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平成 １8 年 ３ 月期   個別財務諸表の概要        平成１８年 ５月２５日 

上 場 会 社 名   日本通信株式会社 上場取引所      大証（ヘラクレス） 

コ ー ド 番 号   ９４２４ 本社所在都道府県   東京都 

（ＵＲＬ http://www.j-com.co.jp/ ）  
代 表 者   役職名 代表取締役社長 氏名 三田 聖二 

問合せ先責任者   役職名 取締役ＣＦＯ  氏名 福田 尚久 ＴＥＬ（０３） ５７６７―９１００(代表) 
決算取締役会開催日  平成１８年 ５月２５日 中間配当制度の有無   有 ・ 無 

配当支払開始予定日  平成－年－月－日 

定時株主総会開催日  平成１８年 ６月２９日  単元株制度採用の有無  有 （１単元 株）・ 無 

 

１．18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                （金額は単位未満を切り捨て、比率は四捨五入しています。） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％

4,943          8.4 

4,559        △18.4 

百万円   ％

   209       1.1  

           206       －   

百万円   ％

           152      △16.8 

        183        －   

 

 

 
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   ％ 

146         3.1  

       142            － 

円  銭

672  53

796  90

円  銭

  644  31

－

         ％

5.3  

8.7 

         ％ 

3.7  

6.8 

         ％

3.1  

4.0 

(注)①期中平均株式数  18年３月期 217,910株  17年３月期 178,454株 

②会計処理の方法の変更   有・ 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 
5,355 
2,821 

                  百万円
3,798 
1,717 

              ％ 
70.9  
60.9 

        円   銭
16,945     18  
9,583     27 

(注)①期末発行済株式数  18年３月期  224,177株  17年３月期  179,204株 

②期末自己株式数   18年３月期 25株  17年３月期  17株 

 

 

２．19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） 

 

当社グループは研究開発部門を米国に置いており、このため同部門を別会社として運営しておりますが、一体

として事業を運営し、連結ベースでの経営を行っています。したがって、当社グループは、連結業績予想のみ

を発表いたします。 



【添付資料】 

１【財務諸表等】 

(1）【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 流動資産   

１ 現金及び預金  951,341  887,526

２ 売掛金  561,747  677,168

３ 有価証券  －  592,677

４ 商品  38,532  38,889

５ 貯蔵品  115,297  272,002

６ 前払費用  22,114  20,321

７ 未収入金  18,315  23,578

８ 前渡金  －  84,335

９ 関係会社未収入金  428  7,972

10 その他  366  14,825

貸倒引当金  △1,000  △1,000

流動資産合計  1,707,143 60.5  2,618,297 48.9

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1)建物  22,856 29,529 

減価償却累計額  5,459 17,396 9,214 20,314

(2)車両及び運搬具  5,683 8,544 

減価償却累計額  4,563 1,120 5,500 3,043

(3)工具、器具及び備品  174,374 225,614 

減価償却累計額  88,676 85,697 123,731 101,883

(4)移動端末機器  177,526 149,113 

減価償却累計額  77,350 100,176 81,578 67,534

有形固定資産合計  204,390 7.3  192,776 3.6

２ 無形固定資産   

(1)商標権  3,195  3,096

(2)特許権  423  352

(3)電話加入権  1,294  1,294

   －  － 38



  
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
（％）

(4)ソフトウェア  729,428  622,282

(5)ソフトウェア仮勘定  －  947,634

無形固定資産合計  734,341 26.0  1,574,660 29.4

３ 投資その他の資産   

(1)関係会社株式  －  583,050

(2)長期前払費用  9,401  32,562

(3)関係会社長期貸付金  104,720  281,928

(4)敷金保証金  46,687  53,296

(5)破産更生債権等  19  19

貸倒引当金  △19  △19

投資その他の資産合計  160,808 5.7  950,837 17.8

固定資産合計  1,099,540 39.0  2,718,274 50.8

Ⅲ 繰延資産   

新株発行費  14,850  18,526

繰延資産合計  14,850 0.5  18,526 0.3

資産合計  2,821,533 100.0  5,355,098 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  280,165  265,462

２ 短期借入金  －  500,000

３ 一年内返済予定長期 
借入金 

 54,000  －

４ 未払金  158,975  191,158

５ 未払消費税等  64,703  －

６ 未払法人税等  16,927  13,520

７ 前受収益  482,739  567,957

８ 預り金  16,457  17,088

９ 新株引受権  1,825  1,419

10 データ通信サービスコ
スト引当金 

 28,372  －

11 その他  168  189

流動負債合計  1,104,334 39.1  1,556,795 29.1

   －  － 39



  
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
（％）

Ⅱ 固定負債  － －  － －

負債合計  1,104,334 39.1  1,556,795 29.1

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 1,518,947 53.8  2,269,710 42.4

Ⅱ 資本剰余金  383,056 13.6  1,576,246 29.4

Ⅲ 利益剰余金   

１ 当期未処理損失（△）  △183,993 △37,439 

利益剰余金計  △183,993 △6.5  △37,439 △ 0.7

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 － －  △8,471 △ 0.2

Ⅴ 自己株式 ※２ △811 △0.0  △1,741 △ 0.0

資本合計  1,717,199 60.9  3,798,303 70.9

負債及び資本合計  2,821,533 100.0  5,355,098 100.0
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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
（％）

Ⅰ 売上高   

１ 事業収入  4,559,431 100.0  4,943,987 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 事業原価 ※1 3,097,395 67.9  3,159,115 63.9

売上総利益  1,462,035 32.1  1,784,872 36.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2 1,255,289 27.6  1,575,785 31.9

営業利益  206,746 4.5  209,087 4.2

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ※１ 1,512 12,872 

２ 為替差益  2,616 22,168 

３ 雑収入  1,261 5.390 0.1 370 35,412 0.7

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息及び割引料  1,480 493 

２ 株式上場関連費用  27,000 69,369 

３ 新株発行費償却  － 9,263 

４ 有価証券売却損  － 12,800 

５ その他  503 28,983 0.6 161 92,088 1.9

経常利益  183,152 4.0  152,410 3.1

Ⅵ 特別損失   

１ 前期損益修正損 ※３ 653 － 

２ 固定資産除却損 ※４ 29,114 47 

３ リース解約損  1,851 31,619 0.7 － 47 0.0

税引前当期純利益  151,533 3.3  152,363 3.1

法人税、住民税及び事
業税 

 9,321 0.2  5,810 0.1

当期純利益  142,211 3.1  146,553 3.0

前期繰越損失（△）  △326,205  △183,993

当期未処理損失（△）  △183,993  △37,439
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事業原価明細書 

  
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
（％）

Ⅰ 期首棚卸高  372,852 173,250 

Ⅱ 当期商品仕入高  187,256 621,736 

Ⅲ 他勘定振替高 ※１ 122,353 80,563 

Ⅳ 期末棚卸高  173,250 264,505 8.5 310,386 404,036 12.8

Ⅴ 通信回線料金等  2,003,497 64.7  1,509,183 47.8

Ⅵ ＢＭＤＳ原価  290,879 9.4  669,766 21.2

Ⅶ その他の経費 ※２ 538,513 17.4  576,128 18.2

合計  3,097,395 100.0  3,159,115 100.0

   

 （注）※１ 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 

固定資産への振替 116,166千円 73,289千円 

消耗品勘定等への振替 6,186千円 7,273千円 

計 122,353千円 80,563千円 

※２ その他の経費の内訳は、次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

減価償却費 143,514千円 173,938千円 

システム運営費 157,060千円 163,256千円 

移動端末機器償却費 92,660千円 85,874千円 

業務委託料 6,717千円 1,702千円 

外注委託費 21,112千円 31,151千円 

通信サービス原価 2,174千円 －千円 

支払リース料 15,378千円 8,512千円 

その他 99,893千円 111,692千円 

計 538,513千円 576,128千円 

   －  － 42



③【損失処理計算書（案）】 

    損失処理計算書                    

  
前事業年度 

（平成17年３月期）
当事業年度 

（平成18年３月期）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（当期未処理損失の処理）  

Ⅰ 当期未処理損失  183,993 37,439

Ⅱ 次期繰越損失  183,993 37,439
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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）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 １ 有価証券の評価基準及

び評価方法 総平均法に基づく原価法 同左 

 (2）その他有価証券 (2)その他有価証券 

 時価のないもの 時価のないもの 

 総平均法に基づく原価法 同左 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

総平均法に基づく原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３ 固定資産の減価償却の

方法 移動端末機器 移動端末機器 

 耐用年数を２年、残存価額をゼ

ロとする定額法 

同左 

 その他の有形固定資産 その他の有形固定資産 

 定率法 同左 

 なお、主要な耐用年数は次のと

おりです。 

 

 建物       ８～15年 

車両及び運搬具  ２～６年 

工具、器具及び備品５～10年 

 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 自社利用のソフトウェア 自社利用のソフトウェア 

 見込有効期間（５年）に基づく

定額法 

同左 

 その他の無形固定資産 その他の無形固定資産 

 定額法 同左 

 なお、主要な耐用年数は次のと

おりです。 

 

 商標権        10年 

特許権        ８年 
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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 新株発行費 

３年間にわたり均等償却しています。

新株発行費 

３年間にわたり均等償却しています。 

 （追加情報） 

 従来、新株発行費は支出時に全額費

用として処理していましたが、多額の

新株発行により新株発行費に金銭的重

要性が生じたことに伴い、期間損益適

正化を図るため、新株発行に際して支

出した金額については、当事業年度よ

り繰延資産（新株発行費）として３年

間で均等償却することと致しました。

この結果、支出時に全額費用として処

理する方法によった場合と比較して、

経常利益および税引前当期純利益は、

それぞれ14,850千円増加しています。

―――――― 

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、一般債権については貸倒れ実

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

います。 

同左 

 (2) データ通信サービスコスト引当金 ―――――― 

  前事業年度に計上したプリペイ

ド・サービス売上の内、将来のデー

タ通信サービス提供残存期間に支出 

 

 すべき通信費用見積額を計上してい  

 ます。 

 なお当事業年度からプリペイド・

サービス売上の計上基準を変更した

ことに伴い、新たな引当金の計上は

行っていませんがその詳細は会計処

理の変更に記載しています。 

 

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

によっています。 

同左 

(1)消費税及び地方消費税の会計処理 (1)消費税及び地方消費税の会計処理 ７ その他財務諸表作成の

ための重要な事項 税抜方式によっています。 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） 

（売上計上基準の変更） 

従来、データ通信サービスのプリペイド・サー

ビス売上は、データ通信カード及びデータ通信料

を含めた商品パッケージの出荷時に、その全額を

一括計上していましたが、当事業年度より、デー

タ通信カード等の売上は出荷基準に、データ通信

料の売上は役務提供基準に変更しました。当該売

上計上基準の変更は、プリペイド・サービスの実

態が物品販売から役務提供サービスへ移行したこ

とが明らかとなり、また、プリペイド型製品売上

の、売上全体に占める割合が量的・質的にも重要

性が増したことから、サービス利用期間に渡って

売上を計上することがより実態に即した期間損益

計算を行うことが可能となるためです。 

 従来、プリペイド・サービス売上に対応する、将

来支出すべき通信費用見積額をデータ通信サービ

スコスト引当金として当該売上計上時に引当計上

していましたが、同売上計上基準の変更に伴い、

当事業年度から新たなデータ通信サービスコスト

引当金の繰入を取りやめると共に、前事業年度末

の同引当金残高のうち、当事業年度に提供した

データ通信サービスに対応する引当金部分を取り

崩して売上原価から控除しています。 

 当該売上計上基準の変更により、変更を行わな

かった場合に比べ、当事業年度の売上高は482,739

千円、売上原価は226,784千円それぞれ少なく計上

されており、その結果売上総利益、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益は255,955千円少なく

計上されています。 

（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）を適用しています。これによる損益

に与える影響はありません。 

 

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 普通株式 360,000株

発行済株式数 普通株式 179,204.63株
  

 
※１ 授権株式数 普通株式 870,000株

発行済株式数 普通株式 224,177.63株
  

なお、平成15年３月20日の臨時株主総会決議によ

り、資本金3,251,987千円の無償減資および資本

準備金3,751,987千円の取崩を実施し、欠損填補

に充当しています。 

なお、平成15年３月20日の臨時株主総会決議によ

り、資本金3,251,987千円の無償減資および資本

準備金3,751,987千円の取崩を実施し、欠損填補

に充当しています。 

※２ 自己株式 ※２ 自己株式 

当社が所有する自己株式の数は、普通株式

17.64株です。 

当社が所有する自己株式の数は、普通株式 

25.18株です。 

※３ 資本の欠損の額は184,804千円です。 ※３ 資本の欠損の額は39,181千円です。 
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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 このうち関係会社との取引に係る主なものは、次

のとおりです。 

※１ このうち関係会社との取引に係る主なものは、次

のとおりです。 

（売上原価） （売上原価） 
 

システム運営費 157,060千円 
  

 
システム運営費 163,256千円 

  
（営業外収益） （営業外収益） 

 
受取利息 1,430千円 

  

 
受取利息 7,320千円 

  
※２ 販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費

用のおおよその割合は55％であり、一般管理費に

属する費用のおおよその割合は45％です。なお、

主要な費目及び金額は、次のとおりです。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち、販売費に属する費

用のおおよその割合は57％であり、一般管理費に

属する費用のおおよその割合は43％です。なお、

主要な費目及び金額は、次のとおりです。 
 

販売促進費 54,320千円

広告宣伝費 9,634千円

役員報酬 204,841千円

給料手当 524,544千円

法定福利費 62,357千円

派遣社員等給与 105,936千円

業務委託料 11,412千円

減価償却費 12,069千円

地代家賃 58,912千円

顧問料 44,428千円

支払手数料 24,793千円

旅費交通費 56,886千円
  

 
販売促進費 98,953千円 

広告宣伝費 22,100千円 

役員報酬 226,431千円 

給料手当 559,946千円 

法定福利費 67,839千円 

派遣社員等給与 161,088千円 

業務委託料 26,621千円 

減価償却費 42,867千円 

地代家賃 79,505千円 

顧問料 59,241千円 

支払手数料 71,801千円 

旅費交通費 64,881千円 
  

なお、一般管理費及び当期製造費用に含まれる研

究開発費は、23,245千円です。 

なお、一般管理費及び当期製造費用に含まれる研

究開発費は、81,370千円です。 

※３ 前期損益修正損 ―――――― 
 

過年度減価償却誤計上 653千円
  

   

※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。 ※４ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。 
 

工具、器具及び備品 390千円

移動端末機器 28,660千円

その他 64千円
  

 
車両及び運搬具 47千円 
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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） 

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 

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 
 

 工具、器具 

及び備品 

 合計 

取得価額相当額 80,762千円  80,762千円

減価償却累計額相当
額 

72,792千円 
 

72,792千円

期末残高相当額 7,970千円  7,970千円
  

 
 工具、器具 

及び備品 

 合計 

取得価額相当額 33,681千円  33,681千円

減価償却累計額相当
額 

33,226千円 
 

33,226千円

期末残高相当額 455千円  455千円
 

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等 

未経過リース料期末残高相当額 
 

一年内 7,849千円

一年超 1,064千円

合計 8,913千円
  

 
一年内 492千円

一年超 －千円

合計 492千円
  

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

償却費相当額及び支払利息相当額 
 

支払リース料 17,112千円

減価償却費相当額 16,082千円

支払利息相当額 481千円
  

 
支払リース料 7,824千円

減価償却費相当額 7,430千円

支払利息相当額 123千円
  

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 ４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

(1)減価償却費相当額の算定方法 (1)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

定額法によっています。 

同左 

(2)支払利息相当額の算定方法 (2)支払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、利息法によっています。 

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） 

前事業年度（自平成 16 年４月１日至平成 17 年３月 31 日）及び当事業年度（自平成 17 年４月１日至平成 18 年３

月 31 日）における子会社株式及び関連会社株式で、時価のあるものはありません。 
 

（税効果会計関係） 

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

（繰延税金資産） （繰延税金資産） 
 

繰越欠損金 1,464,230千円

一括償却資産 11,080千円

ソフトウェア一括償却 139千円

関係会社株式評価損 44,739千円

前受収益 196,427千円

データ通信サービスコスト引当金 11,545千円

棚卸評価引当金 6,960千円

未払事業税 4,524千円

その他 410千円

繰延税金資産小計 1,740,054千円

評価性引当額 △1,740,054千円

繰延税金資産合計 －千円

 
  

 
繰越欠損金 822,280千円

一括償却資産 13,100千円

ソフトウェア一括償却 41千円

関係会社株式評価損 44,739千円

前受収益 230,558千円

投資有価証券 3,447千円

未払事業税 5,390千円

その他 1,571千円

繰延税金資産小計 1,121,126千円

評価性引当額 △1,121,126千円

繰延税金資産合計 －千円

 

 
  

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

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 
 
 ％

法定実効税率 40.69

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.87

住民税等均等割額 6.55

繰越欠損金の利用 △198.49

その他 1.41

評価性引当額 154.52

税効果会計適用後の法人税等の負担率 6.55
  

 
 ％

法定実効税率 40.69

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.75

住民税等均等割額 3.81

繰越欠損金の利用 △55.97

その他 0.44

評価性引当額 13.09

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.81
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（１株当たり情報） 

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株当たり純資産額 9,583円27銭 16,945円18銭 

１株当たり当期純利益 796円90銭 672円53銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益 

－ 644円31銭 

 （注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について 
前事業年度度において、潜在株式の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把

握できませんので記載していません。 
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

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） 

損益計算書上の当期純利益（千円） 142,211 146,553 

普通株式に係る当期純利益（千円） 142,211 146,553 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式の期中平均株式数（株） 178,454.74 217,910.86 
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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） 

１．当社は、株式会社大阪証券取引所より平成１７年３

月１８日に上場承認を受け、平成１７年４月２１日を

もって、同取引所ヘラクレスへ上場いたしました。こ

の上場にあたり、以下のとおり新株式を発行していま

す。 

（公募による新株式発行） 

平成17年３月18日及び同年４月１日開催の当社取締役

会決議にもとづき、以下のとおり、公募による新株発

行を行いました。 

（1）発行株式の種類及び数 普通株式  34,000株 
   発行価額  一株につき     34,000円 
   発行価額のうち資本へ組入れる額 
         一株につき     17,000円 

   発行価額の総額       1,156,000千円 

（2）発行スケジュール 
   申込期間  平成17年４月14日から 
         平成17年４月19日まで 
   払込期日  平成17年４月20日 
（3）配当起算日 平成17年４月1日 

（4）資金の使途 設備投資資金、ソフトウェア開発 

   資金等 

（第三者割当による新株式発行） 

平成17年３月18日及び同年４月１日開催の当社取締役

会決議にもとづき、以下のとおり、オーバーアロット

メントによる当社株式の売出し（大和証券エスエムビ

ーシー株式会社が当社株主から借受ける当社普通株式

5,000株（上限）の売出し）に関連する第三者割当増資

を行いました。 

（1）発行株式の種類及び数 普通株式   5,000株 
   発行価額  一株につき      34,000円 
   発行価額のうち資本へ組入れる額 
         一株につき     17,000円 

   発行価額の総額        170,000千円 

（2）発行スケジュール 
   申込期間  平成17年４月21日から 
         平成17年５月19日まで 
   払込期日  平成17年５月23日 
（3）配当起算日 平成17年４月1日 

（4）割当先 大和証券エスエムビーシー株式会社 

（5）資金の使途 運転資金 

１．子会社の設立 

当社は平成１８年４月３日付で子会社として米国法人

Communications Security and Compliance Technologies 

Inc.（本社：米国ジョージア州アトランタ）を設立しまし

た。 
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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） 

２．新株予約権の行使 
決算期後、以下の新株予約権の行使がありました。 
1.平成17年４月25日行使分 
（1）新株予約権の行使により発行する株式の種類 
   及び数、並びに1株当たりの発行価額 
   普通株式     252株    16,667円 
（2）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        4,200千円 
（3）新株予約権の行使により発行する株式の資本 
     繰入額          4,200千円 
（4）新株式の配当起算日  平成17年４月１日 
2.平成17年４月26日行使分 
（1）新株予約権の行使により発行する株式の種類 
      及び数、並びに1株当たりの発行価額 
   普通株式     45株    16,667円 
   普通株式     10株    26,667円 
（2）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        1,016千円 
（3）新株予約権の行使により発行する株式の資本 
      繰入額          883千円 
（4） 新株式の配当起算日  平成17年４月１日 
3.平成17年４月27日行使分 
（1）新株予約権の行使により発行する株式の種類 
      及び数、並びに1株当たりの発行価額 
   普通株式     27株    16,667円 
（2）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         450千円 
（3）新株予約権の行使により発行する株式の資本 
      繰入額          450千円 
（4）新株式の配当起算日  平成17年４月１日 
4.平成17年４月28日行使分 
（1）新株予約権の行使により発行する株式の種類 
      及び数、並びに1株当たりの発行価額 
   普通株式     39株    16,667円 
   普通株式     17株    26,667円 
（2）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        1,103千円 
（3）新株予約権の行使により発行する株式の資本 
      繰入額          876千円 

（4）新株式の配当起算日  平成17年４月１日 
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