は当期純損失590百万

円)となりました。

③(研究開発)

　研究開発費は126百万円(対売上高比7.5％、前年同期比45百万円増加)となりました。これは主にインターネッ

ト関連のTCP/IPv6の研究開発が峠を越したことによるものです。半導体製造装置向けSoftCOM GEM300、ELXのバー

ジョンアップ等、ソフトウェアメーカーとしての開発投資は必要に応じて、継続しております。　
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(２)財政状態

キャッシュ・フロー等の状況について

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に税金等調整前当期純利益が47百万

円（前連結会計年度は2億64百万円の損失）、減価償却費が76百万円（前年同期比0.5％減少）、株式の発行による収

入が41百万円ありましたが、売上債権の増加額1億53百万円(前連結会計年度は2億64百万円の減少）、投資有価証券

の取得による支出62百万円(前年同期比80.2％減少）、配当金の支払額36百万円(同0.1％増加）等の要因の他、合併

による資金の引継37百万円により、前連結会計年度末に比べ45百万円減少し、当連結会計年度末には12億7百万円と

なりました。

　また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は、34百万円（前連結会計年度は2億14百万円の獲得）

となりました。

　これは主に、税金等調整前当期純利益47百万円、減価償却費76百万円がありましたが、売上債権の増加額1億53

百万円等の要因によるものであります。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は、55百万円（前年同期比69.4％減少）となりました。

　これは主に、長期貸付金の回収による収入6百万円(前年同期比784.9％増加）がありましたが、投資有価証券の

取得による支出62百万円等の要因によるものであります。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において、財務活動の結果得られた資金は、5百万円（前連結会計年度は36百万円の使用）とな

りました。

　これは主に、株式の発行による収入41百万円がありましたが、配当金の支払額36百万円があったことによるもの

であります。

当企業グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。  

平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

自己資本比率(%)　 83.8 86.1 86.6 82.0 

時価ベースの自己資本比率(%) 28.5 88.5 101.6 124.2 

債務償還年数(年) 0.2 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 98.6 274.3 － －

（注）　１．上記指標の算出方法

　　自己資本比率：自己資本／総資産

　　時価ベースの自己資本比率(%)：株式時価総額／総資産

　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

３．株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式総数により算出しております。

４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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、連結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、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書

の利息額を使用しております。

５．平成16年3月度の債務償還年数は、有利子負債が発生していないため記載しておりません。

６．平成17年3月度の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、有利子負債及び利払いが

発生していないため記載しておりません。

７．平成18年3月度の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フロー

がマイナスであるため記載しておりません。
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(３)次期の見通し

　セットメーカー(電機メーカーなど)におけるユビキタス社会への製品企画は徐々にではありますが、増加しており、

TCP/IP(KASAGO)の実績に現れてきています。オプションも充実してきており、マーケットに対する訴求力も着実に増

加していると自負しております。今期は、さらにTCP/IP(KASAGO)を核とする関連ミドルウェアやオプション類の開発

を進め一層の充実を図ることにより事業拡大を目指します。SIに関しては、納期が長期化することに伴い、期末に納

入・売上げ計上が集中する傾向がますます強くなっております。また今期は企画中の制御系の通信ソフトウェア製品

が完成することもあり、積極的に旧製品からの切換および新規市場開拓に取組みます。

　合併したウェスコム社のサービスを主体とした開発受託サービスに関しては旧来の大口顧客からの受注が漸減して

おりますが、新たに製品提案を行い、より上流行程からの受注を図り、他方新規顧客へのより積極的な展開を図り、

受託サービスの更なる増加を図ってまいる所存です。加えて合併のシナジー効果を高めるため、組織の統廃合をはじ

め、人事交流を進めております。これにより技術者の充実を図り、より付加価値の高い受注獲得を目指します。

　今後は市場の動向等を保守的に見て、財務内容の健全化を保ちつつ、堅実、着実に業績を上げていく所存でありま

す。その柱としては、まず社内的には開発の効率化があり、対外的にはマーケティングの確立です。このため人材へ

の投資を行っており、ビジネスモデルの転換を図ってまいります。

　以上の結果次期の業績見通しは、次のとおりであります。

 （単位：百万円）

 売　上　高 経 常 利 益 当期純利益

 連結業績（中間期） 883 △66 △58

 連結業績（通　期） 2,088 50 64

 単体業績（中間期） 840 △74 △65

 単体業績（通　期） 2,000 30 48

　従いまして、この業績予想に全面的に依拠して投資判断を行なうことは、お控えになるようお願い致します。実際

の業績に影響を与えうる要因としては、主要市場の経済環境、製品需要並びに製品価格の変動、急激な技術革新、為

替相場の変動及び国内外の各種規制並びに会計基準・慣行等の変更が含まれます。なお当社の業績見通しにつきまし

ては、下半期に納入・売上げ計上が集中するという季節的な特徴があります。

(４)事業等のリスク

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

ります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考

えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社は、こ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式

に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があります。

(当社の事業内容について)

「通信」のリスク

　共同開発を行なうなど当社は、業務提携やアライアンスを中心にして新技術の獲得を行っておりますが、この業

務提携やアライアンスが解消されるような事態になると新技術の獲得が困難になり、当社の業績に重要な影響を与

える可能性があります。

「インターネットプロトコル」のリスク

　「KASAGO TCP/IP(IPv4)」は、多くの顧客に採用いただいており、これをベースに「KASAGO IPv6」を販売してお

ります。当社としてはIPv6の機能充実のためのバージョンアップ、オプションソフトの開発などを行なっておりま

すが、市場投入が遅れた場合、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。

「SI（カスタマイズ）」のリスク

　外注会社と良好な関係を図ることにより、人材を確保し、SIの収益性確保と安定的な受注を図って参りますが、

良好な関係が保てない場合、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります
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（ファブレス政策）

　当社は、自社でハードウェア設計を行ないますが、製造工場を持たず、主に下記開発製造会社あるいは、新規外部

開発製造委託先を選択することにより、柔軟な設計、生産能力を持ち、過剰な部品在庫や生産設備を持つリスクを避

けております。外部開発製造委託工場とは、業務委託契約を締結し、品質上の問題発生防止につとめております。ま

た、開発物は当社の資産であり、他の委託工場で継続生産ができる管理を行っております。

　特定外注先への依存度(外注実績)

　当連結会計年度の外注高は401百万円で、主要な外注先の外注金額の割合は以下の通りです。なお、㈱エアフォルク

は、除いております。

 （単位：千円）

外注先名 外注品目又は外注工程名
外注金額

備考
第29期 比率(％)

東芝パソコンシステム㈱ 特注ハードウェア 57,479 14.3

㈱ティーケーエス 特注ソフトウェア 43,010 10.7

ヤマキ電気㈱ 通信ボード 36,899 9.2

㈱日本システム研究所 特注ソフトウェア 23,000 5.7

㈱レイジーシステム 特注ソフトウェア 19,348 4.8

その他　43社 － 222,226 55.3 －

合計 － 401,964 100.0 －

（注）上記外注金額には、消費税等は含んでおりません。

　上記外注先とは、経営上のヒヤリング・製品生産管理・品質管理等の連絡を緊密に取りながら取引を行っておりま

す。また、特定の会社に集中しないようリスク分散を心がけております。しかしながら、将来業務委託先の経営状態

により当社の製品出荷に影響を与える可能性があります。従って、開発製造会社の設計能力、生産能力、品質管理能

力により適切な時期に製品を出荷することが出来ず、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。

（人材の確保）

　今後の新規事業の拡大にとって、マーケティングや開発業務に従事する社員は重要な役割を担っています。しかし

当業界が小さいこともあって、優秀な人材は限られているため、人材獲得競争は激しく確保できないリスクがありま

す。当社では常時有能な人材の獲得、社員のモチベーションアップのために、人事体系の見直しを行なっております。

能力主義に基づく目標管理制度と給与体系をさらに充実させて参ります。人材の獲得が失敗した場合、あるいは当社

の優秀な人材が流失した場合、中長期の経営戦略達成に支障が生じ、業績に重要な影響を与える可能性があります。

（投融資について）

　当社はこれまで同様、今後も既存の製品サービスをベースに幅広い事業展開を積極的に行なう方針で、子会社設立、

アライアンスなどを国内外問わず行なって参ります。

　今後の投融資については現状の企業規模と比較して多額となる可能性もあり、当社の財務状況等経営全般にわたる

リスクが拡大する可能性もあります。しかしながら、投融資先の状況が当社の業績に与える影響を的確に予想するこ

とは不可能であり、投資額を回収できない可能性もあります。

（重要なアライアンス）

　当連結会計年度において、新たに締結した重要な契約は次の通りであります。当社グループは新技術を獲得すべく、

数多くの業務提携やアライアンスを行なっております。ほとんどの案件が将来製品化されるシステムであり、この内

容が外部に漏れることは、すなわち顧客の利害に直接影響します。したがって対顧客、対外注先とは受発注契約とは

別に「機密保持契約」を結んでいます。下記は機密保持契約に触れず、許される範囲でのものであることをご了解く

ださい。「(6)会社の対処すべき課題」に述べましたようなアライアンスは、各社とも製品出荷までは各プロジェクト

を厳密な機密下に管理しており、この内容が外部に漏れることは、アライアンスの解消だけでなく、損害賠償請求が

及ぶこともあり得ます。したがって本件は各アライアンス先との「機密保持契約」で許される範囲において、記述い

たします。

　①株式会社デジオン

     同社のホームネットワーク・ソリューション「DiXiM」のパートナー契約。

・目　　的　DiXiMをITRON仕様に対応させた「DiXiM for ITRON」を開発し、同社製インターネット接続ソフトウ
エア「KASAGO TCP/IP」シリーズの上位アプリケーションソフトウエアとして製品系列に加える

・人事交流　特にありません。　
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４．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 166,372 265,149 98,777

２．受取手形及び売掛金  410,762 629,139 218,376

３．有価証券 1,086,333 941,928 △144,404

４．たな卸資産 92,753 125,015 32,262

５．繰延税金資産 29,535 24,701 △4,833

６．その他 46,920 79,981 33,060

  　　貸倒引当金 △179 △243 △63

流動資産合計 1,832,498 74.4 2,065,673 75.9 233,175

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産  

(1）建物 13,845 －  

建物及び構築物 －  90,749   

減価償却累計額 4,600 9,245 38,771 51,978 42,732

(2）車両及び運搬具 － 6,203  

減価償却累計額 － － 4,504 1,698 1,698

(3）工具器具備品 94,427 92,462  

減価償却累計額 86,222 8,204 83,608 8,854 650

(4）土地  －  39,014 39,014

有形固定資産合計 17,449 0.7 101,545 3.7 84,096

２．無形固定資産

(1）営業権 － 26,164 26,164

(2）その他 112,983 64,624 △48,359

無形固定資産合計 112,983 4.6 90,788 3.4 △22,195

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※１ 416,546 421,390 4,844

(2）長期貸付金 6,475 1,688 △4,787

(3）繰延税金資産 756 461 △295

(4）破産債権等 241,613 219,820 △21,793

(5）その他 73,744 43,198 △30,546

　　　貸倒引当金 △238,429 △223,755 14,673

投資その他の資産合計 500,708 20.3 462,804 17.0 △37,904

固定資産合計 631,141 25.6 655,137 24.1 23,996

資産合計 2,463,640 100.0 2,720,811 100.0 257,171
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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．買掛金 69,072 104,977 35,904

２．未払法人税等 13,592 10,056 △3,536

３．繰延税金負債 73 － △73

４．賞与引当金 31,782 28,216 △3,566

５．その他 35,800 67,962 32,162

流動負債合計 150,321 6.1 211,212 7.8 60,890

Ⅱ　固定負債  

１．社債 － 42,000 42,000

２．預り保証金 － 190 190

３．繰延税金負債 － 11,094 11,094

４．退職給付引当金 484 32,552 32,067

５．役員退職慰労引当金 171,229 185,960 14,730

固定負債合計 171,714 7.0 271,797 10.0 100,082

負債合計 322,036 13.1 483,009 17.8 160,973

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 7,333 0.3 6,345 0.2 △987

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 1,160,041 47.1 1,202,036 44.2 41,994

Ⅱ　資本剰余金 1,459,152 59.2 1,051,675 38.6 △407,476

Ⅲ　利益剰余金 △292,094 △11.9 △22,676 △0.8 269,418

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 △7,607 △0.3 16,231 0.6 23,839

Ⅴ　自己株式 ※３ △185,220 △7.5 △15,810 △0.6 169,409

資本合計 2,134,270 86.6 2,231,456 82.0 97,185

負債、少数株主持分及び
資本合計

2,463,640 100.0 2,720,811 100.0 257,171
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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 1,254,501 100.0 1,679,441 100.0 424,939

Ⅱ　売上原価  667,803 53.2 933,587 55.6 265,783

売上総利益 586,697 46.8 745,853 44.4 159,156

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1、2 608,072 48.5 706,620 42.1 98,547

営業利益又は営業損失(△) △21,374 △1.7 39,233 2.3 60,608

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 11,287 18,367  

２．受取配当金 110 152  

３．持分法による投資利益 7,739 －  

４．匿名組合投資利益 4,285 －  

５．その他 3,539 26,960 2.2 4,297 22,817 1.3 △4,143

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 － 509  

２．持分法による投資損失 － 13,358  

３．投資組合投資損失 － 4,727  

４．加算税等 3,054 －  

５．為替差損 394 －  

６．その他 － 3,449 0.3 657 19,252 1.1 15,803

経常利益 2,136 0.2 42,798 2.5 40,661

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入益 － 16,839  

２．レバレッジド・リース解
約益 49,179 －  

３．投資有価証券売却益 3,980 －  

４．受取保険金 － 53,159 4.2 54,750 71,590 4.3 18,430

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ 22,861 10,050  

２．貸倒引当金繰入額 236,944 1,850  

３．会員権評価損 900 700  

４．投資有価証券評価損 － 229  

５．たな卸資産評価損 34,601   －    

６．合併費用 －   38,453    

７．役員弔慰金等 －   15,619    

８．本社移転費用 24,482 319,790 25.5 － 66,903 4.0 △252,886

税金等調整前当期純利益又は税
金等調整前当期純損失(△) △264,494 △21.1 47,484 2.8 311,979

法人税、住民税及び事業税 5,993 6,178  

法人税等調整額 319,351 325,344 25.9 87,902 94,081 5.6 △231,263

少数株主利益又は少数株主損失(△) 326 0.0 △987 △0.1 △1,314

当期純損失 590,166 △47.0 45,609 △2.7 544,556
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(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  1,459,152  1,459,152 －

 Ⅱ　資本剰余金減少高      

１．配当金 －  36,117   

２．当期未処理損失補填額 －  315,027   

３．自己株式処分差損 － － 56,331 407,476 407,476

Ⅲ　資本剰余金期末残高  1,459,152  1,051,675 △407,476

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高  334,189  △292,094 △626,284

Ⅱ　利益剰余金増加高      

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

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金 36,117  －   

２．当期純損失 590,166 626,284 45,609 45,609 △580,674

Ⅳ　利益剰余金期末残高  △292,094  △22,676 269,418
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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利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△264,494 47,484 311,979

減価償却費 76,885 76,486 △399

長期前払費用償却費 208 440 232

持分法による投資損失又は利益（△） △7,739 13,358 21,098

貸倒引当金の増加額又は減少額(△） 236,944 △14,989 △251,934

賞与引当金の減少額 △13,909 △3,566 10,342

退職給付引当金の増加額 484 2,860 2,376

役員退職慰労引当金の増加額 9,730 14,730 5,000

受取利息及び受取配当金 △11,397 △18,519 △7,122

支払利息 － 509 509

匿名組合投資利益 △4,285 － 4,285

投資組合投資損失 － 4,727 4,727

為替差益 △57 △332 △275

レバレッジド・リース解約益 △49,179 － 49,179

投資有価証券売却益 △3,980 － 3,980

受取保険金 － △54,750 △54,750

役員弔慰金等 － 15,619 15,619

固定資産除却損 22,861 10,050 △12,810

投資有価証券評価損 － 229 229

会員権評価損 900 700 △200

売上債権の減少額または増加額（△） 264,059 △153,286 △417,346

たな卸資産の減少額又は増加額（△） 23,861 △20,698 △44,559

仕入債務の増加額又は減少額（△） △57,968 10,252 68,221

その他資産の増加額 △10,997 △23,642 △12,645

その他負債の増加額又は減少額（△） 8,553 △33,073 △41,627

未払消費税等の増加額又は減少額（△） △11,768 11,806 23,574

小計 208,712 △113,603 △322,316

利息及び配当金の受取額 13,100 21,675 8,574

利息の支払額 － △672 △672

保険金受取額 － 87,435 87,435

役員弔慰金等の支払額 － △15,619 △15,619

法人税等の支払額 △7,342 △13,510 △6,167

営業活動によるキャッシュ・フロー 214,469 △34,294 △248,764
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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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △8,669 △1,847 6,821

無形固定資産の取得による支出 △44,849 △24,036 20,813

投資有価証券の取得による支出 △314,048 △62,060 251,988

投資有価証券の売却による収入 105,980 － △105,980

出資金の返還による収入 47,613 － △47,613

長期貸付けによる支出 － △204 △204

長期貸付金の回収による収入 760 6,725 5,965

長期未収入金の回収による収入 25,794 － △25,794

敷金保証金の返還による収入 24,679 9,538 △15,141

敷金保証金の預入れによる支出 △16,006 － 16,006

破産債権等の回収による収入 － 17,378 17,378

その他 △1,897 △680 1,216

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,642 △55,187 125,455

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 － 41,994 41,994

自己株式の取得による支出 △36 － 36

配当金の支払額 △36,031 △36,073 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,067 5,921 41,989

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 57 332 275

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △2,182 △83,227 △81,045

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,254,887 1,252,705 △2,182

Ⅶ　合併による現金及び現金同等物の増加高 － 37,599 37,599

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,252,705 1,207,078 △45,627
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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 (イ）連結子会社の数　　　　１社

連結子会社名

㈱エアフォルク

(イ）連結子会社の数　　　　１社

連結子会社名

㈱エアフォルク

(ロ）非連結子会社の数　　　０社 (ロ）非連結子会社の数　　　０社

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用会社数　　　 １社

会社名

関連会社　ウェスコム㈱

(1）持分法適用会社数　　　 ０社

 なお、ウェスコム㈱については平成17年

7月1日に当社と合併したため、持分法の

適用範囲から除外しております。

(2）持分法を適用していない関連会社　(㈱

ロックハンドテクノロジー)は、当期純損

益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しております。

(2）　　　　　　　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す。

　連結子会社の決算日が連結決算日と異なる

会社は次のとおりです。

会社名 決算日

㈱エアフォルク ２月28日

会社名 決算日

㈱エアフォルク ２月28日

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決
算日現在の財務諸表を使用しており、連結
決算日との間に生じた重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

(イ）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

(イ）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

関連会社株式

移動平均法による原価法

関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時
価法（評価差額は全部資本直入
法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

　　移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合への出資

(証券取引法第2条第2項により有

価証券とみなされるもの)につい

ては、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法によっ

ております。

②　たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

②　たな卸資産

商品

同左

製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法

製品・仕掛品・原材料

同左
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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）

(ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　法人税法に定める定率法

(ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　法人税法に定める定率法

（ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物(附属設備を除く)については

定額法）

②　無形固定資産

　市場販売目的のソフトウェアについ

ては、見込販売数量に基づく償却額と

残存有効期間に基づく均等配分額とを

比較しいずれか大きい額を計上する方

法、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法。

②　無形固定資産

　法人税法に定める定額法。なお、市

場販売目的のソフトウェアについては、

見込販売数量に基づく償却額と残存有

効期間に基づく均等配分額とを比較し、

いずれか大きい額を計上する方法、自

社利用のソフトウェアについては、社

内における見込利用可能期間(５年)に

基づく定額法。

(ハ）繰延資産の処理方法

①   　　      －

　

(ハ）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。

(ニ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

(ニ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　　　　　同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、

将来支給見込額のうち当連結会計年度

負担分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

給付債務および年金資産の見込額に基

づき計上しております。

③　退職給付引当金

　　　　　同左

④　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の支給に

備えるため当社役員退職慰労金規程に

基づく要支給額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

　　　　　同左
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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）

(ホ) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①　匿名組合契約による持分の会計処理

　平成７年３月にレバレッジド・リー

ス参加契約(期間12年)を匿名組合と締

結いたしました。参加時点の拠出金

50,000千円は匿名組合債権として認識

し、その後の同組合の直近の計算期末

における純資産の当社持分相当額を匿

名組合債権又は債務として処理し、ま

た、同組合の当連結会計年度に属する

損益の当社持分相当額を匿名組合投資

損益として処理しております。なお、

当連結会計年度において当該契約は解

約されましたため、解約時点までの損

益は匿名組合投資損益として処理し、

解約により発生した残余金分配額等を

「レバレッジド・リース解約益」とし

て特別利益に49,179千円計上しており

ます。

(ホ) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①   　　      －

　　　　　

②　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

②　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．利益処分項目等の取扱に

関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなります。

同左

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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表示方法の変更

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）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

  投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金保証金の

預入れによる支出」は、前連結会計年度は「その他」に

含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「敷

金保証金の預入れによる支出」は△3,934千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

  投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金保証金の

預入れによる支出」は、当連結会計年度において、金額

的重要性が乏しくなったため「その他」に含めておりま

す。

　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「敷

金保証金の預入れによる支出」は　△50千円であります。

　追加情報

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）

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）

　当社とウェスコム株式会社は平成17年3月25日に、平成17

年7月1日を合併期日とする合併契約書に調印しました。当

該合併契約は平成17年5月20日開催の当社とウェスコム株式

会社の臨時株主総会において、それぞれ承認されました。

合併契約の要旨は次のとおりであります。

(1）合併期日　　

　平成17年7月1日

　                     　－

(2）合併方式　　

　当社を存続会社とする吸収合併方式であります。

(3）合併比率　　　　

　ウェスコム株式会社の普通株式1株に対して、当社の

普通株式6株を割当て交付します。ただし、当社が所有

するウェスコム株式会社の普通株式25,000株には割当

て交付しないこととします。

(4）合併交付金　

　合併交付金の支払はありません。

(5）合併により発行する株式

　合併に際して、ウェスコム株式会社の株主に割当て

る普通株式は、450,000株であります。なお、新株の発

行に代えて当社の所有する自己株式を移転するものと

します。

(6）配当起算日　

　当社がウェスコム株式会社の株主に移転する株式に

かかる配当起算日は、平成17年4月1日であります。

(7）財産の引継

　合併期日においてウェスコム株式会社の資産、負債

及び権利義務の一切を引き継ぐ。

　なお、ウェスコム株式会社の平成17年3月31日現在の

財務状態は次のとおりであります。

　　資産合計 582,783千円

　　負債合計 331,509千円

　　資本合計 251,274千円
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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）

　                     　－ （サポート契約に係る売上計上基準）

　サポート契約は、従来契約時に売上計上しておりました

が、金額的重要性が増してきたため、当連結会計年度より

契約期間の経過に対応して売上計上することとしました。

この結果、従来の方法によった場合に比較して営業利益、

経常利益、税金等調整前当期純利益はそれぞれ、22,595千

円少なく計上されております。

　なお、当下期以降に金額的重要性の増加が認められたた

め、当連結会計年度からの変更することとしました。また、

当中間連結会計期間においては、当該処理方法により計上

した場合に比べて営業損失、経常損失、税金等調整前中間

純損失は13,059千円少なく計上されております。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

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）

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 91,872千円 投資有価証券（株式） 3,500千円

※２．当社の発行済株式総数 ※２．当社の発行済株式総数

普通株式 5,307,680株 普通株式 5,404,592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 491,998株 普通株式 41,998株

（連結損益計算書関係）

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。

※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。

給与手当 170,671千円

賞与引当金繰入額 12,913千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,730千円

研究開発費 80,978千円

販売促進費 97,061千円

役員報酬 80,584千円

給与手当 147,452千円

賞与引当金繰入額 4,668千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,730千円

研究開発費 126,080千円

※２．研究開発費の総額　　　　　　　　80,978千円 ※２．研究開発費の総額　　　　　　 　126,080千円

※３．固定資産の除却損の内訳は次の通りであります。

　　　建物 1,786千円

　　　工具器具備品 901千円

　　　ソフトウェア 20,174千円

※３．固定資産の除却損の内訳は次の通りであります。

　　　建物及び構築物 112千円

　　　工具器具備品 433千円

　　　ソフトウェア 9,504千円
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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．現金及び現金同等物の当期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の当期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

現金及び預金勘定 166,372千円

取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資（有価証券）
1,086,333千円

現金及び現金同等物 1,252,705千円

現金及び預金勘定 265,149千円

取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資（有価証券）
941,928千円

現金及び現金同等物 1,207,078千円

　２．重要な非資金取引の内容

　　当連結会計年度に合併したウェスコム株式会社より

引継いだ資産及び負債の主な内訳は以下のとおりであ

ります。

流動資産 112,348千円

固定資産 184,491千円

資産合計 296,839千円

流動負債 74,671千円

固定負債 71,396千円

負債合計 146,068千円

　　なお、合併に際して使用した代用自己株式は169,409

千円、抱合せ株式は70,457千円であります。

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 8,060 9,380 1,320

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 8,060 9,380 1,320

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － －

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 214,048 203,940 △10,107

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 214,048 203,940 △10,107

合計 222,108 213,320 △8,787
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２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

105,980 3,980 －

３．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 880,747

フリー・ファイナンシャル・ファンド 205,585

投資事業組合出資金 100,000

非上場株式 11,354

合計 1,197,687

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 8,060 10,100 2,040

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 224,608 248,723 24,115

③　その他 － － －

(3）その他 51,500 52,670 1,170

小計 284,168 311,493 27,325

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － －

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 284,168 311,493 27,325

２．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 841,902

フリー・ファイナンシャル・ファンド 100,026

投資事業組合出資金 95,272

非上場株式 11,124

合計 1,048,326
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（デリバティブ取引関係）

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）及び当連結会計年度（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行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

(1）当社及び連結子会社の退職給付制度

　当社グループの内提出会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を、確定拠出型の制度として

特定退職金共済制度を設ける他、退職一時金制度、厚生年金基金制度を併用しております。他の会社は退

職金制度を設けておりません。

(2）制度別の補足説明

①　特定退職金共済制度　　　　　　　　設定時期　　　昭和54年

（自己都合で退職する従業員に支給する退職金について横浜商工会議所特定退職金共済制度を採用）

年金資産の合計額　　　　　　　　114,294千円

②　適格退職年金制度　　　　　　　　　設定時期　　　昭和60年

（上記に上積みし、勤続３年以上で定年退職した従業員に支給する退職金について適格退職年金制度
を採用）

③　退職一時金制度　　　　　　　　　　設定時期　昭和63年

（勤続３年以上で退職する従業員について支給）

④　厚生年金基金　　

（当社の加入する厚生年金基金(代行部分を含む)は総合設立方式であり、自社の拠出に対応する年金

資産の額を合理的に計算することができないため、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会：平

成10年6月16日)注解12(複数事業主制度の企業年金について)により、年金基金への要拠出額を退職

給付費用として処理しております。なお、当該年金基金の年金資産総額のうち、平成18年3月31日現

在の掛金拠出割合を基準として計算した当社の年金資産額は、168,679千円であります。)

 なお、上記のうち①及び②については、平成17年7月1日合併前の株式会社エルミックシステムに勤務

していた従業員に対する制度、③及び④については、被合併会社のウェスコム株式会社に勤務してい

た従業員に対する制度であります。

２．退職給付債務に関する事項

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）

(1）退職給付債務（千円） △31,661 △63,521

(2）年金資産（千円） 31,177 34,766

(3）連結貸借対照表計上額純額（千円） △484 △28,754

(4）前払年金費用（千円） － 3,797

(5）退職給付引当金（千円） △484 △32,552

　（注）　退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

前連結会計年度
（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）勤務費用（千円） 2,508 2,793

(2）特定退職金共済制度への掛金拠出額（千円） 11,534 10,183

(3）厚生年金基金への掛金拠出額（千円） － 5,973

計（千円） 14,042 18,949

　（注）　勤務費用は簡便法による退職給付費用であります。
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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）

　退職給付債務については、直近の年金財政計算上の責任

準備金を、年金資産については、期末日における年金資産

の公正な評価額を使用しております。

　退職給付債務については、直近の年金財政計算上の責任

準備金及び期末自己都合要支給額を、年金資産については、

期末日における年金資産の公正な評価額を使用しておりま

す。

（税効果会計関係）

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

（単位：千円）

繰延税金資産

  貸倒引当金損金算入限度超過額 96,823

　退職給付引当金 196

  役員退職慰労引当金 69,519

  減価償却費損金算入限度超過額 6,776

  たな卸資産 11,692

  投資有価証券 4,358

  ゴルフ会員権 8,911

  賞与引当金 12,903

  税務上の繰越欠損金 283,561

  その他 5,785

  繰延税金資産小計 500,529

    評価性引当額 △470,147

  繰延税金資産合計 30,381

  

繰延税金負債  

 その他 △163

 繰延税金負債合計 △163

 繰延税金資産または繰延税金負債(△)の純額 30,218

  

 繰延税金資産または繰延税金負債(△)の純額は、連

 結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

 流動資産－繰延税金資産 29,535

 固定資産－繰延税金資産 756

 流動負債－繰延税金負債 73

 固定負債－繰延税金負債 －

（単位：千円）

繰延税金資産

  貸倒引当金損金算入限度超過額 90,885

　退職給付引当金 13,216

  役員退職慰労引当金 75,500

  減価償却費損金算入限度超過額 7,927

  固定資産評価損 18,483

  たな卸資産 11,692

  投資有価証券 4,451

  ゴルフ会員権 9,195

  賞与引当金 11,455

  税務上の繰越欠損金 328,895

  その他 4,637

  繰延税金資産小計 576,342

    評価性引当額 △549,637

  繰延税金資産合計 26,705

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △11,094

その他 △1,541

 繰延税金負債合計 △12,636

 繰延税金資産または繰延税金負債(△)の純額 14,069

 繰延税金資産または繰延税金負債(△)の純額は、連

 結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 流動資産－繰延税金資産 24,701

 固定資産－繰延税金資産 461

 流動負債－繰延税金負債 －

 固定負債－繰延税金負債 11,094

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

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

　　当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上した

ため、主な項目別の内訳を注記しておりません。なお、

当連結会計年度末における法定実効税率は40.6%であり

ます。

（単位：％）

 法定実効税率 40.6

 （調整）  

 接待交際費等永久に損金算入されない項目 2.1

 受取配当金等永久に益金算入されない項目 △2.7

 住民税均等割等 13.0

 評価性引当金等 127.7

 営業権償却 5.6

 持分法投資損益 11.4

 その他 0.4

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 198.1
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（セグメント情報）

【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）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１日　

至　平成18年３月31日）

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

販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

【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）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１日　

至　平成18年３月31日）

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

【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）及び当連結会計年度（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。

（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）

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

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

延原　清一 － －

当社取締役

㈱アイ・ビー・

テイ代表取締役

(被所有)

直接 0.1
－ －

国内・海外進出

の営業活動に関

する提案・言語

総合サービス

（注２）

3,600 未払金 315

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

２．取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者との取引条件を参考にし、交渉のうえ、決定しております。

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）

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

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

延原　清一 － －

当社取締役

㈱アイ・ビー・

テイ代表取締役

(被所有)

直接 0.1
－ －

国内・海外進出

の営業活動に関

する提案・言語

総合サービス

（注２）

1,800 　－ －

　（注）１．取引金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者との取引条件を参考にし、交渉のうえ決定しております。

３．当該取引は、平成17年10月をもって終了しております。
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（１株当たり情報）

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）

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株当たり純資産額（円） 443.19 416.12

１株当たり当期純損失金額（円） 122.55 8.77

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりませ

ん。

  　　　　　　　同左

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（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）

当期純損失（千円） 590,166 45,609

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 590,166 45,609

期中平均株式数（千株） 4,815 5,202

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　旧商法第280条ノ19の規定に基づ

く新株引受権１種類。なお、行使期

間は平成17年3月31日まででありま

す。

　新株予約権1種類。なお、この新

株予約権は合併によりウェスコム株

式会社から承継したものであり、平

成17年9月30日においてすべて行使

されております。

（重要な後発事象）

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）

 　　　　　　　　　　　─ 　　当社は、平成18年4月19日開催の取締役会決議に基づき、

平成18年4月20日に下記の通り自己株式を取得しました。

(1）取得理由　

　機動的な資本政策の遂行を可能とするため　

(2）取得した株式の種類

　当社普通株式

(3）取得した株式の総数　

　125,000株

(4）取得価額　

　83,375,000円

(5）取得方法

　東京証券取引所のToSTNet-2(終値取引)による買付け
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

品目別の名称
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）

前年同期比
（％）

製品

通信（千円） 193,684 274,685 141.8

インターネットプロトコル（千円） 185,327 339,245 183.1

リアルタイムOS（千円） 39,962 29,638 74.2

SI（カスタマイズ）（千円） 457,718 497,247 108.6

システム・ソリューション(受託)（千円） - 443,990 -

合計（千円） 876,692 1,584,808 180.8

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

品目別の名称
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）

前年同期比
（％）

その他（千円） 111,114 103,693 93.3

合計（千円） 111,114 103,693 93.3

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

品目別の名称

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
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

前年同期比
（％）

製品

通信 350,465 78,078 246,695 63,879 81.8

インターネットプロトコル 202,593 80,406 297,173 100,708 125.2

リアルタイムOS 43,345 7,200 32,395 4,661 64.7

SI（カスタマイズ） 491,645 100,999 549,193 136,900 135.5

システム・ソリューション（受託） - - 453,776 9,786 -

小計 1,088,050 266,684 1,579,235 315,936 118.5

商品

その他 154,618 17,572 136,990 5,105 29.1

合計 1,242,668 284,256 1,716,226 321,042 112.9

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4）販売実績

品目別の名称
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）

前年同期比
（％）

製品

通信（千円） 376,375 260,894 69.3

インターネットプロトコル（千円） 223,961 276,872 123.6

リアルタイムOS（千円） 50,545 34,933 69.1

SI（カスタマイズ）（千円） 454,981 513,292 112.8

システム・ソリューション(受託)（千円） - 443,990 -

小計（千円） 1,105,865 1,529,983 138.4

商品

その他（千円） 148,636 149,457 100.6

合計（千円） 1,254,501 1,679,441 133.9

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における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。

 

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（％）

シャープビジネスコンピュータソフトウェア㈱ － － 191,265 11.9

シャープマニファクチャリングシステム㈱ 92,657 7.4 161,243 10.0
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