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１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３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 ％

18年３月期 6,357 (△0.1) 383 (△20.8) 331 (△26.5)

17年３月期 6,364 (  7.0) 484 (  43.8) 450 (  25.3)

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 177 (△28.1) 3,987 98 － － 7.9 8.0 5.2

17年３月期 246 (  25.3) 18,156 33 － － 22.9 12.2 7.1

（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 18年３月期 36,473株 17年３月期 11,836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）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 ％ ％

18年３月期 1,900 00 0 00 1,900 00 74 47.6 2.5

17年３月期 5,000 00 0 00 5,000 00 88 27.5 5.9
（注）18年３月期期末配当金の内訳(普通配当1,900円）

(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

18年３月期 4,573 3,003 65.7 75,793 00

17年３月期 3,696 1,501 40.6 82,781 32

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 39,200株 17年３月期 17,750株
②期末自己株式数 18年３月期 －株 17年３月期 －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

18年３月期 △202 △1,149 1,207 1,206

17年３月期 660 △123 398 1,351

２．平成19年３月期の業績予想（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
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 2,700 225 124 －  － －  － －  －

通　期 6,000 500 275 －  － 500 00 500 00
（参考）１株当たり予想当期純利益(通期）1,753円83銭（平成18年４月１日発行済株式数は株式の分割により156,800株　

　となっております。）
※　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７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社は、子会社ならびに関連会社が存在いたしませんので、企業集団は構成されておりません。

　当社の事業は、エンタープライズネットワーク事業、ブロードバンドネットワーク事業、ソリューションビジネス事業

及び保守サービス事業の４事業に区分し、ネットワークのコンサルティングから設計・構築・運用管理に至るトータル・

ソリューションを提供しております。

 

事業名 事業の内容

エンタープライズネットワーク事業

ルータ、スイッチ、IPサーバ、セキュリティ機器等のネッ

トワーク製品販売及びこれらをベースにした企業内ネット

ワーク構築を行う事業

ブロードバンドネットワーク事業
ADSL,FTTH等のブロードバンド通信事業者に対して、ブロー

ドバンドアクセスサーバ・無線LAN等を販売する事業 

ソリューションビジネス事業

SLA/SLM関連のソフトウェア販売及びシステム開発、ネット

ワークのパフォーマンスやレスポンスの解析、診断サービ

ス、品質向上やコスト削減等のコンサルティングサービス

を提供する事業

保守サービス事業
当社が構築したネットワークに対するメンテナンスサービ

スや製品のオンサイト保守を行う事業

２．経営方針

（1）会社経営の基本方針

　当社は、平成元年７月の創業以来一貫してIPネットワークに係わる海外製品の輸入と国内大手企業へ当該製品をコアと

したソリューションを提供してまいりました。

　1990年代は、汎用コンピュータを中心としたクローズドネットワークからUNIX＆WINDOWSを中心としたオープンネット

ワークへの切り替えの黎明期にあった大手一般企業へのネットワーク基盤構築、2000年初頭から大手通信会社が開始した

ブロードバンドサービスに係わる製品＆ソリューションの提供、2005年半ばから個人情報保護法施行に伴うセキュリティ

製品＆ソリューションの提供を行っております。

　技術革新の著しいIPネットワーク分野の中で、海外コンサルタントとの連携強化、海外ベンチャーキャピタルとの提携、

海外既存ベンダーとのビジネス戦略の共有を指向し、常に顧客ニーズに沿った最先端の製品＆ソリューションの提供を経

営理念としております。かつ、収益の安定性と製品納入後の徹底したメンテナンス体制によりユーザの信頼性を確保する

ことを経営の基本方針としております。

（2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主への利益還元を充実させていくことを経営上の最重要課題と位置付けております。

　利益配分につきましては、配当性向20％以上を継続して実施してまいります。

（3）投資単位の引き下げについて

　当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要課題と認識しております。投資家の皆様に、より

投資しいやすい環境を整えるために株価の水準や取引高を慎重に検討し、今後も対処していく所存であります。なお、平

成18年４月１日を効力発生日といたしまして、平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録され

た株主の所有普通株式１株につき４株の割合をもって分割いたしました。

（4）目標とする経営指標

　当社は安定的な収益向上を重視しており、当面売上高経常利益率10％を目指しております。
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（5）中長期的な経営戦略と対処すべき課題

　社会のインターネット化が進展する中で、当社は、これまで手がけてきたネットワーク＆セキュリティ分野に特化し、

且つ、大手通信会社のNGN（次世代ネットワーク）基盤構想に向け、フロールータ、光クロスコネクトを含む最先端製品を

中核としたトリプルプレイ（データ・音声・映像）サービスネットワークへの新事業展開も目指していきます。

　具体的には、次の展開を目指します。

① 営業部門では、担当役員自ら顧客とコンタクトし、顧客ニーズに沿った営業活動の促進を図ることで、営業の効率化

　 を一層推進します。

② 技術部門では、ITIL基準に沿った運用保守サービスの標準化を図り、顧客サービスレベルの向上を目指します。

③ 管理部門では、新EDPシステムの導入により事務の一層の効率化を図ります。

④ 個人情報保護法施行に基き、顧客情報管理を一層強化してまいります。（2005年９月にISMS ver2.0を取得済み）

⑤ ISO14001認証取得を目指し、今日企業の社会的責任の重要な部分を占める環境への対応を深めます。 

（6）内部管理体制の整備・運用状況

　当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向け内部管理体制強化のための整備を図っております。社内業務全般にわ

たる諸規程を整備し、業務分掌規程・職務権限規程等により、責任と権限を明確にし、職務を遂行する体制を構築してお

ります。その職務遂行状況を社長直属の内部監査担当が法令・定款・各規程への準拠状況・整合性について監査しており

ます。

　また、管理部門として経理・財務部、総務・人事部を配置し、各業務部門への牽制機能を果たしております。

　なお、現状の各業務部門及び管理部門の配置状況は以下のとおりであります。

 

業務担当部門 

内部監査担当 

代表取締役社長 

（業務執行を監督・改善指示） 

経理・財務部 

（予算統制・適時開示） （監  査） 

（内 部 牽 制） 

（内部監査結果報告） 

総務・人事部 

（規程管理・法務統制） 
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（7）その他

ア.会計監査

　当社は、証券取引法に基づく監査契約をあずさ監査法人と締結しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同

監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　・業務を執行した公認会計士の氏名

　　　　指定社員　公認会計士　渡邉　宣昭

　　　　指定社員　公認会計士　守谷　徳行　

　　・監査証明業務に係る監査従事者

　　　　公認会計士　２名、会計士補　４名

イ.監査報酬の内容

　　監査報酬等　公認会計士法第２条第１項に規定する監査証明業務に基づく報酬　14,000千円

ウ.役員報酬の内容

　　役員報酬等　取締役に支払った報酬　74,400千円

 監査役に支払った報酬　 9,956千円

　　　　　　　　　　　計　　　　　　  84,356千円

 (8) 親会社等に関する事項

　　該当事項はありません。

－ 4 －



３．経営成績及び財政状態

 1.経営成績

　当期における国内景気は、踊り場脱出後も緩やかな息の長い拡大を続け、戦後最長（57ヶ月）の「いざなぎ景気」超え

が期待されております。

　景気拡大の阻害要因として、原油高持続による企業収益悪化、米中など海外経済の失速、量的緩和解除を契機とした金

利上昇などが挙げられますが、個人消費、設備投資など内需は総じて増勢一服となるが底堅さは維持されています。特に、

企業収益は、平成14年度から４期連続増益下にあり、平成18年度も脱デフレ気運が高まる中で、減価償却費・原材料など

変動コスト上昇を生産・販売数量増でカバーし、５期連続増益も視野に入っています。

　このような経済環境の中、当社は、平成16年12月21日JASDAQ証券取引所上場後の初めての事業年度において、①ネット

ワークインテグレーション・カンパニーとしてのコアコンピタンス強化を目指す、②人材の発掘・採用・教育の強化を通

じたパフォーマンスの高い企業体質を構築する、③上場企業としてステークホールダーとの関係強化を図り、コンプライ

アンスに注力することを企業目標として取り組んでまいりました。

　エンタープライズネットワーク部門では、個人情報保護法の施行及び企業内クライアントPCに対するウイルス及び不正

アクセス排除に対して、各企業におけるセキュリティ投資が促進されました。米国Infoblox社のDHCP製品、NTTデータ社

のNOSiDE製品、米国TippingPoint社のIPS製品などのセキュリティ製品の売上増の結果、売上高3,308百万円（前期比

93.1％）を計上いたしました。

　ブロードバンドネットワーク部門では、ADSL及びFTTHなどのブロードバンドサービス向けTangoソフト製品で売上高1,366

百万円を計上いたしました。更に、通信会社の公衆無線LANアクセス及び企業内ホットスポットサービスの普及に伴う無

線LANソリューションで売上高474百万円を計上した結果、当部門の売上高は1,879百万円（前期比124.0％）となりました。

　ソリューションビジネス部門では、当部門の主要顧客でありますNTTデータとのアライアンスビジネスによる売上197百

万円、通信会社及びIDC向け仏製InfoVista製品による売上333百万円を計上した結果、当部門の売上高は530百万円（前期

比78.3％）となりました。

　保守サービス部門では、前記各部門での保守対象の販売増加に伴う保守契約の増加により、売上高639百万円（前期比

103.4％）を計上いたしました。

　以上の結果、当期売上高は6,357百万円（前期比99.9％）となりました。利益面におきましては、利益性の高い海外製品

を中心としたDHCP製品、ブロードバンド関連製品の販売増加や安定的な利益が確保できる保守サービスの売上増がありま

したが、3月に予定しておりました大手通信会社向けネットワーク製品案件が来期に延期された影響で営業利益は383百万

円（前期比79.2％）、経常利益は331百万円（前期比73.5％）の計上にとどまりました。最終的に当期純利益は177百万円

（前期比71.9％）となりました。

 2.財政状態

（流動資産）

　当事業年度における流動資産の残高は、3,240百万円（前事業年度末は3,399百万円）となり159百万円減少いたしました。

売上債権の減少（1,783百万円から1,614百万円へ168百万円減少）が主な要因であります。

（固定資産）

　当事業年度における固定資産の残高は、1,332百万円（前事業年度末は296百万円）となり、1,036百万円増加いたしまし

た。投資有価証券の増加（89百万円から1,062百万円へ972百万円増加）が主な要因であります。

（流動負債）

　当事業年度末における流動負債の残高は、1,552百万円（前事業年度末は2,111百万円）となり558百万円減少いたしまし

た。買掛金の減少（1,436百万円から1,001百万円へ435百万円減少）が主な要因であります。

（固定負債）

　当事業年度末における固定負債の残高は、17百万円（前事業年度末は83百万円）となり66百万円減少いたしました。長

期借入金が減少したことによるものです。

（資本）

　当事業年度末における資本の残高は、3,003百万円（前事業年度末は1,501百万円）となり1,501百万円増加いたしました。

第三者割当増資による資本金及び資本剰余金の増加（それぞれ746百万円の増加）が主な要因であります。
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（キャッシュ・フローの状況）

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、株式の発行による収入1,485百万円、売上債権

の減少額166百万円等の収入要因があったものの、仕入債務の減少額435百万円、法人税等の支払額165百万円、投資有価証

券の取得による支出1,160百万円等の支出要因があったため、前事業年度末に比べ144百万円減少し、1,206百万円となって

おります。

　当事業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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は202百万円（前事業年度は660百万円の収入）となりました。これは主に、税引前当期純

利益311百万円、売上債権の減少額166百万円等の収入要因があったものの、仕入債務の減少額435百万円、法人税等の支払

額165百万円等があったためであります。

（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1,149百万円（前事業年度は123百万円の支出）となりました。これは主に、投資有価証

券の償還による収入100百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出1,160百万円、会員権の取得による支出44

百万円、有形固定資産の取得による支出40百万円等があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は1,207百万円（前事業年度は398百万円の収入）となっております。これは、短期借入金

の減少額40百万円、長期借入金の返済による支出149百万円、配当金の支払額88百万円があったものの、株式の発行による

収入1,485百万円があったためであります。

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 40.6 65.7

時価ベースの株主資本比率（％） 335.2 528.0

債務償還年数（年） 0.4 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 94.9 －

株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：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

※　各指標は、いずれも財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※　営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

　　す。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

　　ます。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

※　平成18年３月期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数、インタレス

　　ト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。
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 3.次期の見通し

　当社は、18期の計画に関し、①平成18年3月30日公表「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」

(企業会計基準委員会　実務対応報告第17号)の趣旨に鑑み、商社的取引に関する売上高の会計処理の変更、②これまで市

場独占的な位置付けにあったTango製品の競合製品の出現等を考慮し、売上計画を6,000百万円、経常利益計画を500百万円

とし、売上高経常利益率計画を8.3％（当期5.2％）としております。この経営計画を達成する為に、事業部門におきまし

ては、①金融営業部を新設し、金融マーケットへの進出、②Tippingpoint社IPS製品、NTTデータ社検疫ソリューション製

品といったセキュリティ製品はじめ、金融マーケットに特化したVASCO社ワンタイムパスワード製品の販売強化、③当社が

企業向けネットワーク製品として注力していますFunk製品、Tippingpoint製品、Infoblox製品、NOSiDE製品などとセット

販売可能な派生製品の販売強化、④通信会社向け最先端技術を持つAnagran製品およびGlimmerglass製品の早期立ち上げと

販売強化等による売上増を実現していきます。

　社内管理部門におきましては、①会社法施行に伴う内部統制システムの構築、②ストックオプションの追加導入、③提

供サービスの品質の強化、④新EDPシステムの有効活用、⑤新商品開発体制の強化等を具体的に実現していきます。

 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して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。又、必ずしもそのようなリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事

項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。

　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ものでありま

すが、本株式に関する投資判断は、以下の特別記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で、行われる必要が

あると考えております。

 （１）特定の取引先等について

　①販売先への依存度

　当社の事業はネットワーク機器及び通信ソフトウェアの仕入・販売、それに係わるネットワークシステムの構築、ソ

リューションの提供及び保守サービスであり、顧客は大手通信事業会社等が主たるものとなっております。過去２事業年

度においては、NTTグループが主要販売先であり同グループに対する依存度が高くなっております。同グループとは継続的

な取引をすべくニーズに応える商品供給に努めておりますが、長期契約等は締結しておらず、何らかの事情により取引が

解消された場合、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

　②仕入先について

 ⅰ 仕入先への依存度

　当社の販売においては、ブロードバンドサービス市場向けのSiemens Subscriber Networks,Inc.社（独シーメンス社の

子会社。旧社名Efficient Networks,Inc.社）製品への依存度が高くなっており、過去２事業年度の売上高に占める割合は

次の通りであります。当社は同社との間でパートナーとして取引契約を締結しており取引は安定的かつ継続的であります

が、独占販売権契約や長期購入契約の類は締結しておらず、将来において何らかの事情により取引が継続できなくなった

場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 平成17年３月期 平成18年３月期

　同社製品の売上高 1,388,925千円（21.8％）         1,366,084千円（21.5％）

 （注）表中（ ）内は当社売上高に占める割合であります。

 ⅱ 海外仕入先の経営内容

　当社では米国等海外仕入先よりネットワーク関連商品を仕入れており、その中には売上高のうち重要な割合を占めるも

のも含まれております。これら海外仕入先に関しては、取引開始に際し現地調査会社による調査、当社役職員による訪問

等により技術力・信用力等について調査を実施しているものの、海外会社の慣例として販売先に対しても経営成績・財政

状態等が開示されないことから、当社も海外仕入先の企業内容について十分に把握しているとはいえず、当該海外仕入先

の財政状態等に重要な変動が生じた場合、それを認識し得ず、商品仕入に支障を来たす可能性があります。

 （２）技術革新及び商品供給について

　当社の取扱い商品であるルータ、LANスイッチ、サーバ等ネットワーク機器及びこれらに関するソフトウェアは技術革

新スピードが極めて速く、ライフサイクルは通常の製品と比較して短くなっております。これに対応して当社では海外を

含めて最新技術情報等の収集や最新技術を有するメーカー等の発掘に努めておりますが、当業界の技術革新に追随するこ

とが出来なかった場合、ユーザの要求に応え得ない、あるいは市場に適合した商品を供給できない等により、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 （３）売上高の季節変動について

　当社の主たるユーザはいわゆる大企業または大企業グループに属する企業が多く、当該企業においては年度予算管理に

基づき設備投資がなされること等により、当社の売上高が第２四半期及び第４四半期に偏重する傾向があります。
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 （４）競合について

　本格的なブロードバンド時代の到来を受け、ネットワークインフラの関連市場も急激に拡大しており、また、ネットワー

クインテグレーション市場においても、大手システムインテグレータを始めとする競合企業が多数存在し、競合が厳しく

なっております。さらに、これら競合先による優れたシステムやサービスの提供等も考えられることや、価格・サービス

競争がさらに激化することも予想され、今後、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

 （５）技術者の確保について

　ネットワーク技術の進歩の速さに対応して、顧客に対して最適なネットワーク環境を提供するためには、市場動向調査

とともに最新技術を熟知し応用力のあるネットワーク技術者の確保がますます重要となってきております。当社では、ネッ

トワークインテグレーション分野に必要な技術をネットワーク技術、セキュリティ技術、サーバ技術、ネットワーク保守・

運用技術、ネットワークコンサルタント技術の５つに区分し、社内技術教育プログラムに基づく研修により技術者養成に

努めており、また技術素養のある人材及び必要な能力をもった技術者の確保にも注力し、新卒または外部専門機関との連

携による中途を採用しております。今後、必要な技術者を確保できない場合、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 （６）為替変動の影響について

　当社は、米国を中心とする海外メーカーの製品を輸入し、または、海外メーカーの日本法人又は代理店等を通して購入

しており、仕入総額に対する輸入仕入の割合は、平成17年３月期においては31.9%、平成18年３月期においては28.5%となっ

ております。為替予約等を行うことにより、為替相場の変動によるリスクの軽減に努めておりますが、予想を超えるよう

な為替の変動により円換算による仕入価格が上昇し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

－ 8 －



４．財務諸表等
(1）貸借対照表

 
 

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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   1,472,023   1,331,682   

２．受取手形   16,641   209,565   

３．売掛金   1,766,924   1,405,390   

４．商品   19,618   50,843   

５．仕掛品   360   70   

６．前渡金   78,751   192,650   

７．前払費用   19,200   19,335   

８．繰延税金資産   28,193   32,525   

９．その他   43   194   

貸倒引当金   △1,783   △1,727   

流動資産合計   3,399,974 92.0  3,240,529 70.9 △159,444

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

  (1）建物  13,568   25,593    

　　　減価償却累計額  1,766 11,801  4,713 20,879   

(2）車輌運搬具  1,663   －    

減価償却累計額  1,580 83  － －   

(3）工具器具備品  32,696   22,241    

減価償却累計額  6,306 26,389  10,253 11,987   

有形固定資産合計   38,274 1.0  32,867 0.7 △5,407

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   10,065   3,965   

(2）電話加入権   1,282   1,282   

無形固定資産合計   11,347 0.3  5,247 0.1 △6,099
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   89,706   1,062,413   

(2）破産更生債権等   －   1,774   

(3）長期前払費用   155   －   

(4）繰延税金資産   7,102   41,103   

(5）長期性預金   －   5,000   

(6）敷金及び保証金   64,351   64,891   

(7）会員権   59,208   92,109   

(8）保険積立金   26,273   29,257   

貸倒引当金   －   △1,774   

投資その他の資産合計   246,797 6.7  1,294,775 28.3 1,047,977

固定資産合計   296,419 8.0  1,332,890 29.1 1,036,471

資産合計   3,696,393 100.0  4,573,420 100.0 877,026
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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   1,436,866   1,001,016   

２．短期借入金   40,000   －   

３．１年内返済予定長期借
入金

  149,760   66,020   

４．未払金   55,309   45,213   

５．未払費用   14,074   18,359   

６．未払法人税等   88,452   66,342   

７．未払消費税等   32,984   28,582   

８．前受金   246,465   271,732   

９．預り金   237   196   

10．賞与引当金   47,354   55,372   

流動負債合計   2,111,505 57.1  1,552,835 33.9 △558,670

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   83,520   17,500   

固定負債合計   83,520 2.3  17,500 0.4 △66,020

負債合計   2,195,025 59.4  1,570,335 34.3 △624,690

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  435,755 11.8  1,182,604 25.9 746,848

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  482,190   1,229,039    

資本剰余金合計   482,190 13.0  1,229,039 26.8 746,848

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  10,000   10,000    

２．任意積立金         

(1）別途積立金  80,000   105,000    

３．当期未処分利益  483,315   515,019    

利益剰余金合計   573,315 15.5  630,019 13.8 56,703

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  10,105 0.3  △38,577 △0.8 △48,683

資本合計   1,501,368 40.6  3,003,085 65.7 1,501,717

負債・資本合計   3,696,393 100.0  4,573,420 100.0 877,026
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(2）損益計算書

 
 

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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．システム売上高  5,745,212   5,717,845    

２．サービス収入  618,941 6,364,154 100.0 639,956 6,357,801 100.0 △6,352

Ⅱ　売上原価         

１．システム売上原価  4,500,131   4,537,891    

２．サービス収入原価  415,144 4,915,276 77.2 440,258 4,978,149 78.3 62,873

売上総利益   1,448,878 22.8  1,379,652 21.7 △69,226

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．広告宣伝費  46,928   31,088    

２．営業支援費  199,427   115,404    

３．役員報酬  101,592   84,356    

４．給与手当  232,519   284,009    

５．賞与  51,996   70,760    

６．賞与引当金繰入額  22,127   23,126    

７．法定福利費  44,830   52,699    

８．福利厚生費  16,328   18,028    

９．交際接待費  19,630   22,819    

10．地代家賃  34,936   49,969    

11．運賃  3,150   5,485    

12．リース料  16,167   30,239    

13．消耗品費  8,373   8,194    

14．通信費  5,911   6,287    

15．旅費交通費  29,051   40,445    

16．水道光熱費  3,941   4,794    

17．支払手数料  87,869   97,412    

18．研修費  4,375   2,065    

19．減価償却費  2,036   7,494    

20．租税公課  7,769   13,747    

21．貸倒引当金繰入額  －   1,718    

22．その他  25,488 964,451 15.2 26,052 996,204 15.7 31,753

営業利益   484,426 7.6  383,447 6.0 △100,979
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  96   40    

２．有価証券利息  3   1,811    

３．受取配当金  1,644   1,752    

４．その他  2,076 3,820 0.1 2,406 6,011 0.1 2,190

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  7,167   3,280    

２．社債利息  41   －    

３．為替差損  5,488   43,410    

４．公開関連費用  16,798   －    

５．新株発行費償却  7,895   8,049    

６．デリバティブ評価損  －   3,476    

７．その他  111 37,501 0.6 － 58,217 0.9 20,715

経常利益   450,746 7.1  331,241 5.2 △119,504

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  2,140 2,140 0.0 － － － △2,140

Ⅶ　特別損失         

１．投資有価証券売却損  －   160    

２．会員権売却損  －   4,161    

３．固定資産除却損 ※ －   9,366    

４．商品評価損  －   5,723    

５．貸倒損失  10,587   －    

６．投資有価証券評価損  1,793   －    

７．本社移転費用  8,108   －    

８．その他  1,885 22,375 0.3 － 19,411 0.3 △2,963

税引前当期純利益   430,511 6.8  311,830 4.9 △118,681

法人税、住民税及び事
業税

 162,932   139,296    

法人税等調整額  20,680 183,613 2.9 △4,920 134,376 2.1 △49,236

当期純利益   246,898 3.9  177,453 2.8 △69,444

前期繰越利益   236,417   337,565  101,148

当期未処分利益   483,315   515,019  31,703
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システム売上原価

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　労務費  244,760 75.7 286,561 71.6 41,800

Ⅱ　経費 ※１ 78,503 24.3 113,732 28.4 35,239

当期総製造費用  323,263 100.0 400,293 100.0 77,029

期首仕掛品たな卸高  4,896  360   

計  328,160  400,654   

期末仕掛品たな卸高  360  70   

他勘定振替高 ※２ 208,266  116,469   

差引計  119,533  284,114   

期首商品たな卸高  49,061  19,618   

当期商品仕入高  4,350,640  4,286,971   

ソフトウェア償却費  6,852  6,852   

計  4,526,087  4,597,556   

期末商品たな卸高  19,618  50,843   

他勘定振替高 ※３ 6,336  8,822   

システム売上原価  4,500,131  4,537,891   

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

賃借料（千円） 20,263 31,838

外注費（千円） 8,930 21,004

旅費交通費（千円） 10,767 14,379

リース料（千円） 4,985 7,560

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

営業支援費（千円） 199,427 115,404

修繕費（千円） 8,839 1,065

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

商品廃棄損（千円) － 5,723

工具器具備品（千円) 5,912 3,099

消耗品費（千円） 424 －

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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サービス収入原価

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　労務費  60,146 14.5 63,321 14.4 3,174

Ⅱ　経費 ※ 354,997 85.5 376,937 85.6 21,939

サービス収入原価  415,144 100.0 440,258 100.0 25,114

※ 経費の主な内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度 当事業年度

保守外注費（千円） 291,114 311,734

リース料（千円） 41,595 39,430

修繕費（千円） 2  

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
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(3）キャッシュ・フロー計算書

 
 

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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

    

税引前当期純利益  430,511 311,830  

減価償却費  10,495 20,349  

賞与引当金の増減額  △904 8,018  

貸倒引当金の増減額  △2,140 1,718  

受取利息及び受取配当金  △1,744 △3,605  

支払利息  7,208 3,280  

投資有価証券売却損  － 160  

固定資産除却損  － 9,366  

デリバティブ評価損  － 3,476  

会員権売却損  － 4,161  

貸倒損失  10,587 －  

新株発行費償却  7,895 8,049  

公開関連費用  16,798 －  

売上債権の増減額  831,486 166,836  

たな卸資産の増減額  33,978 △30,934  

仕入債務の増減額  △604,132 △435,850  

未払消費税等の増減額  22,919 △4,401  

役員賞与の支払額  △20,000 △32,000  

その他  94,086 △68,325  

小計  837,045 △37,867 △874,913

利息及び配当金の受取額  1,724 3,626  

利息の支払額  △6,960 △3,191  

法人税等の支払額  △171,309 △165,249  

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 660,499 △202,682 △863,181
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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

    

定期預金の預入による支出  △38,613 △157,079  

定期預金の払戻による収入  11,000 147,461  

有形固定資産の取得による
支出

 △13,568 △40,116  

無形固定資産の取得による
支出

 － △1,136  

投資有価証券の取得による
支出

 △1,463 △1,160,937  

投資有価証券の売却による
収入

 － 1,856  

投資有価証券の償還による
収入

 － 100,640  

会員権の取得による支出  △27,619 △44,920  

会員権の売却による収入  2,952 7,857  

敷金及び保証金の差入によ
る支出

 △53,813 △1,156  

敷金及び保証金の返還によ
る収入

 － 615  

その他  △2,104 △2,983  

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △123,231 △1,149,899 △1,026,668

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金の増減額  △146,480 △40,000  

長期借入れによる収入  100,000 －  

長期借入金の返済による支
出

 △137,612 △149,760  

社債の償還による支出  △5,000 －  

株式の発行による収入  643,804 1,485,647  

株式公開に伴う支出  △16,798 －  

配当金の支払額  △39,324 △88,265  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 398,590 1,207,622 809,032

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  935,858 △144,959 △1,080,817

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

 415,751 1,351,609 935,858

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

※ 1,351,609 1,206,649 △144,959
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(4）利益処分案

  
前事業年度

（平成17年３月期）
当事業年度

（平成18年３月期）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   483,315  515,019 31,703

Ⅱ　利益処分額       

１．配当金  88,750  74,480   

２．取締役賞与金  32,000  32,000   

３．任意積立金       

(1）別途積立金  25,000 145,750 25,000 131,480 △14,270

Ⅲ　次期繰越利益   337,565  383,539 45,973
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

　「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成15年10月31

日　企業会計基準適用指針第６号）を当事業年度から適用

しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

追加情報

前事業年度

（自　平成16年４月１日

　　至　平成17年３月31日）

当事業年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

（外形標準課税）

　当事業年度より法人事業税の「外形標準課税」が導入さ

れたことに伴い、実務対応報告第12号「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（企業会計基準委員会　平成16年２月13日）

に基づき、当事業年度から法人事業税の付加価値割及び資

本割を販売費及び一般管理費として処理しております。 

　この結果、従来と比べ販売費及び一般管理費は6,265千円

増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ同額少なく計上されております。

――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．授権株式数及び発行済株式総数 ※１．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式　 27,120株

発行済株式総数 普通株式 　17,750株

授権株式数 普通株式   54,240株

発行済株式総数 普通株式   39,200株

　２．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10,105千円で

あります。

――

 

当期中の発行済株式数の増加

 発行年月日 発行形態 発行株式数（株） 発行価格（円） 資本組入額（円）

前事業年度 平成16年９月30日 
新株引受権付社債

の権利行使 
8,970 16,666.60 8,334

 平成16年12月20日 有償一般募集 2,000 251,100 93,500

当事業年度 平成17年５月20日 株式分割（1：2） 17,750 － －

 平成17年12月26日 第三者割当 3,700 403,702 201,851

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

―― ※　固定資産除却損の内訳

 （千円）

車輌運搬具 83

工具器具備品 9,283

　計 9,366

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,472,023

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △120,414

現金及び現金同等物 1,351,609

 （千円）

現金及び預金勘定 1,331,682

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △125,032

現金及び現金同等物 1,206,649
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．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

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．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

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

 機械及び装置 4,032 168 3,864

工具器具備品 94,397 43,106 51,291

ソフトウェア 4,584 3,667 916

合計 103,013 46,941 56,072

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

 機械及び装置 9,377 1,136 8,240

工具器具備品 149,812 58,069 91,742

ソフトウェア 3,840 1,920 1,920

合計 163,029 61,127 101,902

（2）未経過リース料期末残高相当額 （2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 25,724千円

１年超 31,859千円

合計 57,583千円

１年内       41,909千円

１年超       63,495千円

合計       105,404千円

（3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 （3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 28,695千円

減価償却費相当額 26,408千円

支払利息相当額 2,497千円

支払リース料       41,580千円

減価償却費相当額       40,662千円

支払利息相当額      2,907千円

（4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

（4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

（5）利息相当額の算定方法

同左

  （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
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 20,647 37,837 17,190 22,145 36,615 14,469

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 20,647 37,837 17,190 22,145 36,615 14,469

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － － 806,652 725,800 △80,852

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － 100,764 97,287 △3,476

③　その他 － － － － － －

(3）その他 2,016 1,868 △147 － － －

小計 2,016 1,868 △147 907,416 823,087 △84,328

合計 22,664 39,706 17,042 929,562 859,702 △69,859

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

 

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成17年３月31日）

 売却額（千円） － 1,856

 売却益の合計額（千円） － －

 売却損の合計額（千円） － 160

３．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

 

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 50,000 202,710

前事業年度において、投資有価証券1,793千円（その他有価証券で時価のない株式1,793千円）の減損処理を行ってお
ります。
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４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類

前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券         

(1）国債・地方債等 － － － － － － － －

(2）社債 － － － － － 100,764 － －

(3）その他 － － － － － － － －

２．その他 － － － － － － － －

合計 － － － － － 100,764 － －
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前事業年度

（自　平成16年４月１日

　　至　平成17年３月31日）

当事業年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

（１）取引の内容及び利用目的

当社が利用しているデリバティブ取引は、為替予約

取引及び金利スワップ取引であります。当該取引は、

営業活動及び財務活動における為替変動リスク及び

金利変動リスクを回避することを目的としておりま

す。

（１）取引の内容及び利用目的

当社が利用しているデリバティブ取引は、通貨関連

では為替予約取引、金利関連では金利スワップ取引、

投資関連では複合金融商品（他社株転換社債）であ

ります。デリバティブ取引は、通貨関連及び金利関

連では営業活動及び財務活動における為替変動リス

ク及び金利変動リスクを回避することを目的とし、

投資関連では運用収益を獲得する目的で利用してお

ります。

①ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップに

ついては特例処理を、振当処理の要件を満たす為

替予約については振当処理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・為替予約取引、金利スワップ取引

ヘッジ対象・・外貨建金銭債務、借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

当社の内部規定に基づき、営業活動及び財務活動

における為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッ

ジしております。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性の評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断して

おります。ただし、金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしているので決算日における

有効性の評価を省略しております。

④ヘッジ有効性の評価の方法

同左

（２）取引に関する取組方針

為替予約取引及び金利スワップ取引については、ヘッ

ジ目的の取引に限定しており、投機目的の取引は行

わない方針であります。

（２）取引に関する取組方針

将来の為替、金利の変動によるリスク回避、運用収

益の獲得を目的として行っており、投機目的のため

の取引は行わない方針です。

（３）取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、金

利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを

有しております。

なお、当社の取引相手先は、信用度の高い大手金融

機関であるため、相手先の契約不履行による信用リ

スクは、ほとんどないと判断しております。

（３）取引に係るリスクの内容

為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、金

利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを、

また、複合金融商品は株式市場価格の変動によるリ

スクを有しております。

なお、当社の取引相手先は、信用度の高い大手金融

機関であるため相手先の契約不履行による信用リス

クは、ほとんどないと判断しております。

（４）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資

金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。

（４）取引に係るリスク管理体制

同左
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２．取引の時価等に関する事項

　　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　　　複合金融商品関連

区分 種類

前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引

以外の取引
他社株転換社債 － － － － 100,764 100,764 97,287 △3,476

合計 － － － － 100,764 100,764 97,287 △3,476

　（注）１　前事業年度

当社が利用しているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。

　　　　２　当事業年度

①　時価の算定方法については、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

②　組込デリバティブを合理的に区分して測定できないため、当該複合金融商品全体を時価評価し、評価差額

を損益に計上しております。

③　契約額等には、当該複合金融商品（他社株転換社債）の額面金額を記載しております。

（退職給付関係）

前事業年度（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。

当事業年度（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。

－ 25 －



（税効果会計関係）

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）

 
前事業年度

（平成17年３月31日現在）
 

当事業年度
（平成18年３月31日現在）

繰延税金資産    

未払事業税否認 6,873  6,841

貸倒引当金繰入額否認 －  703

賞与引当金繰入額否認 21,319  24,980

減価償却限度超過額 1,606  2,193

投資有価証券評価損否認 4,771  4,771

会員権評価損否認 7,660  7,660

その他有価証券評価差額金 －  26,477

繰延税金資産計 42,231  73,629

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 6,936  －

繰延税金負債計 6,936  －

繰延税金資産の純額 35,295  73,629

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

 （単位：％）

 
前事業年度

（平成17年３月31日現在）
 

当事業年度
（平成18年３月31日現在）

法定実効税率 40.7  40.7

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.9  3.0

受取配当等永久に益金に算入され

ない項目
△0.1  △0.1

住民税均等割 0.1  0.2

その他 0.1  △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
42.7  43.1

（持分法損益等）

前事業年度（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。

当事業年度（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。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３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
資本金また
は出資金
（千円）

事業の内容
または職業

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

法人主要

株主

昭和情報

機器㈱

東京都港

区
2,060,000

情報機器及

びシステム

の開発

（被所有）

直接14.2

役員

１名

当社商

品の販

売

商品の販

売

（注）２

204 売掛金 34

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．商品の販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

３．昭和情報機器株式会社は平成16年９月30日付の新株引受権の行使による新株発行の結果、議決権比率が

低下したため、法人主要株主に該当しないことになりました。

このため、上記取引金額には、同社が関連当事者に該当している期間の金額を記載し、期末残高は同社が

関連当事者でなくなった時点のものを記載しております。

(2)役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金ま
たは出資
金
（千円）

事業の内容
または職業

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 津吹憲男 ― ―
当社代表取

締役社長

（被所有）

直接33.4
― ―

被債務保

証（注）
― ― ―

　（注）　当社は、銀行借入及びリース債務に対して、代表取締役社長津吹憲男より債務保証を受けておりましたが、当

事業年度中に、債務保証は解消されております。なお、保証料の支払はありません。

当事業年度（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。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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 82,781.32円

１株当たり当期純利益金額 18,156.33円

１株当たり純資産額 75,793.00円

１株当たり当期純利益金額 3,987.98円

　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、当社株式が上場した平成16年12月21日以前において

新株引受権の残高はありましたが、当社株式は非上場・非

登録であったため、相当する期中平均株価が把握できませ

んので記載しておりません。

　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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 　当社は、平成17年５月20日付で株式１株につき２株の株

式分割をしております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における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 41,390.66円

１株当たり当期純利益金額 9,078.17円

　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、当社株式が上場した平成16年12月21日以前において

新株引受権の残高はありましたが、当社株式は非上場・非

登録であったため、相当する期中平均株価が把握できませ

んので記載しておりません。

　（注）　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。

 
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純利益（千円） 246,898 177,453

普通株主に帰属しない金額（千円） 32,000 32,000

（うち利益処分による役員賞与金） (32,000) (32,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 214,898 145,453

期中平均株式数（株） 11,836 36,473
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（重要な後発事象）

 前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 １．平成17年２月28日開催の取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。

 　（１）平成17年５月20日付をもって普通株式１株を２株に分割する。

 　　　①分割により増加する株式数　普通株式     17,750株

 　　　②分割方法　　　　　　　　　平成17年３月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主

　　　　　　　　　　　　　　　　　 の所有普通株式数１株につき２株の割合をもって分割する。

 　（２）配当起算日　　　　　      平成17年４月１日

      前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のとおりで

    あります。

前事業年度
（自　平成15年４月１日
至　平成16年３月31日）

当事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

１株当たり純資産額 46,825.16円
１株当たり当期純利益金額 13,452.90円

１株当たり純資産額 41,390.66円
１株当たり当期純利益金額 9,078.17円

　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、新株引受権付社債を発行しておりますが、当社株式
は非上場、非登録であるため、期中平均株価が把握できま
せんので記載しておりません。
　当社は、平成16年３月10日付で株式１株につき３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。

　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、当社株式が上場した平成16年12月21日以前において
新株引受権の残高はありましたが、当社株式は非上場・非
登録であったため、相当する期中平均株価が把握できませ
んので記載しておりません。
 
 

１株当たり純資産額 34,668.65円
１株当たり当期純利益金額 15,132.14円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新
株引受権付社債を発行しておりますが、当社株式は非上場、
非登録であるため、期中平均株価が把握できませんので記
載しておりません。

 

－ 29 －



 ２．当社は、平成17年６月23日開催の第16回定時株主総会において、商法第280条の20及び第280条の21の規定に基づ

   き、当社の取締役、監査役及び従業員に対して特に有利な価額をもって新株予約権を発行することを決議いたしまし

   た。

     その内容は次のとおりであります。

 決議年月日 平成17年６月23日

 付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役、監査役及び従業員（注）１．

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

 株式の数（株） 1,000株を上限とする。

 新株予約権の発行価額 無償

 新株予約権の行使時の払込金額(円）

　新株予約権１個当たりの払込金額は、次により決定され

る１株当たりの払込金額に新株予約権１個の株式数を乗じ

た金額とする。

　１個当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属

する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。）に

おけるジャスダック証券取引所における当社株式普通取引

の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切

上げ）とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の前

日の終値（取引が成立していない場合はその前日の終値）

を下回る場合は、当該終値とする。（注）２．

 新株予約権の行使期間 平成19年７月１日～平成22年６月30日

 新株予約権の行使の条件

①本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において当社

の取締役、監査役、従業員いずれかの地位を有しているこ

とを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、そ

の他当社取締役会決議において正当な理由があると認めた

場合はこの限りではない。

②本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認

めない。

③その他の条件については、その後の取締役会決議に基づ

き、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権

割当契約書」に定めるところによる。

 新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要す

るものとする。

（注）１．付与対象者の区分及び人数の詳細は当定時株主総会後の取締役会で決議します。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額を調

整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。

 調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
 1

分割・併合の比率 

　また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端

数は切り上げます。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当

たり処分金額」と読み替えるものとします。

　さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。
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 当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 １．平成18年２月20日開催の取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。

 　（１）平成18年４月１日付をもって普通株式１株を４株に分割する。

 　　　①分割により増加する株式数　普通株式     117,600株

 　　　②分割方法　　　　　　　　　平成18年３月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主

　　　　　　　　　　　　　　　　　 の所有普通株式数１株につき４株の割合をもって分割する。

 　（２）配当起算日　　　　　      平成18年４月１日

      前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のとおりで

    あります。

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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 10,347.67円
１株当たり当期純利益金額 2,269.54円

１株当たり純資産額 18,948.25円
１株当たり当期純利益金額 996.99円

　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、当社株式が上場した平成16年12月21日以前において
新株引受権の残高はありましたが、当社株式は非上場・非
登録であったため、相当する期中平均株価が把握できませ
んので記載しておりません。

　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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．平成17年６月23日開催の第16回定時株主総会において承認されましたストックオプションとして新株予約権を発行す

る件について、平成18年４月24日開催の取締役会において具体的な発行内容を決議いたしました。

　　　新株予約権の発行内容

　　　①新株予約権の発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年４月24日

　　　②新株予約権の発行数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000個

　　　③新株予約権の発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無償

　　　④新株予約権の目的たる株式の種類及び数　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　当社普通株式　4,000株

　　　⑤新株予約権の行使に際しての払込金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １株につき168,347円

　　　⑥新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 673,388,000円

　　　⑦新株予約権の行使期間　　　　                                平成19年７月１日から平成22年６月30日

　　　⑧新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組入れない額　　　　 336,692,000円

                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１株につき84,173円）

　　　⑨新株予約権の割当対象者数　　                                 当社の取締役、監査役及び従業員113名
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５．仕入、受注及び販売の状況

 （1）仕入実績

　　　当事業年度の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

前事業年度
(自　平成16年４月１日

   至　平成17年３月31日）

当事業年度
(自　平成17年４月１日

   至　平成18年３月31日）
比較増減

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
前年同期比
（％）

エンタープライズネット

ワーク事業
3,225,898 3,021,154 △204,744 93.7

ブロードバンドネットワー

ク事業
694,381 947,707 253,326 136.5

ソリューションビジネス事

業
430,361 318,109 △112,252 73.9

合計 4,350,640 4,286,971 △63,669 98.5

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

（2）受注実績

　　　当事業年度の受注状況を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門別

前事業年度
（自　平成16年４月１日

    至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日

    至　平成18年３月31日）
比較増減

受注
（千円）

受注残高
（千円）

受注
（千円）

受注残高
（千円）

受注
（％）

受注残高
（％）

エンタープライズネット

ワーク事業 
3,572,255 62,610 3,332,747 86,603 93.3 138.3

ブロードバンドネットワー

ク事業
1,539,560 35,005 1,877,436 33,386 121.9 95.4

ソリューションビジネス事

業
677,335 29,736 573,377 73,078 84.7 245.8

合計 5,789,152 127,352 5,783,561 193,068 99.9 151.6

 　(注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

（3）販売実績

　　　当事業年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

前事業年度
(自　平成16年４月１日

　 至　平成17年３月31日）

当事業年度
(自　平成17年４月１日

　 至　平成18年３月31日）
比較増減

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
前年同期比
（％）

エンタープライズネット

ワーク事業
3,553,178 3,308,754 △244,423 93.1

ブロードバンドネットワー

ク事業
1,514,776 1,879,056 364,280 124.0

ソリューションビジネス事

業
677,259 530,035 △147,224 78.3

 保守サービス事業 618,941 639,956 21,015 103.4

合計 6,364,154 6,357,801 △6,352 99.9

  (注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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６．役員の異動

（平成18年６月23日付）

 １．新任監査役候補

　　　　常勤監査役　　　　　　　　　山田　雄一　（現経営企画室長）

　　　　非常勤監査役（社外監査役）　原島　正隆　（現株式会社ネットマークス取締役常務執行役員法務部長）
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