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１．平成18年3月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1)連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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 20,329 54.3 4,267 85.3 4,301 79.1

17年３月期 13,175 35.0 2,303 64.7 2,401 64.7

 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 2,398 77.1 5,026 55 4,923 59 25.4 25.7 21.2

17年３月期 1,354 67.4 2,934 05 2,880 54 25.4 27.9 18.2

(注) ①持分法投資損益 18年３月期 △22百万円 17年３月期 －百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年３月期 475,241株 17年３月期 456,488 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。

 

⑤

 

 

平成17年５月20日付で株式１株に対し４株の株式分割を、平成18年３月１日付で株式１株に対し２株の株式分割

を行っております。期中平均株式数の算定にあたっては、当該株式分割が平成18年３月期の期首に行われたもの

として計算しております。また、平成17年３月期につきましても遡及修正しております。

(2)連結財政状態　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（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 21,555 11,242 52.2 23,534 96

17年３月期 11,982 7,672 64.0 16,188 90

(注) ①期末発行済株式数（連結） 18年３月期 477,176株 17年３月期 473,000株

 

②

 

 

平成17年５月20日付で株式１株に対し４株の株式分割を、平成18年３月１日付で株式１株に対し２株の株式分割

を行っております。１株当たり株主資本の算定にあたっては、当該株式分割が平成18年３月期の期首に行われた

ものとして計算しております。また、平成17年３月期につきましても遡及修正しております。

(3)連結キャッシュ・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 2,734 △6,385 4,110 5,360

17年３月期 1,877 △2,928 4,215 4,901

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 7社　持分法適用非連結子会社数 -社　持分法適用関連会社数 2社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 2社　（除外） 1社　持分法（新規） 1社　（除外） -社
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２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 13,722 2,273 1,299

通　期 31,502 6,908 3,948

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 7,739円59銭  

（注）

 

 

１株当たり予想当期純利益（通期）は、期末発行済株式数に平成18年５月15日払込期日の公募増資に伴い発行

した株式数31,000株及び平成18年６月13日払込期日の第三者割当増資に伴い発行する予定の株式数4,650株を

反映した予想期中平均株式数により算出しております。

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提

としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想

のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料の９ぺージを参照してください。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社を純粋持株会社とし、連結子会社である株式会社テレウェイヴリンクス、株式会社ウェブ・

ワークス、株式会社アントレプレナー、株式会社アイピーアンドケイ、ロイヤルハウス株式会社、アイ・モバイル株式

会社、イークロッシング株式会社及び持分法適用関連会社である株式会社Ｅストアー並びに株式会社エヌシーネット

ワークの合計10社にて構成し、事業セグメントはソリューション事業と情報通信機器事業に大別しております。

　各事業セグメントにおける当社と関係会社の当該事業に係る位置付け及び事業内容は次のとおりであります。

（1）ソリューション事業

　当社グループの対象市場である中小企業及び個人事業者(以下、「中小規模事業者」)に対して、顧客の業種特

性を考慮した上で売上向上、経費削減、業務改善、広告宣伝などを提案し、インターネット環境構築のためのホ

スティング環境の提供と、必要に応じたソフトウエアを組み込んだハードウエアなどを商材パッケージとして提

供しております。また、各種商材パッケージを提供している中小規模事業者に対して、訪問サポートとコールセ

ンターを介したカスタマーサポートや、販売代行サービス、開業支援サービス、金融支援サービス等の経営支援

サービスを行っております。

・小売業向けソリューション

　主に小売・卸売業向け顧客管理ソフトウエア、ホスティングサービス、ウェブサイト作成ツール、独自ド

メインの取得代行及びハードウエアなどをリース契約またはレンタル契約により商材パッケージとして販売

しております。また、顧客の商品の販売を代行する業務を受託しております。これらの業務を㈱テレウェイ

ヴリンクスが行っております。

・工務店及び工事会社向けソリューション

　リフォーム業を営む工務店及び工事会社向け間取り図作成・プレゼンテーションソフトウエア、工程管理

ソフトウエア、ウェブサイト「マイリフォームレシピ」の各機能利用、ホスティングサービス及びハードウ

エアなどを商材パッケージとしてリース契約またはレンタル契約により販売しております。また、オンライ

ン利用者と工務店及び工事会社との仲介業務を行うサービスを受託しております。これらの業務を㈱テレウェ

イヴリンクスが行っております。

・医療機関向けソリューション

　開業医及び診療所向け電子カルテソフトウエア、顧客管理・スケジュール管理ソフトウエア、ウェブサイ

ト「健康Salad」各機能及びハードウエア、予約管理システムなどを商材パッケージとしてリース契約または

レンタル契約により販売しております。また新たに診療所などの開業に係る物件選定、建築業者選定、医療

機器導入などを総合的にサポートする開業支援サービスを行っております。これらの業務を㈱テレウェイヴ

リンクスが行っております。

　また、医療機関向けホームページ作成・運営をはじめとする各種サービス提供を展開するほか、製薬会社

向け調査サービス等をアイ・モバイル㈱が行っております。

　なお、イークロッシング㈱は、アイ・モバイル㈱の株式を所有しており、資産管理業務を行っております。

・飲食業・仲卸業向けソリューション

　飲食業・仲卸業向け顧客管理ソフトウエア、販売促進ソフトウエア及びハードウエアなどを商材パッケー

ジとしてリース契約またはレンタル契約により販売しております。また、２店舗目以降の開業に係る物件・

内装・什器・設備の選定、初期投資額の資金調達などを総合的にサポートする開業支援サービス、売上債権

早期資金化サービスの提供を行っております。これらの業務を㈱テレウェイヴリンクスが行っております。

・教育業向けソリューション

　幼稚園及び保育園向け園児管理ソフトウエア、栄養管理ソフトウエア、書類ファイリングソフトウエア、

インターネットカメラ、動画編集ソフトウエア、ハードウエアなどを商材パッケージとしてリース契約また

はレンタル契約により販売しております。これらの業務を㈱テレウェイヴリンクスが行っております。

・美容業向けソリューション

　美容業を対象とした顧客管理ソフトウエア及びハードウエアなどを商材パッケージとしてリース契約また

はレンタル契約により販売しております。これらの業務を㈱テレウェイヴリンクスが行っております。
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・士業向けソリューション

　士業(主に税理士・公認会計士)向け顧問先(関与先)管理ソフトウエア、ホスティングサービス、ホームペー

ジ作成サービス、独自ドメインの取得代行、雑誌媒体への掲載及び事務所案内パンフレットなどを商材パッ

ケージとしてリース契約により販売を行っております。これらの業務を㈱テレウェイヴリンクスが行ってお

ります。

・製造業向けソリューション

　製造業向け販売促進・プレゼンテーションソフトウエア及びハードウエアなどを商材パッケージとしてリー

ス契約により販売を行っております。これらの業務を㈱テレウェイヴリンクスが行っております。

             また、製造業向け情報発信及び金属加工品の電子商取引事業等を㈱エヌシーネットワークが行っております。

・ロイヤルハウス

 工務店及び工事会社を対象にした新築戸建住宅施工販売のフランチャイズ事業、資材販促品の提供をロイヤ

ルハウス㈱が行っております。

・工事ドットネット

 通信機器の販売会社、工事会社、卸売会社及びリース会社等を対象とし、ウェブサイトを介した通信機器の

受発注と取引の管理・運営を行っております。また、リース取引を希望する顧客には仲介業務を行っており

ます。これらの業務を㈱アントレプレナーが行っております。

　㈱ウェブ・ワークスは、ホームページの企画立案、設計、開発、運営、保守を行っております。

　㈱Ｅストアーは、Webサーバー、電子商取引、ヘルプデスクのASP提供事業を行っております。

（2）情報通信機器事業

主要な商材は、電話機(ビジネスフォン)、複合機などであります。顧客の回線状況を把握し、事業規模にあった

通信システムを顧客に提案しております。これらの業務を㈱テレウェイヴリンクス及び㈱アイピーアンドケイが

行っております。

[事業系統図]

　以上に述べた内容を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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㈱ウェブ・ワークス   （連結子会社） 

㈱アントレプレナー   （連結子会社） 

ロイヤルハウス㈱    （連結子会社） 

アイ・モバイル㈱    （連結子会社） 

イークロッシング㈱   （連結子会社） 

㈱Ｅストアー      （持分法適用関連会社） 

㈱エヌシーネットワーク （持分法適用関連会社） 
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[関係会社の状況]

会社名 住所
資本金
又は
出資金

事業の内容
議決権の
所有割合

関係内容

（連結子会社）
㈱テレウェイヴリンクス
(注)３、４

東京都新宿区
百万円

30

ソリューション事業及
び情報通信機器事業 100.0%

資金支援、事務所賃
貸、設備賃貸、経営
指導、業務受託、債
務保証
役員6名兼任

㈱ウェブ・ワークス 東京都新宿区 30 ソリューション事業 80.0%

資金支援、事務所賃
貸、経営指導、業務
受託
役員3名兼任

㈱アントレプレナー
(注)２、３、６

東京都渋谷区 247 ソリューション事業
45.2%
(18.4%)

経営指導、業務受託
役員2名兼任

㈱アイピーアンドケイ 東京都新宿区 30 情報通信機器事業 100.0%
事務所賃貸、経営指
導、業務受託
役員4名兼任

ロイヤルハウス㈱ 愛知県名古屋市 49 ソリューション事業 100.0%
経営指導、業務受託
役員5名兼任

アイ・モバイル㈱
(注)２、３、７

東京都千代田区 234 ソリューション事業
100.0%
(46.8%)

資金支援 
役員3名兼任

イークロッシング㈱
(注)８

東京都千代田区 100 ソリューション事業 100.0% -

（持分法適用関連会社）
㈱Ｅストアー
(注)５、９ 

東京都港区 523 ソリューション事業 31.6%
技術提携
役員1名兼任

㈱エヌシーネットワーク
(注)10、11 

東京都千代田区 775 ソリューション事業 　19.0%
業務提携
役員1名兼任

（注）１．主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数となっております。

３．特定子会社に該当しております。

４．株式会社テレウェイヴリンクスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高

に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 (1）売上高 17,444百万円

(2）経常利益 3,888百万円

(3）当期純利益 2,275百万円

(4）純資産額 2,668百万円

(5）総資産額 6,061百万円

５．有価証券報告書を提出しております。

６．株式会社アントレプレナーの議決権の所有割合は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子

会社としたものであります。

７．アイ・モバイル株式会社は、平成17年12月21日付で、当社が同社株式の53.2％を取得し、イークロッシング

株式会社が所有する同社株式と併せ、当社の100％子会社となっております。

８．イークロッシング株式会社は、平成17年12月21日付で、当社が同社株式のすべてを取得し、当社の100％子会

社となっております。

９．株式会社Ｅストアーは、平成18年３月22日付で、当社が同社株式の10.5％を追加取得しております。

10．株式会社エヌシーネットワークは、平成18年３月27日までに、当社が同社株式の19.0％を取得しております。

11．株式会社エヌシーネットワークの議決権の所有割合は100分の20以下でありますが、実質的に影響力があるた

め、当社の持分法適用関連会社としております。
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「中小企業活性化の中心的存在になる」ことを企業ポリシーとして掲げ、中小規模事業者の潜在的

な力を引き出すことをすべての発想の原点としております。日本に存在する企業のうち大多数を占める中小規模事業者

に対し、実業務に即したＩＴソリューションと様々な経営支援サービスの提供を通じた売上向上と経費削減による利益

拡大を支援することにより、社会全体を変革するとともに当社グループの企業価値の増大を目指します。

（２）会社の利益配分に関する基本方針

　当社の利益配分の基本方針は、財務体質強化のための内部留保に重点を置くと共に、安定的な配当を行うことであり

ます。

　当社の配当原資は、当社グループの子会社からの受取配当金及び受取マネジメントフィーとなります。したがって、

当社から株主に対する利益還元は、当該配当原資が確保された後に行うこととなります。ソリューション事業における

事業拡大のための投資需要が強いため、内部留保に重点を置くこととなりますが、当社グループの財務状態、業績動向

及び配当性向等を総合的に勘案し、配当金額を決定していく方針であります。

　なお、平成18年６月29日開催予定の第９回定時株主総会におきましては、会社法施行後に実施可能となります四半期

配当の制度導入について付議予定でありますが、その実行については現在鋭意検討中であります。また、同株主総会に

おきまして、配当金額１株当たり450円を付議予定であります。

　内部留保資金につきましては、業容拡大のための設備投資、ソリューション事業における業務提携先との更なる連携

強化のための投融資、開業支援サービスのための運転資金、金融支援サービスのための運転資金などに積極的に活用す

ることにより、競争力の維持・強化を図ることを目指してまいります。このような内部留保資金の活用により、当社グ

ループ全体としての企業価値の最大化を図り、株主の期待に応えていく所存であります。

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、投資単位の引下げは投資家層の拡大や株式の流動性を高める上で有効な施策の一つと認識しており、当社株

式の流通状況や１株当たりの利益等を総合的に勘案して慎重に対処する方針であります。

　なお、平成17年５月20日付をもちまして１株につき４株の割合で株式分割し、さらに平成18年３月１日付をもちまし

て１株につき２株の割合で株式分割をいたしました。

　今後も当社株価の推移及び株主数の動向等を勘案し、投資単位の引下げに関する検討を進めてまいります。

（４）目標とする経営指標

　当社グループは、株主重視の経営という観点から企業価値最大化を図るため、キャッシュ・フローを重視する経営を

前提とした上で、連結売上高と利益率に重点を置き、連結経常利益率の向上を目指しております。

（５）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは３ヵ年の中期経営計画をローリング方式により毎期見直しております。

　平成18年５月29日付で発表させていただきました平成19年３月期を初年度とした３ヵ年の中期経営計画におきまして

は、ソリューション事業を中核とした新規顧客数の増加による売上・利益の拡大を図るとともに、既存顧客に対する経

営支援サービスの強化を図ることで、グループ全体として平均売上高成長率145％程度、平均経常利益成長率160％程度

を維持し、平成21年３月期に連結売上高62,500百万円、連結経常利益17,680百万円、連結経常利益率28.3％を目指して

おります。

　なお、具体的な施策は次の通りとなります。 

① 営業・サポートスタッフの増員、生産性の向上

　平成18年３月期においては、営業・サポートスタッフの増員に比例して収益を生み出す事業モデルの規模の

拡大と新卒採用者の入社前のインターン制度や入社後の現場配属における育成システムによる収益貢献の早期

化が順調に推移しているほか、経営の重要課題と認識していました社員数の増加に伴う管理者層の育成につい

ても計画を上回るペースで推移いたしました。

　これらのことから、今後も引き続き、新卒採用を中心とした大幅な増員を継続実施してまいります。平成18

年４月には338名の新入社員を迎えており、平成19年４月に550名程度、平成20年４月には650名程度の新卒採

用を計画しております。また、業種ごとに蓄積したノウハウ及び顧客基盤の活用と商材・サービスの更なる品

質向上により、営業・サポート両面の生産性向上を図ると同時に、グループ内ビジネスプロセスの効率化を推

進することで利益率の向上に努めてまいります。
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② 販売エリアの拡大

　販売活動を支える支店展開といたしましては、平成17年３月期に広島支店開設、平成18年３月期に札幌支店

を開設し、現在は首都圏、関西、東海、東北、九州、北海道の地域をカバーしております。平成19年３月期に

おいて、北陸地域へと展開することで日本全国をカバーする体制を構築いたします。また、既存の各支店にお

いては、機能の拡充及び営業組織の増強を行い、より一層の販売力強化を図ってまいります。

③ 既存顧客の契約更新

　当社グループの商材は経営支援サービスであることから、顧客におきましては一定期間継続してサービスの

提供を受けていただくことが前提となっております。そのため、サービスの契約期間が満了する顧客に対して

は、サービスの提供を継続して頂くために、カスタマーサポート体制を更に強化いたします。

④ 積極的な事業提携及びＭ＆Ａ

　平成18年3月期下半期以降におきましては、アニコム インターナショナル株式会社、株式会社ホームプロ、

株式会社ジャストプランニングとの提携を行い、アイ・モバイル株式会社、株式会社Ｅストアー、株式会社エ

ヌシーネットワーク、株式会社アペックス・インターナショナル等への出資を実施し、顧客基盤の拡大、既存

サービスの強化、「モノ・ヒト・カネ」の経営支援サービスの拡充を行ってまいりました。今後もこれまでの

姿勢を堅持し、シナジー効果の高い事業提携及びＭ＆Ａ等を積極的に行うことで、業種特化型の経営支援サー

ビスメニューの拡充及び更なる顧客基盤の拡大を図ってまいります。

（６）会社の対処すべき課題

　事業の種類別セグメントごとの対処すべき課題としましては、以下のとおりであります。

[ソリューション事業]

① 「モノ・ヒト・カネ」の経営支援サービスの提供

　中小規模事業者の事業活動に欠かせない「モノ・ヒト・カネ」の総合的な経営支援サービスを強化するため、

各種サービスメニューの拡充及び体制構築に邁進し、昨年度策定いたしました中期経営計画のスケジュールを

前倒しで達成いたしました。

　引き続き、これらのサービスメニューを深掘するとともに展開スピードを加速し、本格的な収益化を図って

まいります。

　従来から業種ごとに特化して提供しておりますＩＴパッケージの提供による顧客基盤の拡大を図ると同時に、

既存顧客に対し、「モノ」の支援としての営業代行（マッチング）等の展開、「ヒト」の要素である人材支援

サービス（業種ごとの人材派遣・紹介等）、「カネ」の要素である金融支援サービス（売上債権早期資金化

サービス等）、「モノ・ヒト・カネ」がすべて融合された開業支援サービス、各要素と連動した新規サービス

メニューの更なる追加を行うことで、顧客企業の真のコアパートナーとなるべく前進してまいります。

② 新規業種特化型ソリューションサービスの投入

　新規サービスとしては、平成18年３月期第１四半期に投入しました製造業向けソリューションサービスを含

め、これまで毎期1～2の新規業種特化型ソリューションサービスを投入してまいりました。今後も継続して各

事業年度に最低1業種ずつの新規業種特化型ソリューションサービスを投入していくことを計画しており、平

成19年３月期にはペット業界を対象とした業種特化型ソリューションサービスの投入を計画しております。

③ カスタマーサポートの強化

　「モノ・ヒト・カネ」の経営支援サービスを顧客のニーズに即して提供し、サービスの提供を継続していた

だけるようカスタマーサポート体制を強化してまいります。既にＩＴパッケージの導入段階のサポートと導入

後のサポートの組織（ＣＳ営業）を分離しており、新たに構築したＣＳ営業組織は、営業組織からの人員異動

等による人員体制拡充を図るとともに、これまで以上に顧客企業と密接な関係を構築し、各種経営支援サービ

スの提供による顧客の収益力向上と連動した顧客満足度向上を推進してまいります。

[情報通信機器事業]

　情報通信機器事業におきましては、従来のデジタル回線対応機器（ビジネスフォン）市場が成熟化している

ことから、主力商材であるビジネスフォンの販売は平成18年３月期下半期のトレンドと同水準を維持する程度

とし、これまでは実施していなかったソリューション事業とのシナジーを図ってまいります。平成19年３月期

においてはシナジー創出期間と位置付け、一時的に利益率が減少する見通しとなりますが、当社グループ全体

の顧客ニーズに対応した商材・サービスの提供を行うことで、顧客満足度の向上に努めてまいります。
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（７）親会社等に関する事項

　当社は親会社等を有しておりません。

（８）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理体制の整備の状況

　当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの一環として内部管理体制強化のための牽

制組織の整備を図っております。

　当社の管理部門及び業務部門の配置状況と致しましては、当社が純粋持株会社という形態を取っていることか

ら、内部監査室(社長直轄)、社長室、経営企画室、情報システム部、総務部、人事部、財務経理部、技術部

といった管理部門は当社内に配置し、業務部門は各関係会社に配置しております。

　なお、管理部門及び業務部門の内部牽制組織と致しましては、業務分掌及び職務権限を規定することで、社内

における業務分担及び責任体制を明確にしております。

　また、社内規定については、総務部を主管部門とし定期的な見直しを行うと共に、事業規模や事業内容の変化

に合わせ、組織の見直しを随時行っております。

②　内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　当社グループの内部管理体制の充実に向けた取組みは、当社の内部監査室を中心に行っております。内部監査

室は期初に内部監査計画を策定し、その計画に基づく業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果は文書にて

直接代表取締役に報告しております。

　監査対象部門に対しては監査結果を踏まえて改善勧告を行い、監査後は遅滞なく改善状況を報告させることに

より、内部監査の実効性を担保しております。 

　当期の実施状況は、純粋持株会社である当社の管理部門を中心として、関係会社を含めた他部門への監査を適

時、実施致しました。 

　会計監査につきましては、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には内部監査責任者、監査役が出席し

相互に意見交換を行っております。本社、事業所監査においては内部監査室及び監査役が共同して問題点の把握

及び改善策の検討を行い、効率的かつ効果的な監査を実施しております。 

　また、当社グループは、「株式会社の業務の適正を確保する体制（内部統制システム）に関する指針」を制定

し、関連法規の遵守を始め、業務の適正を確保する体制の強化、徹底を図っております。

　今後とも、業容の拡大や従業員の増加等に応じて、総務部、財務経理部等の管理部門及び内部監査室スタッフ

の増員を図り、有効性のある内部管理体制をより充実させることに取り組んでまいります。 

（９）その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

（１）経営成績

①　全般の概況

　当連結会計年度における当社グループは、引き続き中小規模事業者を対象として「売上向上」と「経費削減」を提案

し、顧客の事業展開におけるコアパートナーとなるべく商品に付加価値を加えたサービスの提供に取り組んでまいりま

した。

　顧客からのニーズが高く、営業・サポートスタッフの増員を行っているソリューション事業における新規顧客獲得数

が大幅に増加し、利益率の高いソリューション事業の売上高構成比率が大幅に増加したことから全体の利益率が向上し、

大幅な増益となり、売上高は20,329百万円（前年同期比54.3％増）、経常利益4,301百万円（同79.1％増）、当期純利

益2,398百万円（同77.1％増）となりました。 

②　事業の種類別セグメントの概況

[ソリューション事業]

　ソリューション事業におきましては、展開している業種の中でも市場規模が大きく、当社グループの経営リソースを

重点的に投入している小売・卸売業、工務店及び工事会社、医療機関、飲食業を対象とした経営支援サービスが引き続

き大きく伸長し、ソリューション事業の収益拡大に寄与いたしました。また、平成17年５月に株式会社エヌシーネット

ワークとの業務提携により開始しました製造業向けソリューションの展開につきましても順調に始動いたしました。

　当社グループの商材に更なる付加価値を加えるサービスを提供する企業や、当社グループの潜在顧客となりえる顧客

基盤を保有する企業を中心とした提携等につきましては、引き続き積極的に行っており、平成17年12月には、医療機関

向けのホームページ作成・運営等の各種サービスを提供するアイ・モバイル株式会社を子会社化し、第４四半期より当

社グループ既存の医療機関向けチームとのシナジー効果が寄与しはじめております。

　また、営業や顧客サポートの生産性が向上したことにより、利益率が改善いたしました。

　以上の結果、ソリューション事業は引き続き伸長し、売上高は14,117百万円（前年同期比87.3％増）、営業利益3,430

百万円（同124.9％増）となりました。　

[情報通信機器事業]

　情報通信機器事業におきましては、引き続き中小規模事業者の経費削減需要に対応すべくＮＴＴ製品を中心としたビ

ジネスフォンの提供に努めてまいりました。

　これまでは、情報通信機器事業においても、人員の増加及び地域展開による販売拡充を図ってまいりましたが、情報

通信機器市場が成熟化していることや、それに対してソリューション事業の市場規模が膨大で、顧客ニーズも強いこと

から、当社グループの経営リソースをソリューション事業へ重点的に投入するだけでなく、当連結会計年度の下半期以

降において、情報通信機器事業の一部の人員をソリューション事業へとシフトしております。

　以上の結果、情報通信機器事業における売上高は6,211百万円（前年同期比10.2％増）、営業利益836百万円（同7.6％

増）となりました。

③　今後の見通し

　今後も大きな伸長が期待できるソリューション事業に経営資源を集中的に投入し、中核となる小売・卸売業、工務店

及び工事会社、医療機関、飲食業を対象とした経営支援サービスを中心に販売・サポートスタッフの拡充、提供サービ

スの品質向上、販売地域の拡大を行うことで、引き続き顧客数の増大を図ります。 

　また、ＩＴインフラの提供に留まらず、顧客企業の事業活動に欠かせない「モノ・ヒト・カネ」の総合的な経営支援

サービスの本格的な収益化に取り組んでまいります。 

　具体的には、当連結会計年度において各種サービスメニューの拡充と体制構築を図っている営業代行サービス、開業

支援サービス、金融支援サービス等において、人員の拡充を行い、既存事業においてこれまでに築いた顧客基盤を活用

することで、利用顧客数の増大を図ります。 

　さらに、新規の業種特化型支援サービスとしてペット業界を対象とした経営支援サービスを投入するほか、引き続き

顧客基盤の拡大、既存サービス及び新たな経営支援サービスの拡充を図るために他社との事業提携、Ｍ＆Ａを積極的に

行うことで、更なる業容拡大を図ってまいります。 

　このような事業諸施策のもと、平成19年３月期通期の業績につきましては、売上高31,502百万円（前年同期比55.0％

増）、経常利益6,908百万円（同60.6％増）、当期純利益3,948百万円（同64.6％増）と予想しております。 
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（２）財政状態

①　当連結会計年度の資産、負債及び資本の状況

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて、11.5％増加し、9,171百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛

金が743百万円増加したことによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて、229.9％増加し、12,384百万円となりました。これは主に、ソリューション

事業に関連する事業を営む株式会社ドリコム、アニコム インターナショナル株式会社、株式会社ジャストプランニング、

株式会社エヌシーネットワークへの出資、株式会社Ｅストアーへの出資比率引き上げ及びアイ・モバイル株式会社、イー

クロッシング株式会社を子会社化した結果、投資有価証券、連結調整勘定等が大幅に増加したことによります。 

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて、135.5％増加し、9,004百万円となりました。これは主に、コミットメント

ラインを利用した短期借入金等が増加したことによります。 

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて、267.6％増加し、1,107百万円となりました。 これは主に、その他有価証券

評価差額金に係る税効果などにより繰延税金負債が820百万円となったことによります。

（資本）

　資本合計は、前連結会計年度末に比べて、46.5％増加し、11,242百万円となりました。これは主に、当期純利益が

2,398百万円と大幅に増加したことや、その他有価証券評価差額金が1,200百万円となったことによります。 

②　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資有価証券の取得、連結範囲の変更を

伴う子会社株式の取得及び関連会社株式の取得等により投資活動による資金の減少が6,385百万円となったものの、税金

等調整前当期純利益の大幅な増加を受けた営業活動による資金の増加2,734百万円、コミットメントラインの実行等によ

る財務活動による資金の増加4,110百万円により、前連結会計年度末に比べて459百万円増加し、当連結会計年度末は

5,360百万円となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動の結果得られた資金は2,734百万円（前連結会計年度は1,877百万円の増加）となりました。これは主に、法人

税等の支払1,661百万円、売上債権の増加による資金の減少749百万円があったものの、税金等調整前当期純利益が4,220

百万円となり、また未収入金の減少による資金の増加593百万円があったことによるものであります。

（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6,385百万円（前連結会計年度は2,928百万円の減少）となりました。これは主に、資本

提携を伴う株式の取得による支出2,213百万円、新たに子会社となったアイ・モバイル株式会社及びイークロッシング株

式会社株式の取得による支出1,082百万円、新たに関連会社となった株式会社エヌシーネットワーク株式の取得及び関連

会社である株式会社Ｅストアー株式の追加取得による支出1,892百万円によるものであります。

（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4,110百万円（前連結会計年度は4,215百万円の増加）となりました。これは主に、コ

ミットメントラインの実行等による短期借入による収入（純額）4,243百万円があったことによるものであります。
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　なお、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 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 57.9 64.0 52.2

時価ベースの株主資本比率（％） 784.9 686.8 816.8

債務償還年数（年） 0.5 0.5 1.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 129.7 355.3 458.9

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

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

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によ

るキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

２．期末において株式分割による権利落ちの影響がある場合は、次の計算方法により株式時価総額を算出してお

ります。

期末株価終値×（期末発行済株式数（自己株式を除く）＋分割による増加株式数）

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

おります。

（３）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態及びキャッシュ・フロー等の業績に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下の

ようなものがあります。

　当社グループにおいては、これらのリスクの発生を防止、分散、保険等の活用によりリスクの軽減を図っております。

しかし、予想を超える事態が生じた場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

　なお、記載した事項は、当連結会計年度末（平成18年３月31日）現在において当社グループが判断したものでありま

すが、当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではありません。

①　重要な子会社の業績動向に関するリスク

　当社グループは、当社が純粋持株会社となり、グループ会社にその事業内容を委譲し、持株会社によるグループ経営

を行っております。この傘下企業のうち主要な売上を計上する株式会社テレウェイヴリンクスの事業または経営が悪化

した場合、当社グループの業績は影響を受けることになります。株式会社テレウェイヴリンクスの業績に悪影響を与え

る要因といたしましては、競合他社の台頭、取扱商材の陳腐化、販売地域の拡大に伴う管理費用の増加等があります。

②　ソリューション事業特有のリスク

　当社グループのソリューション事業におきましては、インターネット環境の提供と必要に応じたソフトウエアを組み

込んだハードウエアを提供しております。利用者にはインターネット環境を事業の戦略の１つとして活用できるように

サポートも提供しております。しかしながら、中小規模事業者におけるニーズにかなうサービスが提供できなかったり、

インターネットを利用した事業活動が活発化しなかったり、当社グループにおいて新規商材の開発に時間を要したり、

他社との競合が激化した場合には、当社グループの業績に悪影響が及ぶ可能性があります。

③　情報通信機器事業特有のリスク

　情報通信機器事業は、主に中小規模事業者向けに既設の情報通信機器の更新、機能向上に向けて、当社グループで商

材を提案し、販売しております。そのため、中小規模事業者の設備投資、特に通信投資が低迷すると、販売量の減少や

価格競争により、当社グループの業績に悪影響が及ぶ可能性があります。

④　新規事業の立ち上げについて

　当社グループは、設立以来、中小規模事業者の業態に沿った事業を展開してきております。今後も中小規模事業者層

が必要とする商材やサービスの中から、収益性と成長性の高い新規事業に取り組んでまいります。例えば、平成16年４

月には株式会社テレウェイヴリンクスに金融サービス室及び人材サービス室を新設し、中小規模事業者が必要とするファ

イナンスとヒューマンリソースを提供できる体制を整え、開業支援サービス及び金融支援サービスについてはサービス

を開始しております。こうした新規事業は現時点で入手可能な情報に基づき十分な市場調査をしたうえで事業展開を図っ

てまいりますが、潜在的なリスクが含まれていることもあり、当社グループが現時点で想定する状況に大きな変化があっ

た場合は、その事業展開にも重大な影響を及ぼす可能性があります。また、このような場合、開業支援サービス及び金

融支援サービスについても、現在見込んでいるだけの収益性と成長性が確保できなくなるおそれがあり、その結果当社

の利益計画にも影響が生ずる可能性があります。

-11 -



⑤　事業展開について

　当社グループは、事業展開を積極的に行ってきており、また、今後ともＭ＆Ａなどの手法を通じた事業の拡大を図っ

ていきたいと考えております。

　それに伴い、従業員数、事業所数、子会社数の急速な増加が引き続き予定されております。しかしながら、当社グルー

プにおける中間管理層、管理部門の拡充が、事業拡張の度合いと同様の速度で達成できず、人事、労務、経理及び財務

を含む管理機能が十分に働かなくなる可能性があります。そのような場合には、当社グループの業務、経営成績及び財

務状況に影響が及ぶ可能性があります。 

⑥　従業員増員について

　当社グループでは、従来外部に委託することの多かった技術及びサポート担当の従業員を正社員として多数採用して

おります。これは社内にこれらの従業員を配属することにより、提供サービスの開発とサポートレベルが維持あるいは

向上するものと判断したためであります。しかし、固定費の高止まりあるいは増大が生じ、他社に対する競争力が低下

する可能性があります。また、当社グループの事業を継続的に運営するために、優秀な人材の確保は必須であると考え

ておりますが、当社グループの求める人材が十分に確保できない場合、または現在在職している人材が大量に離職する

ような場合は、事業計画の遂行に影響を及ぼす可能性があります。

⑦　人材の確保について

　当社グループは、現在第10期目を迎えた新興企業であります。そのため業容を拡大していくためには、それを担う人

材の確保が必要になります。人材の流動化も盛んになっており、当社グループも教育部門を充実させることで人材の育

成・確保に積極的に取り組んでおりますが、人材の確保が予定どおり行えなかった場合には、当社グループが影響を受

ける可能性があります。

⑧　事業の買収・提携等について

　当社グループのソリューション事業は、業種特化型の事業展開を行っておりますが、顧客からは専門的な情報やビジ

ネスソリューションの提供を求められており、情報の入手から提供に至るまでのすべてを当社グループのみで行うこと

は難しくなっております。そのため、ソリューション事業の拡大を加速させるためには、当社グループにないサービス

や商品を提供する企業との提携は不可欠と考え、個々のインターネットサイトや商材、サービスの向上を目指し、外部

との提携やインターネットサイトの購入、企業買収等に積極的に取り組んでいく方針であります。しかし、当社グルー

プが企図する事業提携や企業、インターネットサイトの買収等が、当初の見込み通りの効果が上がらない場合や、企業

買収等に伴い多額ののれんを計上することとなった場合には当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑨　営業形態について

　当社グループは、主にリース契約を利用した販売を行っており、顧客がリース契約を申し込んだ時点で注文を認識し、

顧客への機器設置が完了し、サービスの利用が開始可能となった時点で売上を計上しています。注文を受けてから売上

計上に至るまでに、顧客がリース会社の与信審査に通らなかったり、顧客側の事情等により注文の取消しの申し出を受

け、結果として成約に至らない場合があります。また、売上計上後に行われるリース会社による確認作業が、顧客側の

事情等により完了せず、結果として債権回収が遅延したり、売上の取消しとなる場合もあります。

　当社グループでは、営業効率を損なうことなく、注文後の成約件数をより向上すべく、各販売担当が顧客と十分な対

話・交渉を行った上で注文を獲得するよう努めております。しかし、顧客からの注文に対して成約に至らないケースが

増加したり、リース会社による確認作業が完了しないことによる売上の取消し等が増加した場合には、結果として営業

効率の低下を招くことも想定され、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑩　特定取引先への販売比率が高いことについて

　当社グループは、主にリース契約によって情報通信機器やソフトウエアアプリケーションを組み込んだパソコン等の

商材を顧客に対して販売しております。したがって、リース会社への販売が多くなっており、販売先上位２社に対する

販売比率は、前連結会計年度では、株式会社クレディセゾンが40.2％、オリックス株式会社が24.3％、当連結会計年度

において、株式会社クレディセゾンが40.9％、オリックス株式会社が19.0％となっております。

　当該２社とは、取引基本契約書を締結し、安定的な取引を行っておりますが、なんらかの理由で契約が継続できなかっ

た場合や取引条件を見直された場合には、当社グループの事業運営に支障をきたし、当社グループの業績に悪影響を及

ぼす可能性があります。
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⑪　研究開発・商材等にかかる事項について

　当社グループは、商材の開発の多くをグループ外の企業に委託しております。当社グループが研究開発を委託する企

業は、開発実績もあり、安定的な取引を行っておりますが、これらの企業、企業の経営環境及び商材において問題が発

生し、研究開発等の委託が継続できなかった場合には、当社グループの事業運営に支障をきたし、当社グループの業績

に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑫　情報セキュリティについて

　当社グループの主要な企業は、平成17年４月１日より施行されております「個人情報の保護に関する法律」における

個人情報取扱業者に該当致します。当社グループと致しましては、法令を遵守すべく組織的・物的・人的対応を取って

まいりましたが、今後もその業容の拡充に合わせて求められる対応を取ってまいります。しかしながら、何らかの原因

により当社グループの主要な法人から個人情報が流出した場合、当社グループの信用を失うことになり、結果、業績に

影響を及ぼす可能性があります。

⑬　情報システムトラブルについて

　当社グループは、事業の拡充に伴いその基幹システムの増強をしており、事業を行う上でコンピュータシステム及び

ネットワークを活用することで事業の拡充を達成しております。そのため情報セキュリティの強化、バックアップ体制

の構築、情報システム部門の強化、機器の高性能化の検討等のシステムトラブル対策を講じております。しかしながら、

これらの対策にも関わらず、人為的過誤や自然災害等によりシステムトラブルが発生した場合には、当社グループに被

害が生じるほか、当社グループ及び当社グループが提供するサービスに対する信頼性の低下及び損害金等の支払いによ

り当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑭　新株予約権について

　当社は、当社及び当社連結子会社の取締役及び従業員の当社に対する経営策画意識を高め、業績向上に対する意欲や

士気を喚起することを目的として、新株予約権を発行しております。これは、商法の規定に基づき、対象とする役職員

に対し、特に有利な条件をもって新株予約権を発行するものとして、定時株主総会及び取締役会において決議されたも

のであります。これらの新株予約権が行使された場合は、当社の１株当たりの株式価値は希薄化し、株価形成に影響を

及ぼす可能性があります。

　当社は、上記目的のもとに今後も役職員に対して新株予約権の付与を行うことを検討しておりますが、当該新株予約

権の付与は、更なる株式価値の希薄化を招く可能性があります。 
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４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績

　平成15年２月14日に実施した新株発行による資金調達（765,240千円）、平成16年９月10日を払込日とする時価発行公

募増資（3,392,760千円）の資金使途計画および資金充当実績は、概略以下のとおりであります。

（１）資金使途計画

　平成15年２月14日に実施した新株発行により資金調達した資金に関しては、株式会社テレウェイヴリンクスにおけ

る設備投資資金として、新商材システム開発等に300,000千円、顧客管理システムに150,000千円、社内サーバー等

に50,000千円を充当し、運転資金として161,000千円を充当、残額につきましては、主にソリューション事業におけ

る将来のインターネットサイトのシステム購入や運営会社の出資等の将来の資金需要に備え、安定性の高い金融商品

での運用に充当する予定であります。

　平成16年９月10日を払込日とする時価発行公募増資により資金調達した資金に関しては、1,622,000千円を当社及

び株式会社テレウェイヴリンクスにおける設備投資に、67,000千円を株式会社アントレプレナーへの投融資に、

1,049,760千円を短期借入金返済に、550,000千円を金融サービスのための運転資金に、104,000千円を株式会社Ｅス

トアーの株式の追加取得等に充当する予定であります。

　なお、平成18年５月15日を払込日とする時価発行公募増資により資金調達した資金に関しては、一般募集と同日付

をもって決議された第三者割当増資の手取概算額上限1,381,350千円と合わせ、手取概算額合計上限10,580,350千円

について、3,300,000千円を当社及び株式会社テレウェイヴリンクスにおける設備投資に、733,000千円をソリュー

ション事業における業務提携先とのさらなる連携強化のための投融資に、4,601,000千円を短期借入金の返済に、

1,750,000千円を開業支援サービスのための運転資金に、残額を金融支援サービスのための運転資金に充当する予定

であります。

（２）資金充当実績

　上記資金使途計画については、概ね計画どおり進行中であります。

-14 -



５．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※１ 5,277,640 5,565,907  

２．受取手形及び売掛金 1,790,925 2,534,248  

３．有価証券 115,437 115,440  

４．たな卸資産 120,305 181,437  

５．繰延税金資産 266,231 289,476  

６．未収入金 624,387 -  

７．その他 196,112 722,667  

貸倒引当金 △162,677 △237,639  

流動資産合計 8,228,364 68.7 9,171,538 42.6 943,174

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 118,914 178,286  

減価償却累計額 59,358 59,556 70,256 108,030  

(2）車両運搬具 6,008  6,008   

減価償却累計額 3,316 2,692 4,175 1,833  

(3）工具、器具及び備品 235,757 463,548  

減価償却累計額 131,918 103,838 221,950 241,597  

(4）建設仮勘定  1,438  38,061  

 (5）賃貸用建物 -  162,989   

 減価償却累計額 - -  8,058 154,930   

(6）賃貸用工具、器具及び
　　備品

-  41,619   

減価償却累計額 - -  2,926 38,692   

(7）賃貸用建設仮勘定 -  8,450   

有形固定資産合計 167,525 1.4 591,595 2.7 424,070

２．無形固定資産  

(1）営業権 - 122,038  

(2）ソフトウエア 491,751 581,235  

(3）連結調整勘定 1,072,797 2,045,100  

(4）その他 4,625 4,625  

無形固定資産合計 1,569,174 13.1 2,752,999 12.8 1,183,825
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※２ 1,245,898 7,730,769  

(2）繰延税金資産 109,669 88,253  

(3）長期未収入金 134,603 147,633  

(4）敷金・保証金 616,107 1,002,833  

(5）その他 42,899 203,528  

貸倒引当金 △131,399 △133,194  

投資その他の資産合計 2,017,779 16.8 9,039,824 41.9 7,022,044

固定資産合計 3,754,479 31.3 12,384,420 57.4 8,629,940

資産合計 11,982,843 100.0 21,555,958 100.0 9,573,115
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 748,018 833,924  

２．短期借入金 ※３ 1,000,000 5,218,000  

３．1年内返済予定の
　　長期借入金

- 33,780  

４．未払金 466,298 640,067  

５．未払費用 241,628 392,562  

６．未払法人税等 810,257 1,224,956  

７．賞与引当金 232,706 135,937  

８．その他 324,209 525,637  

流動負債合計 3,823,118 31.9 9,004,867 41.8 5,181,749

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 - 31,717  

２．繰延税金負債 - 820,486  

３．役員退職慰労引当金 30,262 38,332  

４．その他 270,989 216,844  

固定負債合計 301,252 2.5 1,107,380 5.1 806,128

負債合計 4,124,370 34.4 10,112,247 46.9 5,987,877

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 186,122 1.6 201,418 0.9 15,296

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※５ 2,263,951 18.9 2,315,047 10.7 51,096

Ⅱ　新株式申込証拠金  - - 1,974 0.0 1,974

Ⅲ　資本剰余金 2,361,515 19.7 2,412,611 11.2 51,096

Ⅳ　利益剰余金 3,112,079 25.9 5,377,653 25.0 2,265,573

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 - - 1,200,201 5.6 1,200,201

Ⅵ　自己株式 ※６ △65,195 △0.5 △65,195 △0.3 -

資本合計 7,672,350 64.0 11,242,292 52.2 3,569,941

負債、少数株主持分及び資
本合計

11,982,843 100.0 21,555,958 100.0 9,573,115
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 13,175,082 100.0 20,329,718 100.0 7,154,636

Ⅱ　売上原価 4,177,298 31.7 6,021,292 29.6 1,843,993

売上総利益 8,997,784 68.3 14,308,426 70.4 5,310,642

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 6,694,481 50.8 10,041,164 49.4 3,346,682

営業利益 2,303,302 17.5 4,267,262 21.0 1,963,959

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 511 2,290  

２．受取配当金 60,675 53  

３．販売報奨金 61,337 35,159  

４．受取手数料 - 8,058  

５．消費税免税益 - 18,830  

６．連結調整勘定償却額 448 -  

７．その他 12,327 135,300 1.0 14,824 79,216 0.4 △56,083

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 4,879 5,848  

２．新株発行費 21,236 3,692  

３．たな卸資産評価損 8,021 9,200  

４．持分法による投資損失 - 22,692  

５．その他 3,266 37,403 0.3 3,574 45,008 0.2 7,604

経常利益 2,401,199 18.2 4,301,470 21.2 1,900,270

Ⅵ　特別利益  

１．過年度消費税修正益  9,865 -  

２．債務免除益  - 18,279  

３．投資有価証券売却益  - 9,892  

４．子会社株式売却益  - 5,986  

５．持分変動利益 3,233 13,098 0.1 - 34,158 0.2 21,059

Ⅶ　特別損失  

１．前期損益修正損  -   12,392    

２．固定資産除却損 ※２ 1,519   8,046    

３．投資有価証券売却損  -   2,828    

４．その他 ※３ - 1,519 0.0 91,817 115,084 0.6 113,564

税金等調整前当期純利益 2,412,778 18.3 4,220,544 20.8 1,807,765

法人税、住民税及び事業税 1,150,025 1,839,463  

法人税等調整額 △123,040 1,026,984 7.8 △7,746 1,831,716 9.0 804,732

少数株主利益(△損失） 31,436 0.2 △9,995 △0.0 △41,432

当期純利益 1,354,357 10.3 2,398,823 11.8 1,044,465
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(3) 連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 644,201 2,361,515 1,717,314

Ⅱ　資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行 1,716,840  51,096   

２．自己株式処分差益 474 1,717,314 - 51,096 △1,666,218

Ⅲ　資本剰余金期末残高 2,361,515 2,412,611 51,096

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 1,828,855 3,112,079 1,283,224

Ⅱ　利益剰余金増加高  

　当期純利益 1,354,357 1,354,357 2,398,823 2,398,823 1,044,465

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．配当金 71,133 118,250  

２．役員賞与 - 71,133 15,000 133,250 62,116

Ⅳ　利益剰余金期末残高 3,112,079 5,377,653 2,265,573
    

-19 -



(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 2,412,778 4,220,544  
減価償却費 137,713 276,303  
連結調整勘定償却額 △448 163,617  
貸倒引当金の増加額 16,876 76,707  
賞与引当金の増加額（△減少額） 174,749 △96,768  
役員退職慰労引当金の増加額 - 8,070  
新株発行費 21,236 3,692  
受取利息及び受取配当金 △61,186 △2,344  
支払利息 4,879 5,848  
持分法による投資損失 - 22,692  
子会社株式売却益 - △5,986  
投資有価証券売却益 - △9,892  
債務免除益 - △18,279  
投資有価証券売却損 - 2,828  
固定資産除却損 1,519 6,535  
持分変動利益 △3,233 -  
売上債権の減少額（△増加額） 350,888 △749,632  
たな卸資産の増加額 △37,455 △51,211  
未収入金の減少額（△増加額）  △587,885 593,422  
賃貸用有形固定資産の取得による支出 - △213,058  
賃貸用長期前払費用の取得による支出 - △50,185  
賃貸用敷金及び保証金の取得による支出 - △82,593  
仕入債務の増加額（△減少額） △90,511 87,486  
未払金の増加額 143,953 143,511  
未払費用の増加額 69,508 148,584  
長期前受金の減少額 △49,228 △53,456  
長期未払費用の減少額 △3,638 -  
役員賞与の支払額 - △15,000  
その他 △3,724 △19,135  
小計 2,496,791 4,392,302 1,895,510

利息及び配当金の受取額 60,909 10,026  
利息の支払額 △5,283 △5,959  
法人税等の支払額 △675,024 △1,661,606  

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,877,393 2,734,763 857,369
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 △152,557 -  
定期預金の払戻による収入 100,000 170,170  
有価証券の取得による支出 - △356,101  
有形固定資産の取得による支出 △46,083 △305,189  
無形固定資産の取得による支出 △251,947 △271,610  
投資有価証券の取得による支出 △1,141,784 △2,213,114  
投資有価証券の売却による収入 - 5,900  
敷金及び保証金の差入による支出 △209,521 △449,076  
敷金及び保証金の返還による収入 35,635 72,620  
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

※２ △1,231,207 △1,082,743  

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による支出 

 - △6,305  

子会社株式取得による支出 △6,000 -  
関連会社株式取得による支出 - △1,892,137  
貸付による支出 △800 △4,500  
貸付金の回収による収入 4,789 1,630  
その他 △29,382 △55,288  

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,928,859 △6,385,745 △3,456,886
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前連結会計年度
（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入 2,900,000 5,855,000  
短期借入金の返済による支出 △2,000,000 △1,612,000  
長期借入金の返済による支出 - △16,890  
少数株主からの払込による収入 12,000 -  
自己株式の取得による支出 △39,301 -  
自己株式の売却による収入 1,795 -  
株式の発行による収入 3,412,443 98,499  
社債の償還による支出 - △100,000  
配当金の支払額 △70,862 △117,163  
その他 △619 2,804  

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,215,455 4,110,250 △105,205

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 3,163,990 459,267 △2,704,722

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,737,130 4,901,120 3,163,990

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,901,120 5,360,388 459,267
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　以下の子会社６社を連結の範囲に含

めております。

　以下の子会社７社を連結の範囲に含

めております。

連結子会社の名称

株式会社テレウェイヴリンクス

ロイヤルハウス株式会社

株式会社アイピーアンドケイ

株式会社ウェブ・ワークス

株式会社アントレプレナー

株式会社リアル・インストラクション

連結子会社の名称

株式会社テレウェイヴリンクス

株式会社ウェブ・ワークス

株式会社アントレプレナー

株式会社アイピーアンドケイ

ロイヤルハウス株式会社

アイ・モバイル株式会社

イークロッシング株式会社

　上記のうち、株式会社アイピーアン

ドケイ及び株式会社リアル・インスト

ラクションにつきましては、当連結会

計年度において新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。

　また、ロイヤルハウス株式会社につ

きましては、当連結会計年度において、

同社株式のすべてを取得したため、連

結の範囲に含めております。

　上記のうち、アイ・モバイル株式会

社及びイークロッシング株式会社につ

きましては、当連結会計年度において、

同社株式のすべてを取得したため、連

結の範囲に含めております。

　また、株式会社リアル・インストラ

クションにつきましては、当連結会計

年度において、すべての株式を譲渡し

たため、連結の範囲から除外しており

ます。なお、連結財務諸表作成にあ

たっては、平成17年10月１日をみなし

売却日としております。 

２．持分法の適用に関する事項 　以下の関連会社１社につき、持分法

を適用しております。

　以下の関連会社２社につき、持分法

を適用しております。

持分法適用の関連会社の名称

株式会社Ｅストアー

持分法適用の関連会社の名称

株式会社Ｅストアー

株式会社エヌシーネットワーク

 

　株式会社Ｅストアーは、株式の追加

取得（平成17年３月18日までに当社が

同社の株式20％を取得いたしまし

た。）により、当連結会計年度末より

持分法適用の関連会社となっておりま

す。

　株式会社エヌシーネットワークは、

平成18年３月27日までに当社が同社の

株式19.0％を取得したことにより、当

連結会計年度末より持分法適用の関連

会社となっております。

３．連結子会社の事業年度等に関

する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しております。

　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法

イ　有価証券

　　売買目的有価証券

 　　──────

 

　　その他有価証券

時価のあるもの 

 　　──────

イ　有価証券

　　売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

    その他有価証券

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

 時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用し

ております。

時価のないもの 

　移動平均法による原価法を採用し

ております。

 なお、証券取引法第２条第２項に

より有価証券とみなされる投資事業

組合等への出資持分については、最

近の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によっており

ます。

ロ　たな卸資産

商　品：移動平均法による原価法

原材料：移動平均法による原価法

仕掛品：個別法による原価法

貯蔵品：最終仕入原価法に基づく原価

法

ロ　たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　

　定率法（ただし、建物（付属設備を

除く）については定額法）によってお

ります。

イ　有形固定資産

 （イ）自社利用資産

   　定率法（ただし、建物（付属設備

　 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。

     なお、主な耐用年数は以下のと

　 　おりであります。

建物及び構築物　　 ３年～18年

車両運搬具　　　　 　　　６年

工具、器具及び備品 ３年～10年

 　  建物及び構築物　　 ３年～18年

 　  車両運搬具　　　　 　　　６年

 　  工具、器具及び備品 ３年～10年

  （ロ）賃貸用資産

   　定額法を採用しております。

     なお、耐用年数は開業支援サー

　 　ビスに伴う出店契約期間によって

　　 おり、以下のとおりであります。

 　  建物　　　　　　　 　　　６年

 　  工具、器具及び備品 　　　６年
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ロ　無形固定資産

　無形固定資産に計上している自社利

用のソフトウエ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

く定額法で償却しております。

　市場販売目的のソフトウエアについ

ては、見込販売数量に基づく償却額と

残存見込販売有効期間（３年以内）に

基づく均等償却額とのいずれか大きい

金額を計上する方法によっております。

ロ　無形固定資産

　営業権については、５年均等償却し

ております。

　自社利用のソフトウエアについては、

社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法で償却しておりま

す。

　市場販売目的のソフトウエアについ

ては、見込販売数量に基づく償却額と

残存見込販売有効期間（３年以内）に

基づく均等償却額とのいずれか大きい

金額を計上する方法によっております。

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えて、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えて、賞与

支給見込額のうち当連結会計年度負担

額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

ハ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えて、

連結子会社の一部は、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。

ハ　役員退職慰労引当金

同左

(4）重要な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

(5）その他連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

イ　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６．連結調整勘定の償却に

関する事項

　連結調整勘定の償却については、発

生時以降５年または10年で均等償却し

ております。

同左

７．利益処分項目等の取扱いに関

する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分等について、連結会計年度中に

確定した利益処分等に基づいて作成し

ております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

８．連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金お

よび容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

同左

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

─────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用して

おります。これにより損益に与える影響はありません。 

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表関係） （連結貸借対照表関係）

　前連結会計年度において流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「未収入金」（前連結会計年

度 18,773千円）につきましては、資産の総額の100分

の５を超えたため、当連結会計年度より区分掲記して

おります。

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「未

収入金」（当連結会計年度末27,265千円）につきまし

ては、資産の総額の100分の５以下となったため、当連

結会計年度より流動資産の「その他」に含めて表示す

ることにしました。

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「長

期未払費用」（当連結会計年度末 61,650千円）及び

「長期前受金」（当連結会計年度末 79,489千円）につ

きましては、重要性が低くなったため、当連結会計年

度より固定負債の「その他」に含めて表示することに

しました。

 

（連結損益計算書関係） （連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において区分掲記しておりました「受

取手数料」（当連結会計年度 3,217千円）につきまし

ては、重要性が低くなったため、当連結会計年度より

営業外収益の「その他」に含めて表示することにしま

した。

　前連結会計年度において、営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「受取手数料」（前連結

会計年度3,217千円）及び「消費税免税益」（前連結会

計年度1,921千円）につきましては、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲

記しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前連結会計年度において営業キャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しておりました「未収入金の

増加額」（前連結会計年度 △7,193千円）は、金額的

前連結会計年度において営業キャッシュ・フローに

区分掲記しておりました「長期未払費用の増加額（△

減少額）」（当連結会計年度325千円）は、金額的重要

性が低くなったため、当連結会計年度より営業キャッ
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

重要性が増したため区分掲記しております。 シュ・フローの「その他」に含めて表示しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

定期預金 181,772千円 定期預金 181,772千円

　上記預金のうち、70,000千円については東日本電

信電話株式会社へ、50,000千円については西日本電

信電話株式会社へ、23,772千円についてはオリック

ス株式会社へ、20,000千円についてはサクサビジネ

スシステム株式会社へ、10,000千円については

シャープドキュメントシステム株式会社へ、8,000

千円についてはダイワボウ情報システム株式会社へ

営業保証金として預託しております。

　上記預金のうち、70,000千円については東日本電

信電話株式会社へ、50,000千円については西日本電

信電話株式会社へ、23,772千円についてはオリック

ス株式会社へ、20,000千円についてはサクサビジネ

スシステム株式会社へ、10,000千円については

シャープドキュメントシステム株式会社へ、8,000

千円についてはダイワボウ情報システム株式会社へ

営業保証金として預託しております。

  

※２　関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 1,240,433千円

 

※２　関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 3,104,149千円

 

※３　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメ

ントライン契約を締結しております。 

　当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実行残高は、次のと

おりであります。

 

当座貸越極度額及び貸出コ

ミットメントラインの総額

1,000,000千円

借入実行額 1,000,000千円

差引額 -千円

 

※３　当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契

約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており

ます。

　当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実行残高は、次のと

おりであります。

当座貸越極度額及び貸出コ

ミットメントラインの総額

6,400,000千円

借入実行額 5,200,000千円

差引額 1,200,000千円

 

　４　債務保証

　東京リース株式会社との業務提携契約に従い、連結

子会社の販売商品に係る東京リース株式会社のリース

契約先16件に対する未経過リース料総額21,175千円の

債務保証を行っております。

 

　４　債務保証

　東京リース株式会社との業務提携契約に従い、連結

子会社の販売商品に係る東京リース株式会社のリース

契約先28件に対する未経過リース料総額42,370千円の

債務保証を行っております。

 

※５　当社の発行済株式総数は、普通株式59,218.5株であ

ります。

 

※５　当社の発行済株式総数は、普通株式477,924株であ

ります。

 

※６　当社が保有する自己株式の数は、普通株式93.5株で

あります。

※６　当社が保有する自己株式の数は、普通株式748株で

あります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給料手当 2,927,997千円

地代家賃 366,929

旅費交通費 465,954

支払手数料 42,006

通信費 228,035

採用費 173,290

販売促進費 215,785

解約負担金 171,822

外部委託費 336,069

広告宣伝費 80,289

貸倒引当金繰入額 135,371

賞与引当金繰入額 232,706

従業員給料手当 3,499,914千円

賞与 348,708 

雑給 770,664 

旅費交通費 699,805 

地代家賃 575,151

法定福利費 511,655

貸倒引当金繰入額 128,591

賞与引当金繰入額 118,632

役員退職慰労引当金繰入額 8,070

前連結会計年度まで「従業員給料手当」に含

めて表示しておりました雑給（前連結会計年度

715,650千円）につきましては、当連結会計年度

より「雑給」として表示しております。 

※２　固定資産除却損は、建物及び構築物1,354千円、工

具、器具及び備品165千円であります。

※２　固定資産除却損は、建物及び構築物5,427千円、工

具、器具及び備品788千円、ソフトウエア319千円、撤

去費用1,510千円であります。

※３　　　　　　　　────── ※３　特別損失の「その他」の内容は、連結子会社が役員

及び従業員に付与していた新株予約権を当該連結子会

社が買取ったことに伴う支出91,817千円であります。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 5,277,640千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △371,942

別段預金 △4,577

現金及び現金同等物 4,901,120

現金及び預金勘定 5,565,907千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △201,772

別段預金 △3,747

現金及び現金同等物 5,360,388

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

 　　株式の取得により新たにロイヤルハウス株式会社を

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳

並びにロイヤルハウス株式会社の取得価額とロイヤル

ハウス株式会社取得のための支出（純額）との関係は

次のとおりであります。

 

 

流動資産 957,163千円

固定資産 151,339

連結調整勘定 1,074,685

流動負債 △209,353

固定負債 △165,635

ロイヤルハウス株式会社の取得価額 1,808,200

ロイヤルハウス株式会社現金及び現金

同等物
576,992

差引：ロイヤルハウス株式会社取得の

ための支出
1,231,207

 　　株式の取得により新たにイークロッシング株式会社

及びアイ・モバイル株式会社を連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びにイークロッシン

グ株式会社及びアイ・モバイル株式会社の取得価額と

イークロッシング株式会社及びアイ・モバイル株式会

社取得のための支出（純額）との関係は次の通りであ

ります。

流動資産 217,649千円

固定資産 161,782

連結調整勘定 1,135,921

流動負債 △115,307

固定負債 △182,572

新規連結子会社の取得価額 1,217,473

新規連結子会社の現金及び現金同等物 134,729

差引：新規連結子会社取得のための支

出
1,082,743
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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

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）

 ソフトウエア 38,340 2,556 35,784

合計 38,340 2,556 35,784

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が無

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。

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）

 ソフトウエア 38,340 10,224 28,116

合計 38,340 10,224 28,116

同左

(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 7,668千円

１年超 28,116 

 35,784 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が無形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。

１年内 7,668千円

１年超 20,448 

 28,116 

同左

(3）支払リース料、減価償却費相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額

 支払リース料 2,556千円

 減価償却費相当額 2,556 

 支払リース料 7,668千円

 減価償却費相当額 7,668 

(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

 

  ────── 

 （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ので、

項目等の注記は省略しております。 
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 5,465

その他 115,437

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 191,346 2,512,595 2,321,248

(2）債券    

①　国債・地方債等 - - -

②　社債 - - -

③　その他 - - -

(3）その他 - - -

小計 191,346 2,512,595 2,321,248

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 1,670,769 1,380,005 △290,764

(2）債券    

①　国債・地方債等 - - -

②　社債 - - -

③　その他 - - -

(3）その他 - - -

小計 1,670,769 1,380,005 △290,764

合計 1,862,115 3,892,600 2,030,484

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

23,268 9,892 2,828

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 434,020

投資事業組合等出資金 300,000

その他 115,440
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４．当連結会計年度中の保有目的の変更（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 当連結会計年度中に売買目的として取得、保有していた有価証券について、運用方針を見直したことにより、

その他有価証券へ保有目的を変更しております。その結果、流動資産が378,440千円減少、固定資産が同額増加

し、期末において、その他有価証券評価差額金が△22,050千円計上されております。また、売買目的有価証券と

して処理した場合と比較して営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が37,185千円増加しております。

 

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

　

　当社グループのうち、一部の連結子会社につきましては、退職共済制度に加入しております。

　当連結会計年度末における積立額は、8,070千円であり、過去勤務債務は生じておりません。

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

 

１．採用している退職給付制度の概要

　　　当社の従業員については確定拠出年金制度、一部の連結子会社の従業員については確定拠出年金制度及び特定退

職金共済制度を採用しております。当連結会計年度の確定拠出型年金への掛金支払額は、退職給付費用に計上して

おります。

２．退職給付費用の内訳

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日）

確定拠出型年金制度に係る拠出額（千円） 6,323
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（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）

前連結会計年度

（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度

（平成18年３月31日現在）

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 108,743 148,546

賞与引当金否認額 99,003 56,753

棚卸資産評価損否認額 - 4,079

未払ホスティング費用否認額 34,016 18,405

役員退職慰労引当金否認額 12,679 16,061

減価償却費損金算入限度超過額 23,267 19,585

未払事業税否認額 71,776 115,828

繰越欠損金 13,188 27,951

未払費用否認額 - 6,430

連結会社間内部利益消去 335 -

その他 25,510 35,555

繰延税金資産小計 388,521 449,197

評価性引当額 △11,487 △65,549

繰延税金資産合計 377,033 383,648

繰延税金負債

未払事業税否認額 △1,132 -

その他有価証券評価差額金 - △826,405

繰延税金負債合計 △1,132 △826,405

繰延税金資産（△負債）の純額 375,901 △442,757

　繰延税金資産（△負債）の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

前連結会計年度
（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

流動資産－繰延税金資産 266,231 289,476

固定資産－繰延税金資産 109,669 88,253

固定負債－繰延税金負債 - 820,486

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

（単位：％）

前連結会計年度

（平成17年３月31日現在）

当連結会計年度

（平成18年３月31日現在）

法定実効税率 40.5 40.7

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9 0.6

住民税均等割 0.2 0.1

特別税額控除 - △0.5

連結調整勘定償却額 - 1.6

欠損子会社の未認識税務利益等 0.2 -

修正申告による過年度法人税等 0.2 -

子会社株式売却益 - △0.2

評価性引当額の増減 - △0.1

親会社との実効税率差による差額 - 1.3

その他 0.6 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.6 43.4
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

ソリュー
ション事業
（千円）

情報通信
機器事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 7,536,451 5,638,631 - 13,175,082 - 13,175,082

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
- - - - （-） -

　計 7,536,451 5,638,631 - 13,175,082 （-）13,175,082

営業費用 6,010,800 4,860,979 - 10,871,779 - 10,871,779

営業利益 1,525,651 777,651 - 2,303,302 - 2,303,302

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 2,837,308 1,202,180 2,183,188 6,222,676 5,760,166 11,982,843

減価償却費 104,654 33,059 - 137,713 - 137,713

資本的支出 303,895 67,268 - 371,164 - 371,164

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商材

事業区分 主要商材

ソリューション事業

あきない繁盛 Executive、Reform Executive、グルメブランチ、築地 桜、築

地 松、Medical Executive、マイキッズパーク、Beauty Executive、

Telewavelinks Standard、SAMURAI Executive、工事ドットネット及びその他

のサーバーホスティング

情報通信機器事業 ビジネスフォン、複合機、ＩＰ電話

その他事業 新築戸建住宅フランチャイズ事業等

（注）平成17年３月15日に子会社としたロイヤルハウス株式会社は、「その他事業」としております。当

連結会計年度における事業別セグメントの売上高及び営業損益に与える影響はありません。

３．営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,760,166千円であり、その主なものは余剰運用資

金（現金及び預金）であります。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

ソリュー
ション事業

（千円）

情報通信
機器事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 14,117,991 6,211,726 20,329,718 - 20,329,718

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
- - - （-) -

　計 14,117,991 6,211,726 20,329,718 (-) 20,329,718

営業費用 10,687,152 5,375,303 16,062,456 - 16,062,456

営業利益 3,430,839 836,422 4,267,262 - 4,267,262

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 15,958,613 1,254,906 17,213,520 4,342,438 21,555,958

減価償却費 248,436 27,867 276,303 - 276,303

資本的支出 720,805 66,790 787,595 - 787,595

　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商材

事業区分 主要商材

ソリューション事業

小売業向けソリューション、工務店及び工事会社向けソリューション、医療

機関向けソリューション、飲食業・仲卸業向けソリューション、教育業向け

ソリューション、美容業向けソリューション、士業向けソリューション、製

造業向けソリューション、ロイヤルハウス、工事ドットネット等

情報通信機器事業 ビジネスフォン、複合機等

３．営業費用のうち配賦不能営業費用はありません。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は4,342,438千円であり、その主なものは余剰運用資

金（現金及び預金）であります。

５．平成17年３月に子会社と致しましたロイヤルハウス株式会社は、前連結会計年度末に連結の範囲に含めたた

め「その他事業」としておりましたが、当連結会計年度より、ソリューション事業の工務店及び工事業者向

けサービスとの連携を深め、共同で事業を展開をしていることから、ロイヤルハウス株式会社の事業の種類

は、「ソリューション事業」としております。

　なお、前連結会計年度において当連結会計年度の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は、

次のとおりであります。
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　　　　前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

ソリュー
ション事業
（千円）

情報通信
機器事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 7,536,451 5,638,631 13,175,082 - 13,175,082

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
- - - （－） -

　計 7,536,451 5,638,631 13,175,082 （－）13,175,082

営業費用 6,010,800 4,860,979 10,871,779 - 10,871,779

営業利益 1,525,651 777,651 2,303,302 - 2,303,302

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 5,020,496 1,202,180 6,222,676 5,760,166 11,982,843

減価償却費 104,654 33,059 137,713 - 137,713

資本的支出 303,895 67,268 371,164 - 371,164

 

【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支

店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 129,511.22円

１株当たり当期純利益金額 23,472.38円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 23,044.30円

１株当たり純資産額 23,534.96円

１株当たり当期純利益金額 5,026.55円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 4,923.59円

　当社は、平成17年５月20日付で株式１株に対し４株の株

式分割を、平成18年３月１日付で株式１株に対し２株の株

式分割を行っております。当該株式の分割が前期首に行わ

れていたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当

たり情報については、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 16,188.90円

１株当たり当期純利益金額 2,934.05円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 2,880.54円

　（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。

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 1,354,357 2,398,823

普通株主に帰属しない金額（千円） 15,000 10,000

（うち利益処分による役員賞与金） (15,000) (10,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,339,357 2,388,823

期中平均株式数（株） 57,061 475,241

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） - △102

（子会社の新株予約権） - (△102)

普通株式増加数（株） 1,060 9,917

（うち新株予約権） (1,060) (9,917)

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要

新株予約権　　 　１種類

（新株予約権の数　　916個）

 

 

 

 

　①当社の新株予約権　　　　１種類

（新株予約権の数　2,238個）

　②連結子会社の新株予約権　１種類

 　（新株予約権の数　　 14個）

　③持分法適用関連会社の新株予約権

　　　　　　　　　　　　　　３種類

　 （新株予約権の数　 　63個）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （株式分割）  

  平成17年２月25日開催の当社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を発行しております。
────── 

１．株式分割の目的

　　当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図るこ

とを目的とするものであります。 

 

２．株式分割の概要

　　平成17年５月20日付をもって普通株式１株を４株の割

　合をもって分割する。 

 

　（１）分割により増加する株式数

　　　　普通株式　　　　　　　　　177,655.5株
 

　（２）分割方法

　平成17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及び端株原簿に記載

または記録された端株株主の所有株式数を１株につ

き４株の割合をもって分割する。

 

　（３）配当起算日

　　　　平成17年４月１日
 

３．１株当たり情報に及ぼす影響

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産 

 13,745円37銭

１株当たり純資産 

32,377円80銭

１株当たり当期純利益金額

  3,692円77銭

１株当たり当期純利益金額

 5,868円10銭

 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 

  3,632円49銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 

 5,761円07銭 

 

（ストックオプション制度の導入）

　平成17年６月29日開催の当社定時株主総会において、

「株主以外のものに対して特に有利な条件をもって新株予

約権を発行する件」（ストックオプション付与の件）を決

議いたしました。

──────

 

(1）新株予約権の割当対象者

当社および当社連結子会社の取締役、監査役および従

業員

 

 

(2）新株予約権の目的たる株式の種類および数

　当社普通株式8,000株を上限とする。

 

 

(3）発行する新株予約権の総数

　8,000個を上限とする。

 

 

(4）新株予約権の発行価額

　無償とする。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(5）新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額

　新株予約権の目的たる株式１株当たりの払込みすべき

金額（以下「払込価額」という）は、新株予約権を発行

する日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を

除く）における株式会社ジャスダック証券取引所が公表

する当社普通株式の最終価格（以下、「最終価格」とい

う）の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、１円未満の

端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行

の日の最終価格（当日に最終価格がない場合は、それに

先立つ直近日の最終価格）を下回る場合は、新株予約権

発行日の日の最終価格を払い込み金額とする。

　なお、発行日以降、当社は株式分割又は株式併合を行

う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

調整後

払込価額
＝

調整前

払込価額
×

1

分割・併合の比率

　また、発行日以降、当社が時価を下回る価額で当社普

通株式につき、新株式を発行または自己株式の処分を行

う場合（新株予約権の行使による場合を除く。）は、次

の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。

 

既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×

１株当たり

払込価額

調整後

払込価額
＝

調整前

払込価額
×

１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　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数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込価

額」を「１株当たり処分金額」に各々読み替えるものと

する。

　さらに、発行日以降、当社が資本の減少、合併または

会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた払込

価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

には、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案

のうえ、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。

 

 

(6）新株予約権の権利行使期間

平成19年７月１日から平成23年６月30日まで

 

 

(7）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権を行使するためには、その割当を受けた

時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社また

は当社連結子会社の取締役、監査役または従業員のい

ずれかに在任または在職することを要する。ただし、

任期満了による退任、定年退職、その他取締役会が正

当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

 

 

②　新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死

亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

 

③　その他の条件については、新株予約権の発行を決議

する取締役会において定める。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(8）新株予約権の消却事由および条件  

①　当社が消滅会社となる合併契約書が当社株主総会で

承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき

当社株主総会で承認された場合には、当社は新株予約

権を無償で消却することができる。

 

②　新株予約権者が退職または退任した場合、当社は当

該新株予約権を無償で消却することができる。

 

③　新株予約権者が権利を行使する前に、新株予約権の

行使の条件に定める規定により、権利を行使する条件

に該当しなくなった場合には、当該新株予約権は無償

で消却することができる。

 

④　当社は、いつでも当社が取得し保有する未行使の新

株予約権を、無償にて消却することができるものとす

る。

 

(9）新株予約権の譲渡制限  

　新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要

する。

 

 

──────

（株式会社アペックス・インターナショナルの株式取得

（子会社化））

　当社は平成18年３月13日開催の取締役会において、株

式会社アペックス・インターナショナルの株式を取得し、

子会社とすることを決議し、平成18年４月26日付で子会

社と致しました。

１．株式取得の理由

　食材の仕入に関する優れた事業ノウハウとロイヤリ

ティの高い会員組織を有する同社が当社グループに加わ

ることは、当社グループにとりましても新たなサービス

の拡充となります。

２．株式会社アペックス・インターナショナルの概要

（平成18年３月31日現在）

(a)商号 株式会社アペックス・インター

ナショナル

(b)代表者 代表取締役　西尾　匠史

(c)所在地 東京都足立区日ノ出町27番４

－409号

(d)設立年月 平成２年７月

(e)主な事業内容 ・食材の個人向け宅配事業及び

情報提供

・事業者向け納め業務

・ギフト関連業務

・ゴルフコンサルタント事業

(f)資本金 50,000千円

(g)発行済株式数 1,000株
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３.株式譲受の概要

(a)株式取得数

　 （議決権）

 1,000株

(100.0％）

(b)取得日 平成18年４月26日 

(c)取得金額 480,000千円

(d)異動前後の所有株式数の状況

 所有株式数 議決権比率 

異動前 -株 -％ 

異動後 1,000株 100.0％ 

 

──────

（新株式発行）

　平成18年４月19日開催の当社取締役会の決議に基づき、

平成18年５月15日を払込期日とする公募増資(一般募集)を

行いました。

１．公募による新株式発行

（１）発行新株式

普通株式　31,000株

（２）発行価額

１株につき299,000円 

（３）発行価額の総額

9,269,000千円 

（４）発行価額の総額のうち資本へ組み入れない額

4,634,500千円

（５）新株の配当起算日

平成18年４月１日

（６）資金の使途

設備投資、投融資、短期借入金返済、ソリュー

ション事業における開業支援サービス及び金融支

援サービスのための運転資金に充当する予定であ

ります。

　なお、当社は新株式発行並びにオーバーアロットメント

による株式売出しに関連し、平成18年４月19日開催の取締

役会決議に基づき、平成18年６月13日を払込期日とする第

三者割当増資を行う予定であります。

２．第三者割当による新株式発行

（１）発行新株式

普通株式　4,650株

（２）発行価額

１株につき299,000円 

（３）発行価額の総額

1,390,350千円 

（４）発行価額の総額のうち資本へ組み入れない額

  695,175千円 

（５）新株式の配当起算日

平成18年４月１日

（６）資金の使途

設備投資、投融資、短期借入金返済、ソリュー

ション事業における開業支援サービス及び金融支

援サービスのための運転資金に充当する予定であ

ります。
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６．生産、受注及び販売の状況

１．仕入実績

　当連結会計年度の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日） 前年同期比（％）

ソリューション事業 1,368,207 265.2

情報通信機器事業 1,371,606 106.6

合計 2,739,814 152.0

（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日） 前年同期比（％）

ソリューション事業 14,117,991 187.3

情報通信機器事業 6,211,726 110.2

合計 20,329,718 154.3

（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．最近２連結会計年度の主な相手先別販売実績及び総販売実績に対する割合、品目別販売実績、地域別販売実

績は次のとおりであります。

①相手先別販売実績

 （単位：千円）

相手先

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額 割合(％) 金額 割合(％)

㈱クレディセゾン 5,299,292 40.2 8,312,928 40.9

オリックス㈱ 3,196,447 24.3 3,863,424 19.0

（注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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②品目別販売実績

 （単位：千円）

品目別

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額 前年同期比(％)

ソリューション事業計 14,117,991 187.3

小売業向けソリューション 5,373,510 168.0

工務店及び工事会社向けソリューション 2,883,443 154.0

医療機関向けソリューション 1,936,480 171.9

飲食業・仲卸業向けソリューション 568,763 142.1

教育業向けソリューション 101,144 44.6

美容業向けソリューション 239,712 118.1

士業向けソリューション 212,698 -

製造業向けソリューション 447,908 -

ロイヤルハウス 1,425,717 -

工事ドットネット 552,376 118.1

その他 376,236 914.5

情報通信機器事業計 6,211,726 110.2

合計 20,329,718 154.3

（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．今回より商材名を記載しておりました「あきない繁盛 Executive 及び Telewavelinks 

Standard」を「小売業向けソリューション」、「Reform Executive 及び Telewavelinks 

Standard」を「工務店及び工事会社向けソリューション」、「Medical Executive 及び 

Telewavelinks Standard」を「医療機関向けソリューション」、「グルメブランチ、築地 桜、築

地 松及び Telewavelinks Standard」を「飲食業・仲卸業向けソリューション」、「マイキッズ

パーク及び Telewavelinks Standard」を「教育業向けソリューション」、「Beauty Executive 

及び Telewavelinks Standard」を「美容業向けソリューション」と表記変更致しました。

３．士業向けソリューションは、前連結会計年度の第４四半期より販売活動を開始致しましたので、

前年同期比を記載しておりません。

４．製造業向けソリューションは、当連結会計年度より販売活動を開始致しましたので、前年同期比

を記載しておりません。

５．ロイヤルハウスは、前連結会計年度末に新たに株式を取得した子会社であるため、前年同期比を

記載しておりません。
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③地域別販売実績

 （単位：千円）

地域別

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額 前年同期比(％)

関東地域
ソリューション事業 7,123,600 175.1

情報通信機器事業 2,891,914 100.1

関西地域
ソリューション事業 2,192,126 170.7

情報通信機器事業 908,054 94.4

東海地域
ソリューション事業 3,153,114 293.6

情報通信機器事業 1,046,233 117.3

東北地域
ソリューション事業 396,501 178.4

情報通信機器事業 483,169 106.7

九州地域
ソリューション事業 786,980 123.0

情報通信機器事業 513,796 203.1

中国地域
ソリューション事業 370,668 149.1

情報通信機器事業 315,671 165.0

北海道地域
ソリューション事業 95,001 -

情報通信機器事業 52,886 -

合計 ソリューション事業及び情報通信機器事業 20,329,718 154.3

（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．北海道地域の情報通信機器事業は、当連結会計年度より販売活動を開始いたしましたので、前年

同期比を記載しておりません。
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