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決算取締役会開催日 平成18年5月29日 中間配当制度の有無 有

  単元株制度採用の有無 無

１．平成18年３月中間期の業績（平成17年10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月中間期 2,269 △15.4 △28 － △27 －

17年３月中間期 2,682 △3.2 94 △1.8 97 3.9

17年９月期 5,234 171 175

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年３月中間期 △183 － △3,764 01

17年３月中間期 55 3.1 1,144 50

17年９月期 99 1,921 23

（注）①期中平均株式数 18年３月中間期 48,730株 17年３月中間期 48,676株 17年９月期 48,676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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭

18年３月中間期 ―――――― 　　　　――――――

17年３月中間期 　　　　―――――― 　　　　――――――

17年９月期 　　　　―――――― 900 00

 

(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月中間期 2,065 1,218 59.0 22,708 77

17年３月中間期 1,849 1,022 55.3 20,996 72

17年９月期 1,743 1,065 61.1 21,773 45

（注）①期末発行済株式数 18年３月中間期 53,676株 17年３月中間期 48,676株 17年９月期 48,676株

②期末自己株式数 18年３月中間期 －株 17年３月中間期 －株 17年９月期 －株

２．平成18年９月期の業績予想（平成17年10月１日～平成18年９月30日）  

売上高 経常利益
当期純利益（△損

失）

１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 5,088 103 △59 900 00 900 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（△損失）（通期）　　△1,106円60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。
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５．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年３月31日）
当中間会計期間末

（平成18年３月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※１ 719,738   204,349    639,503   

２．受取手形  164   －    －   

３．売掛金  589,798   581,398    531,597   

４．たな卸資産  166,640   108,637    110,032   

５．その他  157,470   82,671    98,923   

貸倒引当金  △7,676   △6,577    △6,708   

流動資産合計   1,626,136 87.9  970,479 47.0 △655,657  1,373,347 78.8

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産 ※２ 6,045   38,590   32,544 42,365   

(2）無形固定資産            

１．ソフトウェ
ア

 75,949   192,990    184,920   

２．その他  3,138   3,242    3,138   

無形固定資産
合計

 79,087   196,232   117,114 188,058   

(3）投資その他の
資産

 139,149   860,775    140,229   

貸倒引当金  △704   △1,023    △704   

投資その他の
資産合計

 138,445   859,751   721,306 139,525   

固定資産合計   223,579 12.1  1,094,574 53.0 861,491  369,949 21.2

資産合計   1,849,716 100.0  2,065,053 100.0 205,834  1,743,297 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年３月31日）
当中間会計期間末

（平成18年３月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金 ※１ 506,821   388,482    381,588   

２.１年内長期借入
金 

 －   28,000    －   

３．預り金  146,266   129,589    143,112   

４．その他 ※３ 171,542   137,966    149,212   

流動負債合計   824,629 44.6  684,038 33.1 △140,591  673,912 38.7

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金  －   160,800    －   

２．長期預り金  3,050   1,300    3,650   

固定負債合計   3,050 0.1  162,100 7.9 159,050  3,650 0.2

負債合計   827,679 44.7  846,138 41.0 18,412  677,562 38.9

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   352,100 19.0  545,250 26.4 193,150  352,100 20.2

Ⅱ　資本剰余金        193,150    

１．資本準備金  320,732   513,882    320,732   

資本剰余金合計   320,732 17.4  513,882 24.9   320,732 18.4

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  10,003   10,003    10,003   

２．任意積立金  20,000   20,000    20,000   

３．中間（当期）
未処分利益

 319,200   129,780    362,898   

利益剰余金合計   349,203 18.9  159,783 7.7 △189,420  392,902 22.5

資本合計   1,022,036 55.3  1,218,915 59.0 187,412  1,065,734 61.1

負債資本合計   1,849,716 100.0  2,065,053 100.0 205,834  1,743,297 100.0

            

－ 3 －



(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

対前中間
期比  

 

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,682,568 100.0  2,269,896 100.0 △412,671  5,234,396 100.0

Ⅱ　売上原価   1,969,042 73.4  1,686,628 74.3 △282,414  3,838,735 73.3

売上総利益   713,526 26.6  583,268 25.7 △130,257  1,395,660 26.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  618,669 23.1  611,467 26.9 △7,202  1,224,369 23.4

営業利益（△
損失）

  94,856 3.5  △28,199 △1.2 △123,055  171,290 3.3

Ⅳ　営業外収益 ※２  2,984 0.1  5,241 0.2 2,257  4,652 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※３  － －  4,132 0.2 4,132  737  

経常利益（△
損失）

  97,840 3.6  △27,090 △1.2 △124,930  175,204 3.3

Ⅵ　特別損失 ※４  － －  146,582 6.5 146,582  －  

税引前中間
（当期）純利
益（△損失）

  97,840 3.6  △173,672 △7.7 △271,513  175,204 3.3

法人税、住民
税及び事業税

 49,314   1,519    75,975   

法人税等調整
額

 △7,184 42,130 1.5 8,228 9,747 0.4 △32,383 △178 75,797 1.4

中間（当期）
純利益（△損
失）

  55,709 2.1  △183,420 △8.1 △239,130  99,407 1.9

前期繰越利益   263,490   313,200    263,490  

中間(当期)未
処分利益

  319,200   129,780    362,898  
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

関係会社出資金

移動平均法による原価法を採用

しております。

 

子会社株式及び関係会社出資金

同左

関係会社出資金

　移動平均法による原価法を採用し

ております。

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

移動平均法による低価法を採用

しております。

 

商品

同左

 

商品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。　

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 建物附属設備　15～18年

工具器具備品　５～８年

工具器具備品　５～８年 

 

建物附属設備　15～18年

工具器具備品　５～８年

 (2）無形固定資産

　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）に基づく定額法を採

用しております。

(2）無形固定資産

　同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

　少額固定資産（10万円以上20万

円未満）については、均等償却

（３年）をしております。

(3）長期前払費用

　同左

(3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 ―

 

  新株発行費は、支出時に全額費用

として処理しております。

 

 ―

 

５．引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権・貸付金等の貸倒損失に

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

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

貸倒引当金

　同左

貸倒引当金

同左

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 同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前中間会計期間

（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

固定資産の減損に係る会計基

準 

 ――――――  当中間会計期間より、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

による損益の影響はありません。

 ―――――― 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年３月31日）

当中間会計期間末
（平成18年３月31日）

前事業年度
（平成17年９月30日）

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

担保に供している資産は次のと

おりであります。

担保に供している資産は次のと

おりであります。

　定期預金 125,000千円 　定期預金 115,000千円 　定期預金 115,000千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。

担保付債務は次のとおりであり

ます。

担保付債務は次のとおりであり

ます。

　買掛金 96,210千円 　買掛金 58,817千円 　買掛金 60,667千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

 14,389千円  12,956千円  15,163千円

※３．消費税の取扱い ※３．消費税の取扱い ※３．消費税の取扱い　　　　

　　　 仮払消費税及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏し

いため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。

同左 －

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額 ※１．減価償却実施額

　有形固定資産 774千円

　無形固定資産 14,825千円

　有形固定資産 605千円

　無形固定資産 13,433千円

　有形固定資産 1,548千円

　無形固定資産 29,786千円

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの

　保険解約返戻金 1,647千円

　受取利息 380千円

　経営指導料 4,588千円

　受取利息 313千円

 保険解約返戻金 1,647千円

　受取利息 712千円

※３．　　　　　― ※３　営業外費用のうち主要なもの　

　　　

※３．　　　　　―

  新株発行費償却 3,723千円   

※４．　　　　　― ※４．特別損失のうち主要なもの　　

　　　

※４.　　　　　 ―

  　関係会社買収手

数料

85,686千円 

 子会社出資金評

価損 　

49,552千円 

 本社移転費用 6,470千円 

 固定資産除却損 4,468千円 
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30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

　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中間期末残

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中間期末残

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

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

中間期末

残高相当

額

（千円）

工具器具

備品
7,847 7,087 759

ソフト

ウェア
6,129 5,823 306

長期前払

費用
2,920 2,774 146

合計 16,897 15,685 1,212

 

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額相

当額

（千円）

中間期末

残高相当

額

（千円）

建物付属

設備
7,993 266 7,726

工具器具

備品
16,127 537 15,589

長期前払

費用
－ － －

合計 24,120 804 23,316

 　当事業年度末において、リース契

約残高がないため、該当事項はあり

ません。

２．未経過リース料中間期末残高相当

額

２．未経過リース料中間期末残高相当

額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,321千円

１年超 －千円

合計 1,321千円

１年内 4,595千円

１年超 18,770千円

合計 23,366千円

 　　当事業年度末において、リース契

約残高がないため、該当事項はあり

ません。

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、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

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 2,105千円

減価償却費相当額 1,899千円

支払利息相当額 59千円

支払リース料 858千円

減価償却費相当額 804千円

支払利息相当額 104千円

支払リース料 3,441千円

減価償却費相当額 3,112千円

支払利息相当額 73千円

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

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

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間会計期間（自　平成16年10月１日　至　平成17年３月31日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年３月31日） 

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。

前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自　平成16年10月１日　至　平成17年３月31日）

当社は、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。

当中間会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年３月31日）

当社は、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。 

前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

当社は、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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

１株当たり純資産額 20,996.72円

１株当たり中間純利益
金額

1,144.50円

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額

1,142.31円

  当社は、平成16年10月20日付で株式

１株につき４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。

前事業年度

１株当たり純資産額 20,727.22円

１株当たり当期純利
益金額

1,545.96円

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額

1,528.23円

１株当たり純資産額 22,708.77円

１株当たり中間純損失
金額

△3,764.01円

  なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額 21,773.45円

１株当たり当期純利益
金額

1,921.23円

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

1,910.40円

　（注）１．１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

(自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日)

当中間会計期間
(自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日)

前事業年度
(自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 55,709 △183,420 99,407

普通株主に帰属しない金額

（千円）

－ － 5,890

 （うち利益処分による役員賞与金） （ － ） （ － ） （5,890）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
55,709 △183,420 93,517

期中平均株式数（株） 48,676 48,730 48,676

    

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）

純利益金額

   

中間（当期）純利益調整額

（千円）

－ － － 

普通株式増加数（株） 93 － 276

（うち新株引受権（株）） （ 93） （ － ） (276)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

― ― ―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

 ―  ―  ①株式の取得による子会社化

 平成17年９月16日開催の取締役会

決議に基づき、株式会社コムズの株

式取得について、既存株主との間で

株式譲受契約を平成17年10月３日に

締結し、当社の100％子会社となりま

した。

１．目的　 

 　株式会社コムズは、ビジネスホ

ンの販売を中心にオフィスの通信

インフラ構築を事業とし、インター

ネットを活用して販売しておりま

す。

   当社は、チャネル拡大戦略の一

環として創業来培ってきたプッシュ

型営業手法と株式会社コムズが培っ

てきたプル型の営業手法を融合さ

せることにより、グループとして

販売シナジーが図れ、事業の一層

の拡大と事業基盤拡充に寄与する

と見込まれることから、同社の株

式を取得することに関し合意にい

たりました。

２．当該会社の概要 

  商　号　　　　株式会社コムズ

 　主な事業内容　各種電話回線の

加入取次ぎ

                 各社通信機器の

販売・買入

 　資本金　　　　120,000千円

 　売上高　　　　488,618千円

 　　　　　（平成17年６月現在）

３．株式取得の時期 

   平成17年10月３日

４．取得株式数、取得価額及び取得

後の所有株式の異動 

 　取得株式数　　　800株

 　取得価額　　　　225,236千円

 　取得による所有株式数の異動

     取得前所有株式数　　 －株

 （所有比率　　　－％）

 　　取得後所有株式数　　800株

 （所有比率　100.00％）

②当社は、平成17年12月17日開催の

定時株主総会において、商法第280

条ノ20及び第280条ノ21の規定によ

るストックオプション（新株予約

権）の発行について、以下のとお

り決議いたしました。 
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前中間会計期間
（自　平成16年10月１日
至　平成17年３月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

 (1）発行の対象者　　　　

 　　　当社の取締役、監査役およ

び従業員、当社子会社の取締

役および従業員、当社フラン

チャイズ加盟店の加盟店法人

ならびにその取締役および従

業員

 (2）新株予約権の目的たる株式の

種類

普通株式　

 (3）新株予約権の発行価額

　　無償

 (4）新株予約権の権利行使期間

平成19年12月18日から平成24

年12月17日まで
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