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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 
 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
2,349  （△58.1）
5,609  （△34.1）

百万円   ％
△5,720   （ ― ）
△5,127   （ ― ）

百万円   ％
△5,730   （ ― ）
△5,062   （ ― ）

 

 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

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
△7,355（ ― ） 
△6,663（ ― ） 

円  銭
△6,854  76 
△12,514  17 

円  銭
― 
― 

％
△111.2 
△259.3 

％ 
△54.0  
△65.5  

％
△243.9 
△90.3 

(注)①期中平均株式数      18年３月期   1,073,089株 17年３月期   532,459株 
②会計処理の方法の変更   無 
③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 

(2) 配当状況 
１株当たり年間配当金 

 
 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 
18年３月期 
17年３月期 

円  銭
0  0 
0  0 

円  銭 
0  0  
0  0  

円  銭
0  0 
0  0 

百万円
― 
― 

％ 
― 
― 

％
― 
― 

(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 

18年３月期 
17年３月期 

百万円 
16,194    
5,034    

百万円
10,181   
3,053   

％ 
62.9  
60.6  

円   銭
7,281   18 
4,044   60 

(注)①期末発行済株式数   18年３月期  1,398,306.69株  17年３月期  754,851.69株 

②期末自己株式数    18年３月期      44.62株  17年３月期      30株 

(4) キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
△7,160 
△6,047    

百万円
△7,493 
3,793   

百万円 
19,102 
1,034    

百万円
5,201 
752   

 
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） 

 業績予想につきましては、当社および当グループを取り巻く通信事業環境が短期的に大きく変動する傾向に

あり、通期の業績予想について信頼性の高い数値を算出することは困難であると考え、開示を控えることとい

たしました。
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１．企業集団の状況 
当期において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、平成17年６月よりＷｉＭＡＸ事業開始

のための実証実験サービスを開始し、平成17年12月より山手線内主要部を皮切りにＷｉＭＡＸ事業の本

格商用サービスを開始いたしました。 

また、ＷｉＭＡＸ事業及び無線呼出し事業に関連して平成17年8月に株式会社沖縄テレメッセージの

株式を、また、ＷｉＭＡＸ音声サービスの開発を目的として平成18年1月にＮｕｖｏｉｚ,Ｉｎｃの株式

を取得し、関係会社が２社増加しております。さらに、平成18年3月29日に新潟県にて主にコインパー

キング業を営む株式会社新総企の株式100％を株式交換にて取得いたしました。この結果、平成18年３

月31日現在では、当社グループは、当社、非連結子会社２社、関連会社２社にて構成されることとなり、

東京を中心とした地域においてＷｉＭＡＸ事業を、１都４県（東京、神奈川、千葉、埼玉、沖縄）にお

いて無線呼出し事業（280MHz帯通信事業）を、また１都８県においてＰＨＳ事業（1.9GHz帯通信事業）

を、新潟県内にてコインパーキング業を、及び関連端末機器販売とその他通信機器等の開発及び販売を

行っております。 

なお、ＰＨＳ事業につきましては、平成17年11月末日をもって音声サービスを終了し、平成18年6月

末日をもって全サービスを完全終了することといたしました。 

以上を系統図で示すと、次のとおりであります。 

当  社

（㈱YOZAN）

㈱ YOZAN 

ｽｶｲｷｬｽﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

非連結子会社

出 資 比 率 60%

㈱沖縄 ﾃﾚﾒｯｾｰｼﾞ  

関連会社  

出 資 比 率  37 .5%

㈱新総企  

非連結子会社 

出 資 比 率  100%  

Nuvoiz,inc

関連会社  

出 資 比 率 49 .5%

 

２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「楽しいユビキタス社会の創生に貢献する」という企業ビジョンのもと、ワイヤレスブロー

ドバンドにおいて、その社会的ニーズに高い次元で応えてゆくことを基本理念としております。 

そのために、ページャとPHSインフラ取得時に立案したブロードバンドによるワイヤレスネットワー

クを構築し、当社独自の新サービスの開発及び事業展開の準備に注力してまいりました。 

その結果、低コスト参入が可能でかつ次世代標準規格であるＷｉＭＡＸ（ワイマックス）規格による

ワイヤレスブロードバンドネットワークを国内で 初に構築し、平成17年12月より商用サービスを開始

いたしました。さらにＷｉＭＡＸ規格のネットワークにページャインフラを融合した当社独自のサービ

スを実現するため、優良な企業との業務提携や、赤字の主因であったＰＨＳ事業から撤退することで、

固定費を大幅に圧縮するなど、収支黒字転換可能な経営環境を着実に整えることができました。また、

当事業年度中にエクイティファイナンスにより資本政策を実施し、資金面での準備も整っております。 

当社は、日本 大のＷｉＭＡＸワイヤレスブロードバンド事業者となるべく、ＷｉＭＡＸネットワー

クをいち早く東名阪へ展開し、今後、よりニーズが高まると考えられる「安心・安全・信頼」を多くの

方々にもたらすサービスを実現するとともに、多種多様な事業者が当社のネットワークを利用したサー

ビスを提供することで、ＷｉＭＡＸが日本と世界を結ぶ掛け橋になることを目指してまいります。 

これにより、世界的な通信の技術革新が際限なく進捗する業界において、「通信の高速化」「料金の

低廉化」に対する社会的ニーズ及び通信事業者間での競争がより一層高まっている環境に対し、当社と

して競争に打ち勝つ所存であります。 

また、無線呼出し事業につきましては、平成18年4月にて、ページャインフラの全国衛星通信網化が

完了し、現在提供している１都３県（東京、神奈川、埼玉、千葉）エリアのサービスから全国をエリア

とするサービスへ拡大することが可能となりました。さらにこの衛星化によって運用費を大幅に削減さ

せることとなり、営業収支を抜本的に改善できるものと確信しております。今後も、280ＭＨｚ固有の

電波特性と圧倒的なコスト競争力を生かし、全国展開によるユーザ獲得を加速させ、収益力の向上を進

めてまいります。 
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(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は企業体質の強化並びに今後の事業展開に備えるため、内部留保の充実を図ることを基本方針と

してまいりました。また、現状ではインフラへの設備投資を優先し、当期の業績も鑑み無配とさせてい

ただきたくお願い申しあげます。今後は収益基盤の一層の強化や積極的な事業展開を実現し、株主の皆

様のご期待にお応えしてまいる所存であります。 

 

(3) 投資単価の引下げに関する考え方及び方針 

当社は、株式の流動性を高め、より多くの投資家の皆様による適正な株価形成を目指し、平成12年11

月21日付で１対３、また平成14年１月21日付で１対10の株式分割を実施いたしました。今後とも、業績

の推移やマーケットの状況を総合的に勘案し、投資単価のあり方等について、継続的に検討を行う所存

であります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社の目標とする経営指標は、事業分野別に独自の戦略で収支黒字化を達成し、会社全体の収支構造

を早期に改善し、企業価値の向上を図ることであります。 

そのための事業戦略として、赤字の主因であるＰＨＳ事業から撤退し、固定費を大幅に削減させると

同時に、世界標準規格であるＷｉＭＡＸ事業を国内で初めて立ち上げました。今後、低コスト体制維持

し、かつ高需要が見込まれ収益性が高いＷｉＭＡＸ事業を早期に展開し収支改善を図るために、「基地

局の増加」及び「ユーザ早期獲得・拡大」の二点を追及してまいります。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

世界標準規格であるＷｉＭＡＸ事業を日本で初めて開始し、赤字の主因であるＰＨＳ事業から撤退す

ることによって、当社は既に低コストかつ高収益となりうる経営基盤を築くことができたと確信してお

ります。今後当社は、以下の施策を確実に実行し、早期の収支黒字化を達成及び企業価値の向上を目指

してまいります。 

ＷｉＭＡＸ事業につきましては、平成17年12月に国内で初めて商用サービスを開始いたしました。当

社は、まずこのＷｉＭＡＸ規格のワイヤレスブロードバンドネットワークをいちはやく東名阪に展開し、

日本 大のＷｉＭＡＸブロードバンドネットワーク事業者を目指します。 

ユビキタス社会のための世界標準規格として も重要なネットワークとみられているＷｉＭＡＸは、

今後パソコンを筆頭にあらゆる家電製品に標準搭載され、世界的に普及することが見込まれております。 

当社はまず、4.95ＧＨzバックホールによるＷｉ-Ｆｉ事業を展開します。低コスト・高性能な国内初

ＷｉＭＡＸバックホールによるＷｉ-Ｆｉ上にて、無線ＬＡＮ・屋内外シームレス等多種多様なサービ

スを市場投入いたします。平成18年7月サービス予定の「ＡｉｒＢｉｔＫｅｙ」を始めとし、ページャ

との複合端末の開発・サービス提供、さらに有線（ＡＤＳＬ、ＦＴＴＨ、ＰＬＣ）と無線（ページャメ

ール＋ＷｉＭＡＸ）の融合サービスを実現し、ユビキタス時代のＦＭＣ(固定網、移動網を融合したサ

ービス)基盤を整備しつつ、順次市場規模を拡大させてまいります。 

また同時に、2.5GHz帯電波の事業免許の取得に取り組み、ＷｉＭＡＸにＰＬＣ（電力線通信）及びペ

ージャを融合した、当社独自の屋内外シームレスサービスを実現させ、楽しいユビキタス社会の創生に

貢献するとともに、事業収益基盤を構築拡大させる所存であります。 

無線呼出し事業につきましては、衛星インフラ化により低コストかつ全国展開が可能となっておりま

す。今後全国へのインフラ整備を早急に行いつつ、既存サービスである地域情報配信システムのいち早

い全国展開を図ります。また、280ＭＨz帯固有の電波特性を活かして、ＭtoＭ市場への参入、さらに双

方向ページャメールサービスへと展開し、収益の拡大を図ってまいります。 

以上を達成するため、会社経営の効率性・機動性及び各事業の収支改善を更に加速させてまいります。

既に、赤字の主因であったＰＨＳ事業からの完全撤退を決定し、またページャインフラの衛星化により

運用コストの大幅削減を実施いたしましたが、今後は低コスト経営基盤を継続しつつ、かつ営業を主体

とした経営組織への改編を早期に実現させ、利益を生みだす企業体質への抜本的改善を図ってまいりま

す。 

 

(6) 会社の対処すべき課題 

平成14年にＰＨＳ及び無線呼出し事業を低廉な価格で承継して以来、コスト削減を行うと同時に、承

継インフラを活用して、ユビキタス時代に適応したワイヤレスブロードバンドネットワークの確立を目

指してまいりました。その結果、ＰＨＳに関わる設備を活用し、次世代標準規格であるＷｉＭＡＸ方式

－  － 
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によるワイヤレスブロードバンドサービスを、他事業者が新規に開始する場合に比較して、圧倒的に低

廉なコスト、かつ迅速なスタートをさせることが可能となり、平成17年12月よりサービスを開始いたし

ました。 

当社はまず、このＷｉＭＡＸ事業を拡張するとともに、ＰＨＳ事業から撤退することで固定費の圧縮

を加速させ、収支改善を進めます。今後当社はＷｉＭＡＸ事業及びマルチキャスト事業に経営資源を集

中させることにより、会社全体の業績の向上及び企業価値の増大へ繋げてまいります。 

今後、当社の成長戦略を推進するために、具体的に以下の指標を掲げ、より一層の経営基盤の強化と

改革を促進してまいります。 

① 収益性の改善及び事業構造の抜本的改革 

当社の経営における喫緊かつ 大の課題である、収益性の改善ならびに黒字転換を達成するため、

中期経営改革プログラムを以下のとおり推進しております。 

１．ＷｉＭＡＸ規格を採用した、ワイヤレスブロードバンドサービスをいち早く展開し、日本 大

のＷｉＭＡＸ事業者となるべく、早期のネットワーク及び市場規模の拡大を達成し、高収益化

を図ってまいります。 

２．無線呼出し事業については、実質国内唯一の無線呼出し事業者として衛星化によるサービスを

全国展開するとともに、ＷｉＭＡＸ端末との融合及びＭｔｏＭ事業への参入等により事業規模

を拡大してまいります。 

３．以上を迅速かつ必達にするため、成長事業への経営資源の集中ならびに営業を主体とした経営

組織への改編を行い、経営組織の機動性・迅速性・効率性を追求してまいります。 

② 資本構成の再編 

当社は電気通信事業者として、ＷｉＭＡＸ市場の先陣を切り、東名阪にエリアを拡大させることに

より、日本におけるＷｉＭＡＸサービス普及の推進を担ってまいります。そのために必要な資金の調

達を順次適切におこなうとともに、資本を適正規模に拡大してまいります。 

当事業年度中に、転換社債型新株予約権付社債の発行等により計193億円の資金調達を実施し、潜

在株式数・資本が大幅に増加いたしました。今後も引続きエクイティファイナンスによる更なる資本

増強を行い資本の適正化を図るとともに、調達資金を有効活用し営業キャッシュ・フローの拡大に繋

げ、株式価値の増大に努めてまいります。 

③ コンプライアンス体制の充実 

当社は、コンプライアンスの遵守を徹底し、経営の健全性及び透明性を高めるべく組織体制を構築

することを 重要施策の一つと位置付けております。 
また、平成18年５月15日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を

決議し、取締役および従業員が経営上の重要課題を認識し、事業活動の継続的成長を期するため、内

部統制に関する体制の整備、構築を行ってまいります。 

 

(7)内部統制システムに関する基本的考え方及びその施策の実施状況 

本項目に関しましてはジャスダック証券取引所に別途提出する「コーポレート・ガバナンスに関する報

告書」にて開示させていただきます。 

  

(8)親会社に関する事項 

該当する事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

①業績の概要 

当事業年度におけるわが国経済は、原油高、円高を始めとする国際経済の動向等依然先行き不透明な

状況にあるものの、企業収益の改善を背景とした民間設備投資の増加や雇用の改善、個人消費の持ち直

しなど堅調な動きもみられ、全体的に民間需要を中心に回復の兆しがみえてまいりました。 

通信業界におきましては、「料金の低廉化」や「サービスの多様化」及び「通信速度の高速化」など

により、競争はより一層激しいものとなっております。このような環境のもと、当社では、ユビキタス

時代におけるワイヤレスブロードバンドサービスの実現に向けて、世界標準規格であるＷｉＭＡＸネッ

トワークを構築し、国内で初めてＷｉＭＡＸサービスを開始し、迅速かつ低コストな事業展開を行って

おります。 

また、同時に当社の赤字の主因であるＰＨＳ事業について平成17年11月に音声サービスを終了し、平

成18年6月にて完全撤退することとなり、大幅なコストの改善を実現するとともに、無線呼出し事業に

つきましては、下期にて月次黒字化を達成し、また平成18年４月にインフラ衛星化を計画通り完了させ

ました。これにより高収益の基盤を築くに至ったと考えております。 

当事業年度は、ＷｉＭＡＸ事業の早期立ち上げ及び基地局展開のため初期費用を計上したため、 

営業収益2,349百万円（前年同期比△3,260百万円）、営業損失5,720百万円（前年同期比△592百万円）、

経常損失5,730百万円（前年同期比△667百万円）となりました。 

②事業別の状況 

（ＷｉＭＡＸ事業） 

当社は、次世代ワイヤレスブロードバンドサービスの世界標準規格であるＷｉＭＡＸサービスを国内

で 初に立ち上げるため、既存インフラを更新してネットワークを構築し、平成17年12月に予定通り国

内初のＷｉＭＡＸサービスを開始いたしました。ＷｉＭＡＸ規格は、ワイヤレスブロードバンドサービ

スの次世代世界標準でありかつ低コストなインフラ構築が可能という大きな特性をもっており、さらに

カバーエリアが広くかつ高速化できることから、有線ブロードバンドアクセスであるADSL等に代わるも

のとして期待されております。従来ブロードバンドの敷設が時間的・コスト的に困難であった場所や地

域でも当社のＷｉＭＡＸサービスを導入することにより、ブロードバンド環境を構築・活用できること

が期待されております。また、サービスエリアは東京・名古屋・大阪を中心に面的に展開することを目

標としており、日本 大の無線ワイヤレスブロードバンド事業者を目指し、努力をしております。 

一方で、当社は新潟の株式会社新総企を株式交換により完全子会社化いたしました。同社は、新潟に

おけるコインパーキングを主とした事業展開を行っている会社です。当社は今後、新総企のコインパー

キング事業における遠隔監視システムにＷｉＭＡＸを活用するビジネスモデルを構築するとともに、Ｗ

ｉＭＡＸ事業の全国展開の際には北陸地方の事業拠点とすべく、新潟でのＷｉＭＡＸ実験の準備を進め

てまいります。 

また、平成18年1月には、ＷｉＭＡＸサービスでのクリアな音声通話サービスを開発するため、高品

質なＶｏＩＰ技術を保有するＮｕｖｏｉｚ，Ｉｎｃへの出資を完了し、同社100％出資の日本法人ニュ

ーボイズ株式会社を設立いたしました。 

さらに、平成18年3月には、株式会社ジャレコと資本業務提携に関する基本合意をいたしました。当

社は同社が今後検討しているオンラインゲームにWiMAXネットワークを活用するビジネスモデルの検討

を進めてまいります。 

加えて、日本初の民間衛星通信事業者であるJSAT株式会社の協力を受け、同社の衛星回線を活用して

ＷｉＭＡＸ網を地方へも拡張してまいります。これにより、現在政府が強力に推進している「u-JAPAN」

政策を背景としたデジタルデバイド(都市部と比較して地方においてブロードバンドﾞ等を享受できる

利便性に格差が生じている状況)解消に大きく貢献してゆくとともに、地方部への需要拡大による収益

増加を図ってまいります。 

 当事業年度につきましては、サービス開始間もないこともあり大きな収益を上げるには至っておりま

せんが、当該サービスに関する関心は非常に高く、現在多数の法人と協議・商談を進めております。 

当社は、そのような多様なニーズに応えるためにも、まず、「基地局を増加させること」及び「ユー

ザを獲得すること」の二点を追求しており、平成18年6月までに東名阪におけるＷｉＭＡＸワイヤレス

ブロードバンド日本 大事業者を目指しております。今後、エリアの拡大、サービスの拡張とともに、

その成果を確実に成上げてまいるものと確信しております。 

当事業年度におきましては、商用開始及び基地局の早期敷設のための初期費用を計上したため、Ｗｉ

ＭＡＸ事業の営業収益1百万円、営業費用1,561百万円、営業損失は1,559百万円となっております。 

－  － 
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（無線呼出し事業） 

ページャサービスにおいては、前事業年度に、従来の２通信方式によるサービスについて、世界標準

規格であるＰＯＣＳＡＧ方式に統一することとし、設備の効率化と次世代化を行いました。この結果、

運用費を圧縮させることができ当事業年度下期にて月次収支が黒字転換する事業構造となりました。 

一方、「地域情報配信システム」においては、東京都品川区における防災システム、埼玉県和光市に

おける福祉情報配信システムに続いて、当年度には東京都江東区より防災システムとして受注いたしま

した。江東区では災害協力隊、学校、公民館などの公共施設、避難所、消防団などへ、災害緊急情報や、

区からのお知らせ等を受信端末へ配信して、文字と音声で確実な情報伝達を行います。  

また、衛星インフラへの切替を進めておりましたが、本年４月には切り替えが完了しております。こ

れにより、当社が現在提供している１都３県（東京、神奈川、埼玉、千葉）エリアのサービスから全国

をエリアとするサービスへ拡大するとともに、運用費を大幅に削減することが可能となり、営業収支を

抜本的に改善できるものと確信しております。 

さらに、ページャ方式固有の特性である280MHz、出力250Ｗの電波浸透圧と電波到達力を活かし、Ｗ

ｉＭＡＸ方式によるブロードバンドサービスと組み合わせることにより、他事業者との差別化と高品質

なサービスの市場投入を図ります。当社は、祖業であるＩＣシステムの開発力を双方向ページャの基礎

となる衛星バックボーン型基地局（ＡｉｒＢｉｔＫｅｙ基地局）の開発に投入し基地局の自社生産を実

現しており、従来の基地局製造メーカから購入（1局当たり数億円）するのに比較して、極めて低コス

ト（1局当たり約９百万円）で生産しております。さらに当社のページャ免許は250Ｗの出力を許可され

ており、わずか16基地局で関東１都３県をカバーする能力があるため、極めて低コストで全国化が可能

です。当社はまず、平成18年7月に「ＡｉｒＢｉｔＫｅｙ」を市場に投入し、収益の拡大に繋げてまい

ります。 

「Ｄ－ＦＡＸサービス」につきましても、前期に引き続き新規契約数及びサービス利用数が順調に増

加し、当社の収益に貢献いたしました。 

以上の施策により、当事業年度下期には月次収支が黒字化となり、翌期には営業黒字に転換するもの

と確信しております。 

当事業年度の無線呼出し事業は、営業収益805百万円（前年同期比△92百万円）、営業費用1,321百万

円（前年同期比△390百万円）、営業損失515百万円（前年同期比297百万円）となりました。 

 

（ＰＨＳ事業） 

次世代ブロードバンドサービスを極めて低コストかつ早期に展開するためのベースインフラとして

取得した当該事業は、ＷｉＭＡＸ方式に円滑に承継しかつ、赤字削減のため早期事業撤退を目指してお

りましたが、平成17年11月に音声サービスを終了し、本年６月には全面的に事業撤退することとなりま

した。 

これにより、当社の赤字の主因が解消され、既存インフラを更新することで極めて合理性の高いＷｉ

ＭＡＸ規格のワイヤレスブロードバンドネットワークを早期に構築し、収支構造の転換に繋げることが

可能となりました。 

当事業年度のＰＨＳ事業は、営業収益1,542百万円（前年同期比△3,075百万円）、営業費用5,187百

万円（前年同期比△3,688百万円）、営業損失3,645百万円（前年同期比613百万円）となりました。 
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(2) 財政状態 

①資産、負債及び資本の状況 

(a) 資産の状況 

当事業年度の流動資産は、現金及び預金5,201百万円を主なものとして7,566百万円であります。固定

資産は、ＷｉＭＡＸインフラ建設等に関する有形固定資産3,253百万円や投資有価証券2,783百万円を主

なものとして8,627百万円であります。資産合計では16,194百万円（前期資産合計5,034百万円）であり

ます。 

(b) 負債の状況 

当事業年度の流動負債は、未払金708百万円を主なものとして800百万円であります。固定負債は、転

換社債型新株予約権付社債5,200百万円を主なものとして5,212百万円であります。負債合計では6,013

百万円（前期負債合計1,981百万円）であります。 

(c) 資本の状況 

当中間会計期間の資本は10,181百万円（前期資本合計3,053百万円）となり、自己資本比率が62.9％

となりました。 

 

②キャッシュ・フローの概要 

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、税引前当期純損失が7,353百

万円となったものの、財務活動によるキャッシュフロー（主に社債の発行による収入）19,102百万円等

の要因により、前事業年度末に比べ4,449百万円増加し、当事業年度末には5,201百万円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における営業活動の結果使用された資金は7,160百万円となりました。これは、ＰＨＳ音

声サービス終了のためのユーザ移行促進及びＷｉＭＡＸ早期展開のための初期費用の計上により、税引

前当期純損失が7,353百万円となったことが主たる要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における投資活動の結果使用された資金は、7,493百万円となりました。これは、ＷｉＭ

ＡＸ基地局建設等のための有形固定資産の取得による支出3,617百万円及び投資有価証券の取得による

支出3,942百万円が主たる要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における財務活動の結果得られた資金は19,102百万円となりました。これは、転換社債型

新株予約権付社債の発行による収入が主たる要因であります。 

 

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16年３月期(連結) 平成17年３月期(個別) 平成18年３月期(個別)

株主資本比率(％) 16.7 60.6 62.9

時価ベースの株主資本比率(％) 182.7 761.7 171.3

債務償却年数(年) ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ

(倍) 
― ― ―

※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 

１．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。 

２．当社は有利子負債がないため、有利子負債に関連した財務指標の記載は行っておりません。

－  － 
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 (3) 次期の見通し 

当社が、平成17年12月から開始した、ＷｉＭＡＸサービスにつきましては、ＷｉＭＡＸをバックホー

ルとし、その配下にＷｉ-Ｆｉスポットを低コストかつ効率良く敷設することが可能なことが大きな特

徴であります。当社はこの特長を 大限に活かし、東京から順次サービスエリアを拡大し、名古屋地区、

近畿地区にも拡大して参ります。今後のサービスエリアの充実と共に、現在多様な法人等と進めている

商談に関しても進行し、利益貢献に寄与できるものと期待しております。 

 一方で、ページャ事業に関しましては、ネットワークの衛星化が予定通り完了し、低コストでの事業

運営と共に、全国エリアでのサービス提供が可能となり、一層の利益貢献に寄与してまいります。 

 また、ＰＨＳ事業につきましては、平成18年6月末に全面的に事業から撤退を行い、赤字の主要因が

解消できることから、今後財務体質の一層の改善を図ってまいります。 

業績予想につきましては、当社が行っているＷｉＭＡＸ事業につきまして、次の規格であるいわゆる

モバイルＷｉＭＡＸ（802.16e）には他事業者も参入を明らかにしておりますが、他者動向および総務

省周波数割り当て方針が現時点では十分に明らかではないこと、また、当グループを取り巻く通信事業

環境が短期的に大きく変動する傾向にあり、業績予想について信頼性の高い数値を算出することは困難

であると考え、業績予想を開示することは控えることといたしました。 

 しかしながら今後とも、急速に変化する環境の中で事業機会・収益機会を的確に捉え、事業規模の拡

大・収益構造の多角化を図り、企業価値の増大を目指してまいる所存であります。 

 

 

－  － 
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４．財務諸表等 

(財務諸表) 

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） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

（資産の部）   

Ⅰ 固定資産   

Ａ 電気通信事業固定資産   

(1) 有形固定資産   

１ 機械設備  1,549,429 1,789,120 

減価償却累計額 ※４ 798,229 751,200 1,398,479 390,641

２ 空中線設備  58,516 70,431 

減価償却累計額 ※４ 26,039 32,476 70,413 18

３ 土木設備  0 0 

減価償却累計額 ※４ ― 0 ― 0

４ 建物  258,869 264,018 

減価償却累計額 ※４ 40,743 218,126 117,012 147,006

５ 構築物  29 29 

減価償却累計額 ※４ ― 29 29 0

６ 車両  119 2,214 

減価償却累計額 ※４ ― 119 1,552 662

７ 工具、器具及び備品  543,418 679,053 

減価償却累計額 ※４ 378,646 164,772 478,896 200,157

８ 土地  284,000  284,000

９ 建設仮勘定  20,655  2,230,748

有形固定資産合計  1,471,381 29.2  3,253,233 20.1

(2) 無形固定資産   

１ 施設利用権  1,870  0

２ ソフトウェア  460,532  686,070

３ 商標権  5,809  0

４ その他の 
無形固定資産 

 5,245  0

無形固定資産合計  473,458 9.4  686,070 4.2

電気通信事業固定資産
合計 

 1,944,840 38.6  3,939,304 24.3
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

Ｂ 投資その他の資産   

１ 投資有価証券  460,297  2,783,237

２ 出資金  50  50

３ 関係会社投資  1,644  1,368,726

４ 長期貸付金  3,400  3,400

５ 長期前払費用  478  325,701

６ 敷金保証金  292,286  198,074

７ その他の投資及び 
その他の資産 

 7,801  9,349

投資その他の資産合計  765,957 15.2  4,688,539 29.0

固定資産合計  2,710,798 53.8  8,627,843 53.3

Ⅱ 流動資産   

１ 現金及び預金  752,267  5,201,374

２ 売掛金  479,115  201,789

３ 未収入金  74,864  148,655

４ 貯蔵品  503,035  100,461

５ 前渡金  24,156  576,138

６ 前払費用  298,144  417,434

７ 未収消費税等  199,930  323,835

８ 短期貸付金  ―  600,000

９ その他の流動資産  8,678  3,068

貸倒引当金  △16,738  △6,204

流動資産合計  2,323,454 46.2  7,566,554 46.7

資産合計  5,034,253 100.0  16,194,397 100.0
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

（負債の部）   

Ⅰ 固定負債   

１ 転換社債型 
新株予約権付社債 

 ―  5,200,000

２ 繰延税金負債  67,960  120

３ その他の固定負債 ※３ 12,895  12,351

固定負債合計  80,856 1.6  5,212,472 32.2

Ⅱ 流動負債   

１ 買掛金  50,830  16,346

２ 未払金  1,334,118  708,035

３ 未払費用  9,804  5,447

４ 未払法人税等  36,048  51,487

５ 繰延税金負債  2,744  1,426

６ 前受金  1,786  2,199

７ 預り金  6,870  10,562

８ 賞与引当金  32,601  ―

９ 事業再構築引当金  421,075  ―

10 その他の流動負債  4,441  5,093

流動負債合計  1,900,321 37.8  800,598 4.9

負債合計  1,981,177 39.4  6,013,070 37.1

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 7,256,990 144.1  14,307,447 88.3

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  7,858,240  15,588,604

資本剰余金合計  7,858,240 156.1  15,588,604 96.3

Ⅲ 利益剰余金   

１ 任意積立金   

(1) 特別償却準備金  10,074 6,076 

２ 当期未処理損失  12,164,728 19,516,499 

利益剰余金合計  △12,154,654 △241.4  △19,510,422 △120.5

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 95,778 1.9  △200,593 △1.2

Ⅴ 自己株式 ※２ △3,280 △0.1  △3,709 △0.0

資本合計  3,053,075 60.6  10,181,327 62.9

負債・資本合計  5,034,253 100.0  16,194,397 100.0

   

  

 

 

－  － 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

経常損益の部   

（営業損益の部）   

Ⅰ 電気通信事業営業損益   

(1) 営業収益  3,764,027 67.1  1,946,354 82.9

(2) 営業費用 ※１  

１ 営業費  965,628 1,003,346 

２ 施設保全費  2,344,926 1,952,437 

３ 管理費  1,795,293 1,034,845 

４ 試験研究費  360,184 162,993 

５ 減価償却費  489,307 123,897 

６ 固定資産除却費  177,276 258,813 

７ 通信設備使用料  2,941,233 1,401,563 

８ 租税公課  592,627 9,666,477 172.3 519,908 6,457,805 274.9

電気通信事業営業損失  5,902,450 △105.2  4,511,451 △192.0

Ⅱ 附帯事業営業損益   

(1) 営業収益  1,845,391 32.9  402,932 17.1

(2) 営業費用 ※１ 1,070,920 19.1  1,611,999 68.6

附帯事業営業利益(損失)  774,471 13.8  △1,209,066 △51.5

営業損失  5,127,978 △91.4  5,720,517 △243.5

（営業外損益の部）   

Ⅲ 営業外収益   

１ 受取利息  1,428 4,346 

２ 受取配当金  2,566 132 

３ 設備賃貸収入 ※２ 26,904 22,153 

４ 為替差益  248 ― 

５ 助成金  42,900 19,368 

６ 雑収入 ※２ 27,322 101,369 1.8 28,019 74,019 3.2

Ⅳ 営業外費用   

１ 為替差損  ― 238 

２ 新株発行費  33,696 8,673 

３ 社債発行費  ― 74,180 

４ 雑支出  2,539 36,236 0.7 484 83,576 3.6

経常損失  5,062,845 △90.3  5,730,074 △243.9

－  － 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

特別損益の部   

Ⅰ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※３ 208,307 129,510 

２ 投資有価証券売却益  45,274 39,322 

３ 貸倒引当金戻入額  1,921 499 

４ 事業売却益  20,000 ― 

５ 財産評定損戻入額 ※４ 12,256 287,560 5.2 18,303 187,636 8.0

Ⅱ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※５ 7,352 ― 

２ 投資有価証券売却損  29,970 ― 

３ 棚卸資産評価損  96,081 302,180 

４ 契約解除金 ※６ 186,931 52,953 

５ 施設移転費 ※７ 31,305 18,727 

６ 基地局撤去費用 ※８ 994,104 159,461 

７ 固定資産除却損 ※９ 99,478 8,047 

８ 投資有価証券評価損  19,186 278,966 

９ 減損損失 ※10 ― 656,988 

10 社債償還費用 ※11 ― 114,000 

11 貸倒損失   ※12 ― 219,934 

12 事業再構築費用 ※13 421,075 1,885,486 33.6 ― 1,811,260 77.1

税引前当期純損失  6,660,571 △118.7  7,353,698 △313.0

法人税、住民税 
及び事業税 

 5,454 4,815 

法人税等調整額  △2,744 2,709 0.0 △2,744 2,070 0.1

当期純損失  6,663,281 △118.7  7,355,768 △313.1

前期繰越損失  5,501,447  12,160,730

当期未処理損失  12,164,728  19,516,499

   

(注) １ 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100％として算出しております。 

２ 営業費用勘定の各科目の内容は次のとおりであります。 

(1) 営業費とは、電気通信役務の提供に関する申込の受理、電気通信役務の料金の収納及び電気

通信役務の販売活動ならびに、これらに関連する業務により直接発生する費用であります。 

(2) 施設保全費とは、電気通信設備の保全のために直接発生する費用であります。 

(3) 管理費とは、本社等管理部門において発生する費用であります。 

(4) 試験研究費とは、研究開発部門において発生する費用であります。 

(5) 通信設備使用料とは、他の第一種電気通信事業者に対してその設備を使用する対価として支

払う費用であります。 

－  － 
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 電気通信事業営業費用明細表 

 
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） 

区分 
事業費 
(千円) 

管理費 
(千円) 

計 
(千円) 

事業費 
(千円) 

管理費 
(千円) 

計 
(千円) 

人件費 430,794 224,454 655,248 308,263 199,304 507,567

経費 2,952,445 1,570,839 4,523,284 2,810,514 835,541 3,646,055

消耗品費 17,697 24,158 41,855 21,613 32,990 54,603

借料・損料 1,173,467 751,958 1,925,426 1,049,188 139,143 1,188,332

保険料 1 10,712 10,713 125 15,734 15,860

光熱水道料 394,500 40,192 434,692 227,863 27,932 255,796

修繕費 271,797 489,081 760,879 289,459 32,962 322,422

旅費交通費 5,564 3,062 8,626 11,786 18,699 30,485

通信運搬費 86,388 61,810 148,199 97,477 31,845 129,323

広告宣伝費 38,467 ― 38,467 271,029 ― 271,029

交際費 676 3,950 4,626 1,607 7,024 8,632

厚生費 ― ― ― ― ― ―

作業委託費 859,424 171,853 1,031,277 548,116 514,938 1,063,054

雑費 104,459 14,059 118,519 50,946 14,269 65,216

業務委託費 287,498 ― 287,498 241,298 ― 241,298

小計 3,670,738 1,795,293 5,466,032 3,118,777 1,034,845 4,153,623

減価償却費 489,307  123,897

固定資産除却費 177,276  258,813

通信設備使用料 2,941,233  1,401,563

租税公課 592,627  519,908

合計 9,666,477 6,457,805 

(注) 「事業費」とは、「管理費」を除く「営業費」、「施設保全費」及び「試験研究費」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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前当期純損失  △6,660,571 △7,353,698 

減価償却費  565,786 164,593 

減損損失  ― 656,988 

貸倒引当金の減少額  △31,292 △10,534 

賞与引当金の減少額  △16,319 △32,601 

事業再構築引当金の増
加額 

 421,075 ― 

受取利息及び受取配当
金 

 △3,994 △4,478 

固定資産売却益  △208,307   △129,510 

固定資産売却損  7,352 ― 

固定資産除却損  99,515 8,084 

投資有価証券売却益  △45,274 △39,322 

投資有価証券売却損  29,970 ― 

投資有価証券評価損  19,186 278,966 

財産評定損戻入額  △12,256 △18,303 

契約解除金  186,931 52,953 

施設移転費  31,305 36,219 

基地局撤去費用  994,104 41,441 

助成金  △42,900 △19,368 

事業売却益  △20,000 ― 

売上債権の減少額  183,369 277,325 

たな卸資産の減少額  236,587 401,809 

仕入債務の減少額  △387,701 △34,484 

未払金の減少額  △335,989 △288,079 

その他  △160,644 △645,802 

小計  △5,150,067 △6,657,801 

利息及び配当金の受取
額 

 3,997 4,482 

契約解除金の支払額  △264,277 △90,751 

施設移転費の支払額  △30,605 △36,919 

－  － 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

基地局撤去費用の支払
額 

 △642,625 △392,920 

助成金の受取額  42,900 19,368 

法人税等の支払額  △7,179 △5,490 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △6,047,858 △7,160,031 

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 

 △240,804 △2,617,171 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 19,201 ― 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △76,754 △679,756 

無形固定資産の売却に
よる収入 

 203,601 106,209 

貸付による支出  ― △990,000 

貸付金の回収による収
入 

 ― 395,500 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △453,136 △3,942,909 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 329,255 1,042,379 

関係会社への投資によ
る支出 

 ― △686,260 

子会社の清算・分配に
よる収入 

 3,837,533 ― 

敷金保証金の差入によ
る支出 

 △56,109 △45,646 

敷金保証金の返還によ
る収入 

 53,717 155,159 

営業譲渡による収入 ※２ 183,935 ― 

その他  △7,321 △231,084 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 3,793,119 △7,493,580 

 

－  － 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

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  ― 25,000,000 

   社債の償還による支出  ― △5,814,000 

     株式の発行による収入  1,034,034 ― 

自己株式の取得による
支出 

 ― △429 

    その他  ― △82,853 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,034,034 19,102,717 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 △14 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 △1,220,718 4,449,106 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,972,986 752,267 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※１ 752,267 5,201,374 

    

 

－  － 
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－  － 

 

18

④ 損失処理計算書（案） 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成17年６月29日） 

当事業年度 
（株主総会承認予定日 
平成18年６月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失   12,164,728  19,516,499 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

 特別償却準備金取崩額  3,998 3,998 3,998 3,998 

Ⅲ 次期繰越損失   12,160,730  19,512,500 

      

 (注) 特別償却準備金取崩額は、租税特別措置法に基づく取崩額であります。 

 



 

－  － 
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（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

前事業年度 
（自 平成16年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） 

 当社は当事業年度において、営業体制の強化により、
「児童安全見守りサービス」を始めとした自治体向けサ
ービスの受注獲得に成果をあげるとともに、損失の 大
の原因となっているＰＨＳ事業において利用基地局を前
事業年度の約半数に削減し、人員合理化による人件費の
削減を含めたコスト削減施策を計画通りに実施し、年間
固定費を削減いたしました。また、平成16年11月19日に
転換社債型新株予約権付社債が転換されたことにより、
当中間会計期間末における債務超過は解消され、当事業
年度末の資本合計は3,053百万円となりました。しかし、
ＰＨＳ事業において加入者が減少したこと、受注獲得し
た自治体向けサービスによる収益の寄与が平成17年度以
降となることなどにより売上高は前年同期比34％減の
5,609百万円となり、営業損失は5,127百万円（４期連続
の営業損失の計上）、当期純損失は6,663百万円（２期連
続の当期純損失の計上）となっております。また、営業
キャッシュ・フローはマイナス6,047百万円となっており
ます。 
 当該状況により、当社には前事業年度に引き続き、継
続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。
 当社は、当該状況を解消すべく、事業戦略として、高
性能なワイヤレスブロードバンドサービスの提供が可能
なＷｉＭＡＸ規格の通信網を構築し、収益源の多様化と
事業利益の拡大を図ってまいります。発展型無線ＬＡＮ
であるＷｉＭＡＸ規格はワイヤレスブロードバンド市場
において近い将来世界標準規格となりうることが見込ま
れております。その活動推進を行う非営利団体であるＷ
ｉＭＡＸフォーラムには、当社を含めた欧米日の大手電
気通信事業者がボードメンバー及び参加メンバーとなっ
ております。平成17年度上期には、国内初のＷｉＭＡＸ
規格によるワイヤレスブロードバンドサービスの実証実
験を開始いたします。多数の有力企業の参加が決定して
いる当社主催の実証実験を有用なものとし、その成果を
大限に活用することにより、平成17年12月予定の本格

商用開始を確実なものとし、製品差別化・コストリーダ
シップの強みを 大限に活かして早期の市場拡大を図る
ことで収支構造を改善する計画であり、着実に遂行して
いく所存であります。 
 併せて、既存事業につきましても、無線呼出し事業で
は平成18年度までにインフラの全面衛星化による更新に
取り組み、運営費の削減を目指すとともに、ＰＨＳ事業
ではサービス終了の検討も含めて赤字幅の削減を目指し
てまいります。 
 また、主力サービスのシフトに伴い、事業部制・カン
パニー制の導入を含めた経営組織体制の強化を検討し、
経営組織の機動性・迅速性・効率性を追求してまいりま
す。 
 財務政策については、平成17年４月19日の円建転換社
債型新株予約権付社債の発行により、70億円を調達した
ことを始めとして、更にエクイティファイナンスを主と
した資本の増強及び資金収支を改善する計画でありま
す。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。 

当社は当事業年度において、平成17年12月に国内初の
ＷｉＭＡＸ規格によるワイヤレスブロードバンドサービ
スの商用を開始いたしました。併せて損失の 大の原因
となっていたＰＨＳ事業において、平成17年11月末の音
声サービス停止し、平成18年6月末にて事業から撤退する
ことといたしました。しかし、ＷｉＭＡＸサービスのた
めの初期費用の増加、及びＰＨＳ事業停止によるコスト
削減の全面的な効果は翌事業年度に反映されることなど
により、売上高は前年同期比58％減の2,349百万円、営業
損失は5,720百万円となり（５期連続の営業損失計上）、
当期純損失は7,353百万円（３期連続の当期純損失計上）
となっております。また、営業キャッシュ・フローはマ
イナス7,160百万円となっております。 
 当該状況により、当社には前事業年度に引き続き、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。
 当社は、当該状況を解消すべく、ＷｉＭＡＸネットワ

ークの構築を早期に進め、通信網拡大により、収益源の
多様化と事業利益の拡大を図ってまいります。ワイヤレ
スブロードバンドにおける次世代世界標準規格であるＷ
ｉＭＡＸは、既存の無線LAN規格（Wi-Fi）よりもカバー
エリアが広くかつ高速通信ができ、低コストなネットワ
ーク構築が可能であるため、有線ブロードバンドアクセ
スであるADSL等に代わるものとして期待されておりま
す。当社は、更に、ＷｉＭＡＸと低コストな自社生産の
衛星インフラ対応のページャメール基地局を組み合わ
せ、AirBitKeyを市場投入いたします。また、日本初の民
間衛星通信事業者であるJSAT株式会社の協力を受け、同
社の衛星回線を活用してＷｉＭＡＸ網を地方へも拡張し
てまいります。これにより、現在政府が強力に推進して
いる「u-JAPAN」政策を背景としたデジタルデバイド(都
市部と比較して地方においてブロードバンド等を享受で
きる利便性に格差が生じている状況)解消に大きく貢献
してゆくとともに、地方部への需要拡大による収益増加
を図ってまいります。併せて、各種コンテンツ配信、ク
レジット決済、ノマディックボイス他、サービスの多様
化・商品の高性能化を図るため、多数の関係各企業との
業務・資本提携を進行中であります。当社は、まず東名
阪ＷｉＭＡＸ基地局を計画通りに敷設し、ネットワーク
の早期構築を図ってまいります。更に、ＷｉＭＡＸの持
つ技術優位性及びＹＯＺＡＮの持つ低コストのインフラ
構築・調達力を活かし、ネットワーク拡張及びサービス
の拡大・多様化を実現し、楽しいユビキタス社会の創生
に貢献するとともに、事業収益基盤を拡大させる所存で
あります。 

既存事業につきましては、無線呼出し事業では平成18
年4月時点にて、インフラの衛星化を完了させました。こ
れにより、運営費を削減することができ、併せて自治体
への積極的な営業展開により黒字化を図ります。 
また、ＰＨＳ事業からの完全撤退により、当事業年度

までの営業損失の主因が除去され、収支改善可能な低コ
ストの経営基盤が築かれております。 
さらに、ＷｉＭＡＸ事業の早期拡大のため、経営組織

の更なる整備を行い、より一層の機動性・迅速性・効率
性を追求してまいります。 
財務政策については、当期中に実施した資金調達によ

り、ＷｉＭＡＸ事業の早期のネットワーク構築を展開す
る上での当面必要な資金を確保しております。今後も、
事業の拡張に併せて、エクイティファイナンスを主とし
た資本及び資金の増強を図ってまいります。 
財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお
りません。 



 

－  － 

 

20

 重要な会計方針 

 

項目 
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 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

(1) 有形固定資産 

同左 

  ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

機械設備 ６～９年

空中線設備 10年

建物 15～40年

工具、器具及び備品 ５年

 また、取得価額が10万円以上、20

万円未満の資産については３年間で

均等償却する方法を採用しておりま

す。 

 

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

  定額法 

 ただし、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における見込利用可

能期間（５年）による定額法を採用し

ております。 

同左 

 (3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用 

  定額法 同左 

２ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 (2) その他有価証券 

 時価のあるもの 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） 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

３ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

貯蔵品 

移動平均法による原価法 
 

貯蔵品 

同左 
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項目 
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） 

４ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 (1) 新株発行費 

  支出時に全額費用処理しておりま

す。 

同左 

 ────── (2) 社債発行費 

   支出時に全額費用処理しております。

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (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。

同左 

 (2) 賞与引当金 ──────―――― 

  従業員の賞与の支給に備えるため、

将来の支給見込額のうち当期の負担

額を計上しております。 

 

 (3) 事業再構築引当金 ──────―――― 

  無線呼出し事業に係るインフラの

再構築等に伴い、今後発生が見込まれ

る費用について合理的に見積られる

金額を計上しております。 

 

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 
 

同左 

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 
手許現金、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が到

来する短期投資からなっております。

同左 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 
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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） 

当事業年度より、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。これにより税

引前当期純損失は656,988千円増加しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財

務諸表等規則に基づき減価償却累計額に合算し

て、減価償却累計額の科目をもって表示しており

ます。 

 

（表示方法の変更） 

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） 

 電気通信事業会計規則の改正に伴い、前事業年度にお

いて区分掲記しておりました電気通信事業営業損益の

「音声伝送収入」「データ伝送収入」は、当事業年度よ

り「営業収益」として表示しており、「法人税等」につ

いては当事業年度より「法人税、住民税及び事業税」と

して表示しております。 

 なお、従来の基準によって表示した場合は、「音声伝

送収入」2,902,911千円、「データ伝送収入」861,115千

円であります。 

──────―――― 

 



 

－  － 

 

23

 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 会社が発行する株式の総数 

  普通株式 1,681,000株

 発行済株式総数 

 普通株式 754,881.69株
  

※１ 会社が発行する株式の総数 

  普通株式 1,681,000株

 発行済株式総数 

  普通株式 1,398,351.31株
  

※２ 自己株式の保有数 

  普通株式 30株
  

※２ 自己株式の保有数 

  普通株式 44.62株
  

※３ その他の固定負債 

 その他の固定負債に含まれる長期未払金は4,628

千円であります。これは、平成９年10月末をもって

退職金制度を廃止したことに伴い、当該時点におけ

る支給対象者に対してそれ以前に発生した退職金

相当額を各人の退職時に支払うこととし、平成11年

３月期において当該金額を一括して計上したもの

であります。 

※３ その他の固定負債 

同左 

※４ ──────―――― ※４ 減価償却累計額の中には、減損損失累計額が含ま

れております。 

５ 資本の欠損の額は12,157,934千円であります。 ５ 資本の欠損の額は19,514,131千円であります。 

６ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する純資産の

増加額は95,778千円であります。 

６ ──────―――― 

 

 (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) 

平成17年４月25日 新株予約権付社債

の権利行使 

23,106.02 800,000,000 400,011,419 

平成17年５月２日 新株予約権付社債

の権利行使 

2,554.96 86,000,000 43,002,532 

平成17年５月９日 新株予約権付社債

の権利行使 

915.12 31,000,000 15,500,303 

平成17年５月16日 新株予約権付社債

の権利行使 

14,041.21 466,000,000 233,013,880 

平成17年５月23日 新株予約権付社債

の権利行使 

9,009.00 250,000,000 125,008,884 

平成17年５月31日 新株予約権付社債

の権利行使 

11,961.82 272,000,000 136,005,894 

平成17年６月３日 新株予約権付社債

の権利行使 

18,690.35 425,000,000 212,509,280 

平成17年６月13日 新株予約権付社債

の権利行使 

22,221.18 477,000,000 238,522,147 

平成17年６月17日 新株予約権付社債

の権利行使 

169,896.57 3,647,000,000 1,823,669,783 
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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) 

平成17年８月19日 新株予約権付社債

の権利行使 

4,572.26 100,000,000 50,002,236 

平成17年８月23日 新株予約権付社債

の権利行使 

13,265.80 296,000,000 148,006,531 

平成17年８月26日 新株予約権付社債

の権利行使 

6,722.53 150,000,000 75,003,268 

平成17年９月９日 新株予約権付社債

の権利行使 

11,831.51 300,000,000 150,011,716 

平成17年９月15日 新株予約権付社債

の権利行使 

19,719.19 500,000,000 250,019,611 

平成17年11月８日 新株予約権付社債

の権利行使 

4,339.33 100,000,000 50,002,100 

平成17年11月14日 新株予約権付社債

の権利行使 

8,678.67 200,000,000 100,004,315 

平成17年11月15日 新株予約権付社債

の権利行使 

4,339.33 100,000,000 50,002,100 

平成17年11月16日 新株予約権付社債

の権利行使 

8,678.67 200,000,000 100,004,315 

平成17年11月17日 新株予約権付社債

の権利行使 

8,678.67 200,000,000 100,004,315 

平成17年11月18日 新株予約権付社債

の権利行使 

8,678.67 200,000,000 100,004,315 

平成17年11月22日 新株予約権付社債

の権利行使 

8,678.67 200,000,000 100,004,315 

平成17年11月24日 新株予約権付社債

の権利行使 

21,696.68 500,000,000 250,010,844 

平成17年11月25日 新株予約権付社債

の権利行使 

13,018.00 300,000,000 150,006,414 

平成17年11月28日 新株予約権付社債

の権利行使 

43,393.36 1,000,000,000 500,021,688 

平成17年11月29日 新株予約権付社債

の権利行使 

8,678.67 200,000,000 100,004,315 

平成17年11月30日 新株予約権付社債

の権利行使 

86,786.72 2,000,000,000 1,000,043,375 

平成18年３月７日 新株予約権付社債

の権利行使 

5,528.52 100,000,000 50,005,464 

平成18年３月８日 新株予約権付社債

の権利行使 

11,057.04 200,000,000 100,010,928 

平成18年３月15日 新株予約権付社債

の権利行使 

41,131.10 800,000,000 400,041,079 

平成18年３月29日 株式交換による増

加 

31,600.00 680,822,000           ＿ 
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 (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) 

※１ 当事業年度における営業費用に含まれる研究開発

費の総額は434,029千円であります。 

※１ 当事業年度における営業費用に含まれる研究開発

費の総額は215,494千円であります。 
 

※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは

次のとおりであります。 

設備賃貸収入 6,310千円

雑収入 6,300千円 

※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは

次のとおりであります。 

設備賃貸収入 6,360千円

雑収入 6,300千円 
※３ 固定資産売却益は、資産の有効活用のためPHS基

地局の再配置を行った結果、不要となった施設利用

権（通信回線）の売却に伴うものであります。 

※３ 固定資産売却益は、資産の有効活用のためPHS基

地局の再配置を行った結果、不要となった施設利用

権（通信回線）の売却等に伴うものであります。 

※４ 財産評定損戻入額は、平成14年10月１日に吸収合

併した旧株式会社マジックメールが、会社更生法に

より東京地方裁判所から更生開始手続開始決定（平

成11年８月24日）を受けた際に財産評定を実施した

資産の処分益であります。 

※４         同左 

※ ５ 固定資産売却損は、次のとおりであります。 

機械設備 7,054千円

ソフトウェア 297千円
 

※５      ―――――――――― 

※６ 契約解除金は、リース契約及び保守契約の解除、

光ファイバーケーブル及びデータカードの発注停

止に伴い発生した費用であります。 

※６ 契約解除金は、保守契約の解除、光ファイバーケ

ーブルの利用解除等に伴い発生した費用でありま

す。 

※７ 施設移転費は、店舗及び事務所の移転に伴い発生

した費用であります。 

※７ 施設移転費は、川崎事業所の移転に伴い発生した

費用であります。 

※８ 基地局撤去費用は、PHS基地局の非効率回線の撤

去及び無線呼出し基地局の統廃合による移転費用

であります。 

※８         同左 

※９ 固定資産除却損は、次のとおりであります。 ※９ 固定資産除却損は、次のとおりであります。 
 

機械設備 71,123千円

建物 10,192千円

工具、器具及び備品 5,591千円

特許権 10,162千円

商標権 127千円

その他 2,280千円
  

 
建物 5,962千円

工具、器具及び備品 2,084千円
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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) 

※10      ―――――――――― ※10 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

     

場所 用途 種類 
減損損失
(千円) 

本社 

(東京都 

豊島区)

共用 

建物、工具・

器具及び 

備品等 

86,057 

東京都 
豊島区他 

電気通信 
事業 

(ＰＨＳ事業)

機械設備、 
ソフトウ 
ェア等 570,066

東京都 
豊島区 

遊休 

工具・器 
具及び備 
品等 

    864

 

当社は、単独でキャッシュ・フローを生み出す 小の

単位によって事業のグループ化を行い、減損会計を適用

しております。なお、電気通信事業では、通信ネットワ

ーク全体でキャッシュ・フローを生成していることか

ら、事業の種類別毎に１つの資産グループとしておりま

す。 

 その他に、遊休資産については、個別資産ごとに減損

の兆候を判定しております。また、本社については独立

したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資

産としております。 

その結果、まず遊休資産については帳簿価額を回収可

能価額まで減額しております。次にＰＨＳ事業について

平成17年11月末日をもって音声サービスの終了を予定

していること等から同事業における資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額いたしました。さらに共

用資産である本社を含むより大きな単位ではそれらが

使用されている営業活動から生ずる損益が継続してマ

イナスとなっているため、各資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額いたしました。これらの減少額を

減損損失(656,988千円)として特別損失に計上しており

ます。 

 その内訳は、本社86,057千円(内、建物34,410千円、

工具・器具及び備品26,479千円及びその他25,167千円)、

電気通信事業(ＰＨＳ事業)用資産570,066千円(内、機械

設備395,667千円、ソフトウェア148,150千円及びその他

26,248千円)、遊休資産864千円(工具・器具及び備品544

千円及びその他320千円)であります。 

 なお、回収可能価額は、正味売却価額(処分見込価額

から処分見込費用を控除した金額)により測定しており

ます。 
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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) 

※11      ―――――――――― ※11 社債償還費用は、第三回転換社債型新株予約権付

社債の未償還残高57億円と買入消却した際の社債権

者へ支払った額との差額であります。 
 

※12      ―――――――――― ※12 貸倒損失は、ベルネット株式会社への貸付債権の

うちの回収不能額であります。 

 

※13 事業再構築費用は、事業再構築引当金繰入額であ

ります。 

※13      ―――――――――― 
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年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 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 752,267千円

現金及び現金同等物 752,267千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 5,201,374千円

現金及び現金同等物 5,201,374千円
 

※２ 当事業年度において営業譲渡により減少した資

産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。 

流動資産 158,034千円

固定資産 5,900千円

  資産合計 163,935千円
 

※２     ──────―――― 

 ３ 重要な非資金取引の内容  

新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債)

に付された新株予約権の権利行使の内容 

新株予約権の行使による 

資本金増加額 
3,250,000千円

新株予約権の行使による 

資本準備金増加額 
3,249,999千円

新株予約権の行使による 

新株予約権付社債減少額 
6,500,000千円

 

 ３ 重要な非資金取引の内容  

新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債)

に付された新株予約権の権利行使の内容 

新株予約権の行使による 

資本金増加額 
7,050,457千円

新株予約権の行使による 

資本準備金増加額 
7,049,542千円

新株予約権の行使による 

新株予約権付社債減少額 
14,100,000千円
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(リース取引) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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) 

建物 128 62 65

工具器具 
及び備品 

12,029 8,147 3,881

合計 12,157 8,210 3,947
 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額
（千円）

建物 128 62 65 －

工具器具
及び備品 7,859 4,255 3,603 －

合計 7,987 4,318 3,669 －
 

 
(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,202千円

１年超 2,964千円

合計 4,166千円 

 
(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 923千円

１年超 2,040千円

合計 2,964千円

リース資産減損勘定の残高 2,781千円
  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 14,090千円

減価償却費相当額 12,996千円

支払利息相当額 309千円 

 
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 1,281千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,165千円

減価償却費相当額 1,165千円

支払利息相当額 79千円

減損損失 3,947千円
  

(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 
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(有価証券関係) 

前事業年度(自  平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 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 

 

株式 4,105 167,580 163,474

小計 4,105 167,580 163,474

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 

 

株式 3,444 2,283 △1,161

小計 3,444 2,283 △1,161

合計 7,549 169,863 162,313

 

２ 子会社株式及び関連会社株式時価のあるもの 

    子会社及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

３ 前事業年度中に売却したその他有価証券 

区分 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

 株式 329,255 45,274 29,970

合計 329,255 45,274 29,970

 

４ 時価評価されていない有価証券 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 290,434

合計 290,434
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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 その他有価証券で時価のあるもの 

区分 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 

 

株式 3,150 3,446 296

小計 3,150 3,446 296

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの 

 

株式 2,968,647 2,767,878 △200,769

小計 2,968,647 2,767,878 △200,769

合計 2,971,797 2,771,324 △200,472

 

２ 子会社株式及び関連会社株式時価のあるもの 

    子会社及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

３ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

区分 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

 株式 1,042,444 39,322 ―

合計 1,042,444 39,322 ―

 

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

（1）子会社株式及び関連会社株式 1,118,726

（2）その他有価証券 

①非上場株式 11,912

②社債 250,000

計 1,380,638
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(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自  平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

前事業年度においてデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、開示の対象となるものは

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） 

当事業年度においてデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、開示の対象となるものは

ありません。 

 

 (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。 
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(税効果会計関係) 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

 
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) 流動の部     

繰延税金資産     

賞与引当金否認  13,268千円   ―千円  

未払事業所税  1,551千円   1,460千円  

未払事業税  12,451千円   25,358千円  

減価償却超過額  20,350千円   28,490千円  

固定資産除却損否認  377千円   ―千円  

棚卸資産評価損否認  438,021千円   231,737千円  

貸倒引当金繰入限度超過額  6,812千円   2,525千円  

その他  1,849千円   1,849千円  

繰延税金資産小計  494,682千円   380,933千円  

評価性引当額  △494,682千円   △380,933千円  

繰延税金資産計  ―千円   ―千円  

繰延税金負債     

特別償却準備金  △2,744千円   △1,426千円  

繰延税金負債計  △2,744千円   △1,426千円  

繰延税金資産（負債）の純額  △2,744千円   △1,426千円  

(2) 固定の部     

繰延税金資産     

退職給与引当金否認  1,883千円   1,883千円  

減価償却超過額  137,037千円   452,394千円  

固定資産除却損否認  3,810千円   ―千円  

繰越欠損金  5,330,493千円   7,633,017千円  

繰延税金資産小計  5,473,225千円   8,087,295千円  

評価性引当額  △5,473,225千円   △8,087,295千円  

繰延税金資産計  ―千円   ―千円  

繰延税金負債     

特別償却準備金  △1,426千円   ―千円  

その他有価証券評価差額  △66,534千円   △120千円  

繰延税金負債計  △67,960千円   △120千円  

繰延税金資産（負債）の純額  △67,960千円 △120千円  
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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  

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

 

当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

 



 

－  － 

 

35

(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） 

当事業年度 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

関連会社に対する投資の

金額(千円) 

― 436,260

持分法を適用した場合の

投資の金額(千円) 

― 474,273

持分法を適用した場合の

投資利益(千円) 

― 38,013
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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) 

         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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 (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 4,044.60円

１株当たり当期純損失 12,514.17円

  

 

１株当たり純資産額 7,281.18円

１株当たり当期純損失 6,854.76円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、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。 

 (注) １株当たり当期純利益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。 

 

項目 
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株当たり当期純利益金額   

当期純損失（千円） 6,663,281 7,355,768 

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） 6,663,281 7,355,768 

期中平均株式数（株） 532,459 1,073,089 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株） ― ― 

 うち新株予約権 ― ― 

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 
 

① 平成12年６月２日株主総会

決議によるストックオプシ

ョン 

（株式の数 90株） 

① 第四回無担保転換社債型新

株予約権付社債 

（額面総額 52億円） 
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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） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当社は、ＷｉＭＡＸインフラ整備のため具体的計画に

基づく投資資金の調達を目的として、平成17年４月19日

に2008年４月満期円建転換社債型新株予約権付社債を海

外にて発行し、70億円の資金調達を行いました。 

―――――――――― 
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５．仕入実績 

端末機器については、当社独自の仕様により、また一部はメーカー提案仕様により、通信機器メーカ

ーから調達しており、自社製造は行っておりません。なお、端末調達実績については次のとおりであ

ります。 

区分 
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） 

ＷｉＭＡＸ機器 (千円) ― 32,616

無線呼出し機器 (千円) 5,725 4,000

ＰＨＳ端末機器 (千円) 83,837 295,773

合計(千円) 89,112 332,389

 (注) １ 金額は調達価格で表示しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

６．営業実績 

(1) 主なサービスの契約数 

区分 
前事業年度末 

（平成17年３月31日現在）
（千契約） 

当事業年度末 
（平成18年３月31日現在） 

（千契約） 

ＷｉＭＡＸサービス ― 0

無線呼出しサービス 162 149

ＰＨＳサービス 79 14

 

(2) 売上高実績 

区分 
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） 

ＷｉＭＡＸ事業 (千円) 93,672 1,264

無線呼出し事業 (千円) 898,423 805,837

ＰＨＳ事業 (千円) 4,617,321 1,542,184

合計(千円) 5,609,418 2,349,287

 (注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 
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７．役員の異動（平成18年６月29日付） 

 

  １．代表者の異動 

     該当事項はありません。 

 

  ２．その他の役員の異動 

   (1) 新任取締役候補 

 取締役CFO（ 高財務責任者） 

            経営戦略室長 
鳥井 洋一 （現 執行役員CFO 経営戦略室長） 

 取締役    経理部長 伊藤 優世 （現 執行役員 経理部長） 

 取締役    事業推進室 

ﾈｯﾄﾜｰｸ企画部長  

兼 ﾌｧｼﾘﾃｨ本部長 

天内 等 

（現 執行役員 事業推進室 

ﾈｯﾄﾜｰｸ企画部長 

兼 ﾌｧｼﾘﾃｨ本部長） 

 

   (2) 新任監査役候補 

 監査役 飛島 章 

 監査役 栢原 伸也 
 

(注)  栢原伸也氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

 

   (3) 退任予定取締役 

 小松 宏輔 （現 取締役 システム開発担当） 

飛島 章 （現 取締役 プロジェクト営業担当） 

 出口 まゆみ 

（塚原 まゆみ） 
（現 取締役 ＩＲ/ＰＲ部長） 

 

(4) 退任予定監査役 

 黒河内 尉公 （現 監査役） 
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