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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　：　無

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。

２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日　～　平成18年6月30日）

(1）連結経営成績の進捗状況                                       　　　　　　　　　　    (百万円未満切捨)

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期第１四半期 326 55.6 △104 － △99 － △76 －

18年３月期第１四半期 209 △13.8 △56 － △64 － △76 －

（参考）18年３月期 1,679 33.9 39 － 42 － △45 －

１株当たり四半期（当期）
純利益

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年３月期第１四半期 △14 59 － －

18年３月期第１四半期 △15 87 － －

（参考）18年３月期 △8 77 － －

　（注）　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期は景気の好転、雇用の拡大等明るい話題が多く当社を取り巻く環境もよい方向に向かっていると思われ

ます。当社の顧客である家電、自動車、半導体関連の製造業も状況的には良好なようです。

  当社の営業状況に関して言えば、受注高は好転しているものの、売上高(納入)はまだまだ季節的な差異があり、損益

的にはマイナスとなっています。もちろんこれは織り込み済みであり、中間期、下期にかけての納入予定(業績)に関す

る変更はありません。 

　前期の第１四半期は合併前のエルミックシステム単体でもあったため、当第１四半期を前年比較するのは難しいとい

えます。とはいえ、合併したウェスコムの事業であった受託開発サービスを除くと、旧エルミックシステムの業績は、

対前年比がほぼイコールと考えられます。

通信

　汎用通信ボードは多少好調で、またISDNボードも大口の案件があり、順調に推移しております。平成18年６月に発表

した新製品Net-Engineは好評で、納入が開始される第３四半期に向けて、期待をかけております。売上高は44百万円(前

年同期比31.1％増加)となりました。

インターネットプロトコル

　KASAGO　TCP/IP関連)時期的なタイミングとして納入期ではないため、実績は出ておりませんが、関連のオプション・

ソフトウェアは引合いが増加しており、また製品関連のSI(カスタマイズ、下記)も増加傾向にあります。 KASAGO　IPv6

の更新版はオプション含め、下期にリリースできる見込みで、下期売上高に貢献する見込みでおります。売上高は53百

万円(前年同期比0.1％減少)となりました。
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リアルタイムＯＳ

　ELX、ITRONあるいはLinux関連の、当社の業績に与える状況は変わっておりません。WindowsCE関連ではSI案件受注も

ございます。今後もRTOSをベースにした案件は期待されるものの、製品としてのRTOSは大きく変化すると考えてはおり

ません。売上高は3百万円(前年同期比10.1％増加)となりました。

システム・インテグレーション（製品関連SIおよび受託開発を含む）

　製品関連のSIは、先行きを好感する顧客である製造業の製品開発・企画意欲の高まりもあって、順調に増加してきて

おります。インターネット関連にとどまらず、通信ボード関連も伸びていくと考えております。

　一方、受託開発では合併のシナジー効果ともいうべきRTOSのポーティングからアプリケーション開発までの一括受注

がありました。製品関連のSIの売上高は122百万円(前年同期比21.4％増加)となっております。なお、受託開発のSIの売

上高は98百万円となりました。

　以上の結果、当社の当第１四半期連結会計期間の売上高は326百万円（前年同期比55.6増加）、営業損失は104百万円、

経常損失は99百万円、当第１四半期純損失は76百万円となりました。

(2）連結財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　  (百万円未満切捨)　

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期第１四半期 2,273 1,990 87.5 379 19

18年３月期第１四半期 2,319 2,019 87.1 419 36

（参考）18年３月期 2,720 2,231 82.0 416 12

(3）連結キャッシュ・フローの状況  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百万円未満切捨)

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

19年３月期第１四半期 △78 19 △86 1,061

18年３月期第１四半期 △1 △15 △22 1,212

（参考）18年３月期 △34 △55 5 1,207

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

 キャッシュ・フロー等の状況について

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少2億27百万円

（前年同期比106.0％増）による増加があったものの、役員退職慰労引当金の減少額1億61百万円、税金等調整前第1四

半期純損失が72百万円（前年同期比11.9％増）、仕入債務の減少68百万円（前年同期比61.1％増）、破産債権等の回

収による収入19百万円、自己株式の取得による支出83百万円等により145百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末

の資金は、10億61百万円となりました。

　また、当第1四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー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）

　当第１四半期連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は、78百万円（前年同期比4,116.7％増）とな

りました。

　これは主に、売上債権が2億27百万円減少しましたが、役員退職慰労引当金の減少額1億61百万円、税金等調整前

第1四半期純損失が72百万円、仕入債務の減少68百万円等の要因によるものです。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において、投資活動の結果得られた資金は、19百万円（前第1四半期連結会計期間に使

用した資金は15百万円）となりました。

　これは主に、破産債権等の回収よる収入19百万円によるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、86百万円（前年同期比281.4％増）となり

ました。

　これは、自己株式の取得による支出83百万円によるものです。
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３．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）   　　　　　　　(百万円未満切捨)

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 883 △66 △58

通　期 2,088 50 64

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 11円93銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　売上高区分における通信ボード(汎用／ISDN)に関しては中長期的には漸減傾向にあるとはいうものの、工場設備の更

新やPOSシステムの買替えなど根強い需要もあり、社内予算どおりに推移しております。売上高に関しては多少の上積

みを期待している部分もありますが、一方で利益率の低下もあり、予想を変更することはありません。平成18年6月に

新製品（Net-Engine）を発表いたしましたが、売上げに寄与するのは平成18年11月以降と考えております。

　一方、インターネット関連製品（KASAGO等）は、当第１四半期は納入期でもないため売上高は低迷しておりますが、

受注は着実に増加しております。このため、ソフトウェア製品の納入を推進するシステムインテグレーションは今後期

待できると考えております。他方、受託開発サービスは途上国へのシフトもあり、受注単価の低下傾向が認められま

す。

　以上の結果、中間決算、本決算時における業績の予想については、現段階では変更致しません。

(当連結会計年度についての品目別の見通し)

　汎用／ISDN通信ボードについては、製造業の設備投資意欲の減退に伴い厳しい状況が続いていくものと思われます。

一方でPOSの買替え需要も予想され、予算どおりに推移するものと考えております。

　インターネット関連では次世代の携帯端末・カーナビ、家電製品の情報端末化が具体化し始めており、ソフト開発

を中心として引き合いも多くなってきております。これら製品をベースにしたシステムインテグレーションは経験や

幅広い知識に裏づけされた高い信頼性をテコに広く受注活動を進めて参ります。
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４．【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 
前第１四半期
連結会計期間末

(平成17年6月30日)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成18年6月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   126,544   319,286   265,149  

２．受取手形及び売掛金   294,151   408,208   629,139  

３．有価証券   1,086,394   742,041   941,928  

４．たな卸資産   122,544   134,849   125,015  

５．その他   　   82,085   92,550   104,683  

　　貸倒引当金   △154   △126   △243  

流動資産合計   1,711,566 73.8  1,696,809 74.6  2,065,673 75.9

Ⅱ  固定資産           

１．有形固定資産 ※１  16,653   100,598   101,545  

２．無形固定資産   108,611   77,938   90,788  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  397,316   356,558   421,390   

(2)破産債権等  247,774   193,194   219,820   

(3)その他  75,935   45,664   45,348   

　 貸倒引当金  △238,429 482,598  △197,129 398,288  △223,755 462,804  

固定資産合計  607,863 26.2  576,825 25.4  655,137 24.1

資産合計   2,319,429 100.0  2,273,634 100.0  2,720,811 100.0
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前第１四半期
連結会計期間末

(平成17年6月30日)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成18年6月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   26,614   36,560   104,977  

２．短期借入金   －   2,400   －  

３．未払法人税等   2,875   2,713   10,056  

４．賞与引当金   19,910   17,587   28,216  

５．その他 ※２  69,652   115,856   67,962  

流動負債合計   119,053 5.1  175,117 7.7  211,212 7.8

Ⅱ　固定負債           

１．社債   －   42,000   42,000  

２．長期借入金   －   9,000   －  

３．退職給付引当金   －   33,082   32,552  

４．役員退職慰労引当金   173,530   24,225   185,960  

５．その他   －   190   11,284  

固定負債合計   173,530 7.5  108,497 4.8  271,797 10.0

負債合計   292,583 12.6  283,614 12.5  483,009 17.8

（少数株主持分）           

少数株主持分   7,362 0.3  － －  6,345 0.2

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,160,041 50.0  － －  1,202,036 44.2

Ⅱ　資本剰余金   1,108,006 47.8  － －  1,051,675 38.6

Ⅲ　利益剰余金   △53,469 △2.3  － －  △22,676 △0.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   △9,874 △0.4  － －  16,231 0.6

Ⅴ  自己株式   △185,220 △8.0  － －  △15,810 △0.6

資本合計   2,019,484 87.1  － －  2,231,456 82.0

負債・少数株主持分
及び資本合計

  2,319,429 100.0  － －  2,720,811 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   －   1,202,036   －  

２．資本剰余金   －   975,531   －  

３．利益剰余金   －   △63,572   －  

４．自己株式   －   △99,185   －  

株主資本合計   － －  2,014,809 88.6  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額金   －   △28,778   －  

評価・換算差額等合計   － －  △28,778 △1.3  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  3,988 0.2  － －

純資産合計   － －  1,990,020 87.5  － －

負債純資産合計   － －  2,273,634 100.0  － －
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(2)【四半期連結損益計算書】
  

 
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

           

Ⅰ　売上高 ※１  209,970 100.0  326,642 100.0  1,679,441 100.0

Ⅱ　売上原価   117,641 56.0  205,046 62.8  933,587 55.6

売上総利益   92,329 44.0  121,595 37.2  745,853 44.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  148,955 71.0  226,136 69.2  706,620 42.1

営業利益又は営業損失(△)   △56,625 △27.0  △104,541 △32.0  39,233 2.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  4,181   4,992   18,367   

２．受取配当金   60   60   152   

３．業務受託料  510   510   －   

４．その他  501 5,252 2.5 355 5,918 1.8 4,297 22,817 1.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  －   261   509   

２．持分法による投資損失  13,358   －   13,358   

３．投資組合投資損失  －   －   4,727   

４．為替差損  －   76   －   

５．自己株式取得費用  －   235   －   

６．その他  － 13,358 6.3 173 746 0.2 657 19,252 1.1

経常利益又は経常損失(△)   △64,731 △30.8  △99,369 △30.4  42,798 2.5

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  25   26,742   16,839   

２．訴訟和解金  －   700   －   

３．受取保険金  －   －   54,750   

４．役員退職慰労引当金戻入益  － 25 0.0 8,039 35,482 10.9 － 71,590 4.3

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ －   18   10,050   

２．投資有価証券評価損  229   8,728   229   

３．会員権評価損  －   －   700   

４．貸倒引当金繰入額  －   －   1,850   

５．合併費用  －   －   38,453   

６．役員弔慰金等  － 229 0.1 － 8,746 2.7 15,619 66,903 4.0

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前第１四半期純損失
(△)

  △64,936 △30.9  △72,634 △22.2  47,484 2.8

法人税、住民税及び事業税  1,465   1,485   6,178   

法人税等調整額  9,972 11,437 5.5 5,058 6,543 2.0 87,902 94,081 5.6

少数株主利益又は少数株主損失
(△)   28 0.0  △2,357 △0.7  △987 △0.1

第１四半期(当期)純損失   76,402 △36.4  76,820 △23.5  45,609 △2.7

－ 6 －



(3)【四半期連結剰余金計算書】

 

 

前第１四半期連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年６月30日）

前連結会計年度の

連結剰余金計算書

（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）

（資本剰余金の部）     

Ⅰ　資本剰余金期首残高  1,459,152  1,459,152

Ⅱ　資本剰余金減少高     

１．配当金 36,117  36,117  

２．当期未処理損失補填額 315,027  315,027  

３．自己株式処分差損 － 351,145 56,331 407,476

Ⅲ　資本剰余金第１四半期末(期末)残高  1,108,006  1,051,675

     

（利益剰余金の部）     

Ⅰ　利益剰余金期首残高  △292,094  △292,084

Ⅱ　利益剰余金増加高     

１．その他資本剰余金取崩額 315,027 315,027 315,027 315,027

Ⅲ　利益剰余金減少高     

１．第１四半期(当期)純損失 76,402 76,402 45,609 45,609

Ⅳ　利益剰余金第１四半期末(期末)残高  △53,469  △22,676

     

－ 7 －



(4)【四半期連結株主資本等変動計算書】

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）　　　　　　　　　　

株主資本 評価・換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日　残高　（千円） 1,202,036 1,051,675 △22,676 △15,810 2,215,224 16,231 16,231

当第1四半期連結会計期間中の変動額

損失の填補  △35,925 35,925  －   

剰余金の配当  △40,219   △40,219   

第1四半期純損失   △76,820  △76,820   

自己株式の取得    △83,375 △83,375   

株主資本以外の項目の当第1四半期

連結会計期間中の変動額（純額)
     △45,009 △45,009

当第1四半期連結会計期間中の変動額合計

(千円）
－ △76,144 △40,895 △83,375 △200,415 △45,009 △45,009

平成18年6月30日　残高　(千円） 1,202,036 975,531 △63,572 △99,185 2,014,809 △28,778 △28,778

少数株主持分 純資産合計

平成18年3月31日　残高　(千円） 6,345 2,237,801

当第1四半期連結会計期間中の変動額

損失の填補  －

剰余金の配当  △40,219

第1四半期純損失  △76,820

自己株式の取得  △83,375

株主資本以外の項目の当第1四半期

連結会計期間中の変動額（純額）
△2,357 △47,366

当第1四半期連結会計期間中の変動額合計

(千円）
△2,357 △247,781

平成18年6月30日　残高　(千円） 3,988 1,990,020

－ 8 －



(5)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】　　　
  

 

 
 
 
 

前第１四半期
連結会計期間

（自平成17年４月１日
至平成17年６月30日）

当第１四半期
連結会計期間

（自平成18年４月１日
至平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
（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） 金　額（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又は
税金等調整前第１四半期純損失(△)  △64,936 △72,634 47,484

減価償却費  25,844 12,764 76,486

のれん償却額  － 1,635 －

長期前払費用償却費  207 279 440

持分法による投資損失  13,358 － 13,358

貸倒引当金の減少額  △25 △26,742 △14,989

賞与引当金の減少額  △11,872 △10,628 △3,566

退職給付引当金の増加額又は減少額(△)  △484 530 2,860

役員退職慰労引当金の増加額又は減少額(△)  2,300 △161,735 14,730

受取利息及び受取配当金  △4,241 △5,052 △18,519

支払利息  － 261 509

投資組合投資損失  － － 4,727

為替差損益  △109 76 △332

訴訟和解金  － △700 －

受取保険金  － － △54,750

役員弔慰金等  － － 15,619

固定資産除却損  － 18 10,050

投資有価証券評価損  229 8,728 229

会員権評価損  － － 700

売上債権の減少額又は増加額(△)  110,450 227,571 △153,286

たな卸資産の増加額  △29,790 △9,834 △20,698

仕入債務の増加額又は減少額(△)  △42,457 △68,417 10,252

その他資産の減少額又は増加額(△)  △13,396 7,214 △23,642

その他負債の増加額又は減少額(△)  11,919 28,094 △33,073

未払消費税等の増加額又は減少額(△)  971 △8,970 11,806

小計  △2,033 △77,542 △113,603

利息及び配当金の受取額  7,435 5,368 21,675

利息の支払額  － △22 △672

訴訟和解金の受取額  － 700 －

保険金受取額  － － 87,435

役員弔慰金等の支払額  － － △15,619

法人税等の支払額  △7,267 △7,193 △13,510

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,866 △78,690 △34,294

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  － △420 △1,847

無形固定資産の取得による支出  △20,425 － △24,036

投資有価証券の取得による支出  － － △62,060

長期貸付けによる支出  － － △204

長期貸付金の回収による収入  5,200 224 6,725

敷金保証金の返還による収入  350 314 9,538

破産債権等の回収による収入  － 19,985 17,378

短期貸付による支出  － △150,000 －

短期貸付金の回収による収入  － 150,000 －

その他の投資活動による支出  △490 △717 △680

投資活動によるキャッシュ・フロー  △15,366 19,387 △55,187

－ 9 －



 

 
 
 
 

前第１四半期
連結会計期間

（自平成17年４月１日
至平成17年６月30日）

当第１四半期
連結会計期間

（自平成18年４月１日
至平成18年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
（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） 金　額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

   長期借入による収入  － 12,000 －

   長期借入金の返済による支出  － △600 －

株式の発行による収入  － － 41,994

自己株式の取得による支出  － △83,375 －

配当金の支払額  △22,643 △14,395 △36,073

財務活動によるキャッシュ・フロー  △22,643 △86,370 5,921

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  109 △76 332

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)  △39,766 △145,750 △83,227

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,252,705 1,207,078 1,252,705

Ⅶ 合併による現金及び現金同等物の増加高  － － 37,599

Ⅷ 現金及び現金同等物の第１四半期末(期末)残高 ※ 1,212,939 1,061,328 1,207,078

－ 10 －



四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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

(1)連結子会社の数　　１社

連結子会社名 

　㈱エアフォルク 

(1)連結子会社の数　　１社

連結子会社名 

　㈱エアフォルク 

(1)連結子会社の数　　１社 

連結子会社名 

　㈱エアフォルク

 (2)非連結子会社の数　０社 (2)非連結子会社の数　０社 (2)非連結子会社の数　０社

２．持分法の適用に関

する事項

(1)持分法適用会社数　１社

会社名

関連会社　ウェスコム㈱

(1)持分法適用会社数　０社

 

(1)持分法適用会社数　０社

　なお、ウェスコム㈱につ

いては平成17年7月1日に当

社と合併したため、持分法

の適用範囲から除外してお

ります。

 (2)持分法を適用していない関

連会社（㈱ロックハンドテク

ノロジー）は、第１四半期純

損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象か

ら除いても第１四半期連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、重要性がないため持分

法の適用範囲から除外してお

ります。

(2)　同　左 (2)持分法を適用していない関

連会社（㈱ロックハンドテク

ノロジー）は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、重要性がな

いため持分法の適用範囲から

除外しております。 

３．連結子会社の(第

１四半期)決算日等

に関する事項

連結子会社の第1四半期決算日

が第1四半期連結決算日と異な

る会社は次の通りです。

連結子会社の第1四半期決算日

が第1四半期連結決算日と異な

る会社は次の通りです。

連結子会社の決算日が連結決算

日と異なる会社は次のとおりで

す。

会　社　名 決算日

㈱エアフォルク 5月31日

　第１四半期連結財務諸表の作

成に当たっては、同決算日現在

の財務諸表を使用しており、連

結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な

調整を行っております。

会　社　名 決算日

㈱エアフォルク 5月31日

同　左

会　社　名 決算日

㈱エアフォルク 2月28日

　連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同決算日現在の財務諸表

を使用しており、連結決算日と

の間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っ

ております。

４．会計処理基準に関

する事項

(イ)重要な資産の評価基準及

び評価方法

　①有価証券

(イ)重要な資産の評価基準及び

評価方法

　①有価証券

(イ)重要な資産の評価基準及び

評価方法

　①有価証券

 　関連会社株式

　　移動平均法による原価法

　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)

　関連会社株式

　　同　左

　その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　同　左

　関連会社株式

　　同　左

　その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　同　左

－ 11 －



項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自  平成17年４月１日
至  平成18年３月31日）

 　時価のないもの

移動平均法による原価法

　時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合へ

の出資(証券取引法第2条

第2項により有価証券と

みなされるもの)につい

ては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて

入手可能な最近の決算書

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。

　時価のないもの

　　同　左

 　②たな卸資産

　　商品

　　移動平均法による原価法

　製品・仕掛品・原材料

　　総平均法による原価法

 ②たな卸資産

 　商品

　　同　左

 製品・仕掛品・原材料

　同　左

 ②たな卸資産

 　商品

同　左

製品・仕掛品・原材料 

同　左

 (ロ)重要な減価償却資産の減価

償却の方法

①有形固定資産

　法人税法に定める定率法

(ロ)重要な減価償却資産の減価

償却の方法

①有形固定資産

法人税法に定める定率法

（ただし、平成10年4月1日

以降に取得した建物(附属

設備を除く)については定

額法）

(ロ)重要な減価償却資産の減価

償却の方法

①有形固定資産

同　左

 ②無形固定資産

　市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販

売数量に基づく償却額と残

存有効期間に基づく均等配

分額とを比較し、いずれか

大きい額を計上する方法、

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。

 ②無形固定資産

　法人税法に定める定額

法。なお、市場販売目的

のソフトウェアについて

は、見込販売数量に基づ

く償却額と残存有効期間

に基づく均等配分額とを

比較し、いずれか大きい

額を計上する方法、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。

 ②無形固定資産

同　左

 (ハ)重要な引当金の計上基準

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。

(ハ)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同　左

(ハ)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同　左
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自  平成17年４月１日
至  平成18年３月31日）

 ②賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備

えるため、将来支給見込額

のうち当第１四半期連結会

計期間負担分を計上してお

ります。

②賞与引当金

　同　左

②賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備

えるため、将来支給見込額

のうち当連結会計年度負担

分を計上しております。

 ③退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給

付に備えるため、当第１四

半期連結会計期間末におけ

る退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき計上

しております。なお、当第

１四半期連結会計期間は年

金資産が退職給付債務を上

回りましたため、前払年金

費用（1,500千円）を計上

しております。

③退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給

付に備えるため、当第１四

半期連結会計期間末におけ

る退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき計上

しております。

③退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給

付に備えるため、当連結会

計年度末における退職給付

債務および年金資産の見込

額に基づき計上しておりま

す。

 ④役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労

金の支給に備えるため当社

役員退職慰労金規程に基づ

く要支給額を計上しており

ます。

④役員退職慰労引当金

同　左

④役員退職慰労引当金

　　同　左

  (ニ)その他第１四半期連結財

務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

 (ニ)その他第１四半期連結財

務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

 (ニ)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

 ①消費税等の会計処理

　税抜方式によっており

ます。

 ①消費税等の会計処理

同　左

 ①消費税等の会計処理

同　左

５．四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書

(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

償還期限の到来する短期投資

からなります。

　　同　左 　　同　左
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四半期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

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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）

  　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）が平成18

年3月31日以後終了する前連結会計年

度に係る財務諸表から適用されるこ

とになったことに伴い、当第1四半期

連結会計期間から同会計基準及び同

適用指針を適用しております。

　なお、これによる当第1四半期連結

会計期間の損益に与える影響はあり

ません。

　　　　　　　──

  　

（固定資産の減損に係る会計基準）

  固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」(企業会計審議

会 平成14年8月9日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第6号　平成

15年10月31日)を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

　　　　　　　──

  　

　

（連結貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等）

  　当第1四半期連結会計期間から「貸

借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

　平成17年12月9日　企業会計基準第

5号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会　平成17

年12月9日　企業会計基準適用指針第

8号）を適用しております。これによ

る当第１四半期連結会計期間の損益

に与える影響はありません。なお、

従来の「資本の部」合計に相当する

金額1,986,031千円であります。

　中間連結財務諸表等規則の改正に

よる連結貸借対照表の表示に関する

変更は以下のとおりであります。

　　　　　　　──

 

  １　前連結会計年度における「資本

の部」は、当第１四半期連結会計

期間から「純資産の部」となり、

「純資産の部」は「株主資本」及

び「評価・換算差額等」に分類し

て表示しております。 

  ２　前連結会計年度において独立掲

記しておりました「資本金」、

「資本剰余金」及び「利益剰余

金」は当第１四半期連結会計期間

においては「株主資本」の内訳科

目として表示しております。 
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  ３　前連結会計年度において「利益

剰余金」の次に表示しておりまし

た「その他有価証券評価差額金」

は、当第１四半期連結会計期間か

ら「評価・換算差額等」の内訳科

目として表示しております。

  ４　前連結会計年度における「少数

株主持分」は、当第1四半期連結会

計期間から「純資産の部」の内訳

科目として記載しております。

　　　　　　　──

  　

　

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正）

  　当第1四半期連結会計期間から、改

正後の「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　最終改正平成17年12

月27日　企業会計基準第1号）及び

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会　最終改正平成17

年12月27日　企業会計基準適用指針

第2号）を適用しております。これに

よる当第１四半期会計期間の損益に

与える影響はありません。なお、中

間連結財務諸表等規則の改正による

貸借対照表の表示に関する変更は以

下のとおりであります。

　前連結会計年度において資本に対

する控除項目として「資本の部」の

末尾に表示しておりました「自己株

式」は、当第１四半期連結会計期間

から「株主資本」に対する控除項目

として「株主資本」の末尾に表示し

ております。

　　　　　　　──
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表示方法の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年4月１日

至　平成17年6月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年4月１日
至　平成18年6月30日）

(第１四半期連結貸借対照表）

  前第１四半期連結会計期間末まで区分掲記しておりま

した「繰延税金資産」(固定)は、資産の総額の100分の5

以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含

めて表示することにしました。なお、当第１四半期連結

会計期間末の「繰延税金資産」(固定)は682千円でありま

す。

　　　　　　　　　　　──

 

追加情報

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　　　　　　　　──

 

　

（サポート契約に係る売上計上基準)

　サポート契約は、従来契約時に売上

計上しておりましたが、金額的重要性

が増してきたため、前連結会計年度の

下期より契約期間の経過に対応して売

上計上することとしました。この結果、

当第1四半期連結会計期間と同一の方

法によった場合に比較して、前第1四

半期連結会計期間の営業損失、経常損

失、税金等調整前当期純損失はそれぞ

れ、3,954千円少なく計上されており

ます。

（サポート契約に係る売上計上基準）

　サポート契約は、従来契約時に売上

計上しておりましたが、金額的重要性

が増してきたため、当連結会計年度よ

り契約期間の経過に対応して売上計上

することとしました。この結果、従来

の方法によった場合に比較して営業利

益、経常利益、税金等調整前当期純利

益はそれぞれ、22,595千円少なく計上

されております。

　なお、当下期以降に金額的重要性の

増加が認められたため、当連結会計年

度からの変更することとしました。ま

た、当中間連結会計期間においては、

当該処理方法により計上した場合に比

べて営業損失、経常損失、税金等調整

前中間純損失は13,059千円少なく計上

されております。

注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
(平成17年６月30日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成18年６月30日)

前連結会計年度
（平成18年3月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、91,619千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、128,082千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、126,884千円であります。

※２．消費税等の取扱い

　 仮払消費税等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。

※２．消費税等の取扱い

　　　同　左

※２.         ──
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（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．当社グループの売上高は、通常

の営業形態として、上半期に比べ下

半期に受注製作する割合が大きいた

め、連結会計年度の上半期の売上高

と下半期の売上高との間に著しい相

違があり、上半期と下半期の業績に

季節的変動があります。

※１．　同　左 ※１.         ──

※２．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次の通りであ

ります。

 千円

給与手当 36,446

賞与引当金繰入額 5,894

役員退職慰労引当金繰入額 2,300

研究開発費   11,748

販売促進費   29,841

※２．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次の通りであ

ります。

 千円

役員報酬 22,628

給与手当 45,405

賞与引当金繰入額 3,480

役員退職慰労引当金繰入額 3,895

研究開発費   40,643

販売促進費   21,013

※２．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次の通りであ

ります。

 千円

役員報酬 80,584

給与手当 147,452

賞与引当金繰入額 4,668

役員退職慰労引当金繰入額 14,730

研究開発費   126,080

販売促進費 97,061

※３．         ── ※３．固定資産除却損は、工具器具備

品の除却によるものであります。

※３．固定資産除却損の内訳は、次の

通りであります。

 千円

建物及び構築物 112

工具器具備品 433

ソフトウェア 9,504

　　　　　　計 10,050

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期連結会計期間(自　平成18年4月1日　至　平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　

株式の種類 前連結会計年度 増加 減少 当第１四半期連結会計期間末

普通株式(株） 5,404,592 － － 5,404,592

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度 増加 減少 当第１四半期連結会計期間末

普通株式(株） 41,998 125,000 － 166,998

　（変動事由の概要）

　　　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　　　取締役会決議による取得による増加　　　　125,000株

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たりのの金額 基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 40,219千円  　　　　7.5円 平成18年3月31日 平成18年6月29日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

該当事項はありません。 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日

　　至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

※．現金及び現金同等物の第１四半期

期末残高と第１四半期連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との

関係

※．現金及び現金同等物の第１四半期

期末残高と第１四半期連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との

関係

※．現金及び現金同等物の当期末残高

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6月30日）

現金及び預金勘定 126,544千円

取得日から3ヶ月

以内に償還期限

の到来する短期

投資（有価証券）  1,086,394千円

現金及び現金同等物 1,212,939千円

（平成18年6月30日）

現金及び預金勘定 319,286千円

取得日から3ヶ月

以内に償還期限

の到来する短期

投資（有価証券）  742,041千円

現金及び現金同等物 1,061,328千円

（平成18年3月31日）

現金及び預金勘定 265,149千円

取得日から3ヶ月

以内に償還期限

の到来する短期

投資（有価証券）  941,928千円

現金及び現金同等物 1,207,078千円

  　２．重要な非資金取引の内容

　　当連結会計年度に合併したウェ

スコム株式会社より引継いだ資産

及び負債の主な内訳は以下のとお

りであります。

流動資産 112,348千円

固定資産 184,491千円

資産合計 296,839千円

流動負債 74,671千円

固定負債 71,396千円

負債合計 146,068千円

　　なお、合併に際して使用した代

用自己株式は169,409千円、抱合

せ株式は70,457千円であります。

（リース取引関係）

 　該当事項はありません。
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（有価証券関係）

前第１四半期連結会計期間末（平成17年6月30日現在）

　１．その他有価証券で時価のあるもの  

 取　得　原　価（千円）
第１四半期連結貸借対照表計上額

　　　　　　　　　　（千円）
差 　 額（千円）

(1) 株式 8,060 9,500 1,440

(2）債券    

　①　国債・地方債等 － － －

　②　社債 214,048 202,733 △11,314

　③　その他 － － －

(3) その他 － － －

　　合　　　　計 222,108 212,233 △9,874

　２．時価のない主な有価証券の内容  

 第１四半期連結貸借対照表計上額（千円)

(1) その他有価証券  

　　マネー・マネージメント・ファンド 880,806

　　フリー・ファイナンシャル・ファンド 205,587

　　投資事業組合出資金 100,000

　　非上場株式 11,124

合　　　　　　　　計 1,197,519

当第１四半期連結会計期間末（平成18年6月30日現在）

　１．その他有価証券で時価のあるもの  

 取　得　原　価（千円）
第１四半期連結貸借対照表計上額

　　　　　　　　　　（千円）
差 　 額（千円）

(1) 株式 8,060 11,220 3,160

(2）債券    

　①　国債・地方債等 － － －

　②　社債 224,608 196,589 △28,018

　③　その他 － － －

(3) その他 51,500 47,580 △3,920

　　合　　　　計 284,168 255,389 △28,778

　２．時価のない主な有価証券の内容  

 第１四半期連結貸借対照表計上額（千円)

(1) その他有価証券  

　　マネー・マネージメント・ファンド 692,010

　　フリー・ファイナンシャル・ファンド 50,031

　　投資事業組合出資金 95,272

　　非上場株式 2,396

合　　　　　　　　計 839,710
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前連結会計年度（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  

 取　得　原　価（千円） 連結貸借対照表計上額(千円) 差 　 額（千円）

(1) 株式 8,060 10,100 2,040

(2）債券    

　①　国債・地方債等 － － －

　②　社債 224,608 248,723 24,115

　③　その他 － － －

(3) その他 51,500 52,670 1,170

　　合　　　　計 284,168 311,493 27,325

　２．時価のない主な有価証券の内容  

 連結貸借対照表計上額(千円)

(1) その他有価証券  

　　マネー・マネージメント・ファンド 841,902

　　フリー・ファイナンシャル・ファンド 100,026

　　投資事業組合出資金 95,272

　　非上場株式 11,124

合　　　　　　　　計 1,048,326

（デリバティブ取引関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年4月1日  至　平成17年6月30日）、当第１四半期連結会計期間　（自　平

成18年4月1日  至　平成18年6月30日）及び前連結会計年度（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行っておりませんので、該当事項はありません。

（セグメント情報）

１．【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年4月1日  至　平成17年6月30日）、当第１四半期連結会計期間　（自　平

成18年4月1日  至　平成18年6月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

当連結グループは通信・リアルタイム0S関連製品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する製品等の製

造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

２．【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年4月1日  至　平成17年6月30日）、当第１四半期連結会計期間　（自　平

成18年4月1日  至　平成18年6月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 　　　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、当該当事項はありません。

３．【海外売上高】

前第１四半期連結会計期間（自　平成17年4月1日  至　平成17年6月30日）、当第１四半期連結会計期間　（自　平

成18年4月1日  至　平成18年6月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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  419円36銭

１株当たり第1四半期純損
失金額

15円87銭

１株当たり純資産額   379円19銭

１株当たり第1四半期純損
失金額

  14円59銭

1株当たり純資産額   416円12銭

1株当たり当期純損失金額    8円77銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益金額については、1株

当たり第１四半期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益金額については、1株

当たり第１四半期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）算定上の基礎

　　　１.１株当たり純資産額

 
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

純資産の部合計額 (千円) － 1,990,020 －

普通株式に係る純資産額（千円） － 1,986,031 －

純資産の部の合計額と1株当たり純資

産額の算定に用いられた普通株式に

係る第1四半期連結会計期間(連結会

計年度）末の純資産額との差額 

(千円）

－ 3,988 －

普通株式の発行済株式数（千株） － 5,404 －

普通株式の自己株式数（千株） － 166 －

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数（千株）
－ 5,237 －

　　２.１株当たり第１四半期（当期）純損失金額

 
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第1四半期(当期)純損失 (千円) 76,402 76,820 45,609

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る第１四半期(当期)

純損失 (千円）
76,402 76,820 45,609

期中平均株式数（千株） 4,815 5,263 5,202

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益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。なお、

この新株予約権は合併に

よりウェスコム株式会社

から承継したものであり、

平成17年9月30日におい

てすべて行使されており

ます。
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（重要な後発事象）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社とウェスコム株式会社は平成17

年3月25日に、合併契約を締結し、当該

合併契約は平成17年5月20日開催の当社

とウェスコム株式会社の臨時株主総会

において、それぞれ承認されましたの

で、平成17年7月1日をもって合併し、

新会社名を「エルミック・ウェスコム

株式会社」といたしました。 

　合併に関する事項の概要は以下のと

おりです。

(1）合併期日　　

　平成17年7月1日

(2）合併方式　　

　当社を存続会社とする吸収合併

方式であります。 

(3）合併比率　　　　　

  ウェスコム株式会社の普通株式

１株に対して、当社の普通株式６

株を割当て交付します。ただし、

当社が所有するウェスコム株式会

社の普通株式25,000株には割当て

交付しないこととします。

　　　　　　　　── 　　当社は、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4月20

日に下記の通り自己株式を取得しまし

た。

(1）取得理由　

　機動的な資本政策の遂行を可能

とするため　

(2）取得した株式の種類

　当社普通株式

(3）取得した株式の総数　

　125,000株

(4）取得価額　

　83,375,000円

(5）取得方法

　東京証券取引所のToSTNet-2(終

値取引)による買付け

(4）合併交付金　

　合併交付金の支払はありません。

(5）合併により発行する株式　　

　合併に際して、ウェスコム株式

会社の株主に割当てる普通株式は、

450,000株であります。なお、新株

の発行に代えて当社の所有する自

己株式を移転するものとします。

(6）配当起算日　

　当社がウェスコム株式会社の株

主に移転する株式にかかる配当起

算日は、平成17年4月1日でありま

す。

(7）財産の引継

　合併期日においてウェスコム株

式会社の資産、負債及び権利義務

の一切を引き継ぐ。

　なお、ウェスコム株式会社の平

成17年6月30日現在の財務状態は次

のとおりであります。

　資産合計 324,707千円

　負債合計 145,864千円

　資本合計 178,842千円

５．【そ　の　他】 

　　該当事項はありません。
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(財)財務会計基準機構会員  

平成19年３月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 平成18年８月11日

上場会社名　エルミック・ウェスコム株式会社 （コード番号：４７７０　東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.elwsc.co.jp/　）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　村島　一彌 ＴＥＬ：（０４５）６５０―４５００

責任者役職・氏名　取締役管理担当　安藤　貴三男  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　無

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日　～　平成18年6月30日）

(1）経営成績の進捗状況                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期第１四半期 320 59.5 △96 － △91 － △70 －

18年３月期第１四半期 200 △13.8 △58 － △49 － △60 －

（参考）18年３月期 1,609 32.4 32 － 53 － △35 －

１株当たり四半期（当期）
純利益

円 銭

19年３月期第１四半期 △13 48

18年３月期第１四半期 △12 49

（参考）18年３月期 △6 91

　（注）　売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

(2）財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期第１四半期 2,296 2,034 88.6 388 53

18年３月期第１四半期 2,303 2,012 87.4 417 97

（参考）18年３月期 2,752 2,274 82.6 424 15

３．平成19年３月期の業績予想（平成18年4月1日　～　平成19年3月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 840 △74 △65

通　期 2,000 30 48

　（参考）　１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 8円95銭

４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 ― ― ― 7.5 ― 7.5

19年３月期（実績） ― ― ― ― ― ―

19年3月期（予想） ― ― ― 7.5 ― 7.5
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４．【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

前第１四半期会計期間末

(平成17年6月30日)

当第１四半期会計期間末

(平成18年6月30日)

前事業年度の

要約貸借対照表

（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

(％）
金額（千円）

構成比

(％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産 　           

１．現金及び預金  118,844   305,210   260,002   

２．受取手形       95,460   187,907   163,760   

３．売掛金  187,663   215,801   447,960   

４．有価証券  1,086,394   742,041   941,928   

５．たな卸資産  109,283   116,799   117,134   

６．その他  80,860   92,349   103,487   

    貸倒引当金  △100   △100   △100   

流動資産合計   1,678,407 72.8  1,660,009 72.3  2,034,174 73.9

Ⅱ  固定資産           

１．有形固定資産  ※１ 16,225   99,801   100,665   

２．無形固定資産  110,884   117,395   133,030   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  323,358   353,058   417,890   

(2) 破産債権等  247,774   193,194   219,820   

(3) その他  165,753   70,005   70,376   

    貸倒引当金  △238,429   △197,129   △223,755   

投資その他の資産合計  498,457   419,129   484,332   

固定資産合計   625,567 27.2  636,326 27.7  718,028 26.1

資産合計   2,303,974 100.0  2,296,336 100.0  2,752,202 100.0
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前第１四半期会計期間末

(平成17年6月30日)

当第１四半期会計期間末

(平成18年6月30日)

前事業年度の

要約貸借対照表

（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

(％）
金額（千円）

構成比

(％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債       

１．買掛金  31,388   34,059   103,704   

２．未払法人税等  2,830   2,668   9,873   

３．賞与引当金  19,910   17,587   28,216   

４．その他　　　  ※２ 63,522   107,538   64,073   

流動負債合計   117,652 5.1  161,853 7.1  205,867 7.5

Ⅱ  固定負債           

１．社債  －   42,000   42,000   

２．退職給付引当金  －   33,082   32,552   

３．役員退職慰労引当金  173,530   24,225   185,960   

４．その他  －   190   11,284   

固定負債合計   173,530 7.5  99,497 4.3  271,797 9.9

負債合計   291,182 12.6  261,350 11.4  477,664 17.4

（資本の部）           

Ⅰ  資本金   1,160,041 50.3  － －  1,202,036 43.7

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  773,486   －   300,000   

２．その他資本剰余金  334,520   －   808,006   

資本剰余金合計   1,108,006 48.1  － －  1,108,006 40.2

Ⅲ  利益剰余金           

１．第１四半期(当期)未処理

    損失
 60,161   －   35,925   

利益剰余金合計   △60,161 △2.6  － －  △35,925 △1.3

Ⅳ  その他有価証券評価差額金   △9,874 △0.4  － －  16,231 0.6

Ⅴ　自己株式   △185,220 △8.0  － －  △15,810 △0.6

資本合計   2,012,792 87.4  － －  2,274,538 82.6

負債・資本合計   2,303,974 100.0  － －  2,752,202 100.0
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前第１四半期会計期間末

(平成17年6月30日)

当第１四半期会計期間末

(平成18年6月30日)

前事業年度の

要約貸借対照表

（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

(％）
金額（千円）

構成比

(％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,202,036 52.4  － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   300,000   －   

(2）その他資本剰余金  －   731,862   －   

資本剰余金合計   － －  1,031,862 44.9  － －

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   △70,948   －   

利益剰余金合計   － －  △70,948 △3.1  － －

４．自己株式   － －  △99,185 △4.3  － －

株主資本合計   － －  2,063,763 89.9  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額金   － －  △28,778 △1.3  － －

評価・換算差額等合計   － －  △28,778 △1.3  － －

純資産合計   － －  2,034,985 88.6  － －

負債純資産合計   － －  2,296,336 100.0  － －
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(2)【四半期損益計算書】

       

前第１四半期会計期間

（自　平成17年4月１日

至　平成17年6月30日）

当第１四半期会計期間

（自　平成18年4月１日

至　平成18年6月30日）

前事業年度の

要約損益計算書

（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

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

           

Ⅰ　売上高　　　 ※１  200,768 100.0  320,203 100.0  1,609,299 100.0

Ⅱ　売上原価   118,195 58.9  199,572 62.3  893,456 55.5

売上総利益   82,572 41.1  120,630 37.7  715,843 44.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   141,404 70.4  217,041 67.8  683,671 42.5

営業利益又は営業損失(△)   △58,831 △29.3  △96,410 △30.1  32,171 2.0

Ⅳ  営業外収益　 ※２  9,127 4.5  5,918 1.8  26,692 1.7

Ⅴ  営業外費用　 ※３  － －  650 0.2  5,862 0.4

経常利益又は経常損失(△)   △49,704 △24.8  △91,143 △28.5  53,001 3.3

Ⅵ  特別利益 　　 ※４  － －  35,365 11.0  71,653 4.5

Ⅶ  特別損失  　 ※５  229 0.1  8,746 2.7  66,903 4.2

税引前当期利益又は税引前第

１四半期純損失(△)
  △49,933 △24.9  △64,524 △20.2  57,751 3.6

法人税、住民税及び事業税  1,420   1,440   5,995   

法人税等調整額  8,807 10,227 5.1 4,984 6,424 2.0 87,681 93,676 5.8

第１四半期(当期)純損失   60,161 △30.0  70,948 △22.2  35,925 △2.2

第１四半期(当期)未処理損失   60,161   －   35,925  
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(3)【四半期株主資本等変動計算書】

当第１四半期会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）　　　　　　　　　　　　　

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日　残高　(千円） 1,202,036 300,000 808,006 1,108,006 △35,925 △35,925 △15,810 2,258,307

当第1四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当   △40,219 △40,219    △40,219

損失の填補   △35,925 △35,925 35,925 35,925  －

第1四半期純損失     △70,948 △70,948  △70,948

自己株式の取得       △83,375 △83,375

株主資本以外の項目の当第1四半期

会計期間中の変動額(純額)
        

当第1四半期会計期間中の変動額合計

(千円）
－ － △76,144 △76,144 △35,023 △35,023 △83,375 △194,543

平成18年6月30日　残高　(千円） 1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 △70,948 △70,948 △99,185 2,063,763

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高　(千円） 16,231 16,231 2,274,538

当第1四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当   △40,219

損失の填補   －

第1四半期純損失   △70,948

自己株式の取得   △83,375

株主資本以外の項目の第1四半期会計

期間中の変動額（純額）
△45,009 △45,009 △45,009

当第1四半期会計期間中の変動額合計

(千円）
△45,009 △45,009 △239,552

平成18年6月30日　残高　(千円） △28,778 △28,778 2,034,985
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成17年4月１日
至　平成17年6月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年4月１日
至　平成18年6月30日）

前事業年度
（自　平成17年4月１日
至　平成18年3月31日）

１.資産の評価基

準及び評価方法

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同　左

子会社株式及び関連会社株式

同　左

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）

その他有価証券

時価のあるもの

  同　左

　

その他有価証券

時価のあるもの

  同　左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

移動平均法による原価法

  なお、投資事業組合へ

の出資(証券取引法第2

条第2項により有価証券

とみなされるもの)につ

いては、組合契約に規定

される決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決算

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。

時価のないもの

同　左

(2)たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

(2)たな卸資産

商品

同　左

(2)たな卸資産

商品

同　左

製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法

製品・仕掛品・原材料

同　左

製品・仕掛品・原材料

同　左

２.固定資産の減

価償却の方法

(1)有形固定資産

法人税法に定める定率法

(1)有形固定資産

  法人税法に定める定率法

（ただし、平成10年4月1日

以降に取得した建物(附属設

備を除く)については定額

法）

(1)有形固定資産

同　左

(2)無形固定資産

　市場販売目的のソフトウェ

アについては、見込販売数量

に基づく償却額と残存有効期

間に基づく均等配分額とを比

較し、いずれか大きい額を計

上する方法、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

  法人税法に定める定額法。

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売

数量に基づく償却額と残存有

効期間に基づく均等配分額と

を比較し、いずれか大きい額

を計上する方法、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。

(2)無形固定資産

同　左
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成17年4月１日
至　平成17年6月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年4月１日
至　平成18年6月30日）

前事業年度
（自　平成17年4月１日
至　平成18年3月31日）

３.引当金の計上

基準

(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。

(1)貸倒引当金

同　左

(1)貸倒引当金

同　左

(2)賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備え

るため、将来支給見込額のう

ち当第１四半期会計期間負担

分を計上しております。

(2)賞与引当金

同　左

(2)賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備え

るため、将来支給見込額の当

期負担分を計上しております。

(3)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当第１四半期会計期間

末における退職給付債務およ

び年金資産の見込額に基づき

計上しております。なお、当

第１四半期会計期間は年金資

産が退職給付債務を上回りま

したため、前払年金費用

（1,500千円）を計上してお

ります。

(3)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当第１四半期会計期間

末における退職給付債務およ

び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

(3)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき計上してお

ります。

(4)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に

備えるため役員退職慰労金規

程に基づく要支給額を計上し

ております。

(4)役員退職慰労引当金

同　左

(4)役員退職慰労引当金

同　左

４.その他四半期

財務諸表(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

　税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同　左

 

(1)消費税等の会計処理

同　左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

  　固定資産の減損に係る会計基準
(「固定資産の減損に係る会計基準の
設定に関する意見書」（企業会計審
議会　平成14年8月9日))及び「固定
資産の減損に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第6号　
平成15年10月31日)が平成18年3月31
日以後終了する事業年度に係る財務
諸表から適用されることになったこ
とに伴い、当第1四半期会計期間から
同会計基準及び同適用指針を適用し
ております。
　なお、これによる当第1四半期会計
期間の損益に与える影響はありませ
ん。

　　　　　　　──

  　

（固定資産の減損に係る会計基準）

  固定資産の減損に係る会計基準
(「固定資産の減損に係る会計基準の
設定に関する意見書」(企業会計審議
会 平成14年8月9日))及び「固定資産
の減損に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第6号　平成
15年10月31日)を適用しております。
これによる損益に与える影響はあり
ません。 

　　　　　　　──

  　

　

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

  　当第1四半期会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平

成17年12月9日　企業会計基準第5

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会　平成17

年12月9日　企業会計基準適用指針第

8号）を適用しております。これによ

る当第１四半期会計期間の損益に与

える影響はありません。なお、従来

の「資本の部」合計に相当する金額

2,034,985千円であります。

　中間財務諸表等規則の改正による

貸借対照表の表示に関する変更は以

下のとおりであります。

  １　前事業年度における「資本の部」

は、当第１四半期会計期間から

「純資産の部」となり、「純資産

の部」は「株主資本」及び「評

価・換算差額等」に分類して表示

しております。 

  ２　前事業年度において独立掲記し

ておりました「資本金」、「資本

剰余金」及び「利益剰余金」は当

第１四半期会計期間においては

「株主資本」の内訳科目として表

示しております。 

　　　　　　　──
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前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  ３　前事業年度において「利益剰余

金」の内訳科目として表示してお

りました「当期未処理損失」は、

当第１四半期会計期間から「その

他利益剰余金」の内訳科目である

「繰越利益剰余金」として表示し

ております。

  ４　前事業年度において「利益剰余

金」の次に表示しておりました

「その他有価証券評価差額金」は、

当第１四半期会計期間から「評

価・換算差額等」の内訳科目とし

て表示しております。

　　　　　　　──

  　

　

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正）

  　当第1四半期会計期間から、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　最終改正平成17年12月27

日　企業会計基準第1号）及び「自己

株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会　最終改正平成17年12月

27日　企業会計基準適用指針第2号）

を適用しております。これによる当

第１四半期会計期間の損益に与える

影響はありません。なお、中間財務

諸表等規則の改正による貸借対照表

の表示に関する変更は以下のとおり

であります。

　前事業年度において資本に対する

控除項目として「資本の部」の末尾

に表示しておりました「自己株式」

は、当第１四半期会計期間から「株

主資本」に対する控除項目として

「株主資本」の末尾に表示しており

ます。

　　　　　　　──
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表示方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成17年4月１日

至　平成17年6月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年4月１日
至　平成18年6月30日）

（第１四半期貸借対照表）

 「投資有価証券」は、前第１四半期会計期間まで、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました

が、当第１四半期会計期間末において資産の総額の100分

の5を超えたため区分掲記しました。

　なお、前第１四半期会計期間末の「投資有価証券」の

金額は、135,214千円であります。

       　　　　　　　 ──

追加情報

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　 　　　　　　──

 

　

（サポート契約に係る売上計上基準）

  　サポート契約は、従来契約時に売

上計上しておりましたが、金額的重

要性が増してきたため、前事業年度

の下期より契約期間の経過に対応し

て売上計上することとしました。こ

の結果、当第１四半期会計期間と同

一の方法によった場合に比較して前

第１四半期会計期間の営業損失、経

常損失、税引前当期純損失はそれぞ

れ、3,954千円少なく計上されており

ます。

（サポート契約に係る売上計上基準）

  サポート契約は、従来契約時に売

上計上しておりましたが、金額的重

要性が増してきたため、当期より契

約期間の経過に対応して売上計上す

ることとしました。この結果、従来

の方法によった場合に比較して営業

利益、経常利益、税引前当期純利益

はそれぞれ、22,595千円少なく計上

されております。なお、当下期以降

に金額的重要性の増加が認められた

ため、当期から変更することとしま

した。また、当中間会計期間におい

ては、当該処理方法により計上した

場合に比べて営業損失、経常損失、

税引前中間純損失は13,059千円少な

く計上されております。

注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
(平成17年６月30日)

当第１四半期会計期間末
(平成18年６月30日)

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、90,430千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、126,662千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、125,547千円であります。

※２．消費税等の取扱い

　仮払消費税等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。

※２．消費税等の取扱い

　同左

※２．        ──
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（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．当社の売上高は、通常の営業形

態として、上半期に比べ下半期に受

注製作する割合が大きいため、事業

年度の上半期の売上高と下半期の売

上高との間に著しい相違があり、上

半期と下半期の業績に季節的変動が

あります。

※１．同左 ※１．         ──

※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 35千円

有価証券利息 4,145千円

受取配当金 3,185千円

業務受託料 1,260千円

※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 386千円

有価証券利息 4,606千円

受取配当金 60千円

業務受託料 510千円

※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 95千円

有価証券利息 18,271千円

受取配当金 3,277千円

業務受託料 2,790千円

※３．         ──　 ※３．営業外費用のうち主要なもの

社債利息 218千円

自己株式取得費用 235千円

※３．営業外費用のうち主要なもの

社債利息 509千円

新株発行費 595千円

投資組合投資損失 4,727千円

※４．         ── ※４．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 26,626千円

役員退職慰労引当金戻入益 8,039千円

訴訟和解金 700千円

※４．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 16,903千円

受取保証金 54,750千円

※５．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 229千円

※５．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 8,728千円

※５．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 10,050千円

貸倒引当金繰入額 1,850千円

会員権評価損 700千円

合併費用 38,453千円

役員弔慰金等 15,619千円

６．減価償却実施額

有形固定資産 761千円

無形固定資産 25,287千円

６．減価償却実施額

有形固定資産 1,466千円

無形固定資産 15,635千円

６．減価償却実施額

有形固定資産 5,809千円

無形固定資産 81,636千円

（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期会計期間(自　平成18年4月1日　至　平成18年６月30日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度 増加 減少 当第１四半期会計期間末

普通株式(株） 41,998 125,000 － 166,998

　（変動事由の概要）

　　　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　　　取締役会決議による取得による増加　　　　125,000株

（有価証券関係）

　前第１四半期会計期間、当第１四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。
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（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（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  417円97銭

１株当たり第１四半期純
損失金額

12円49銭

１株当たり純資産額   388円53銭

１株当たり第１四半期純
損失金額

  13円48銭

１株当たり純資産額 424円15銭

１株当たり当期純損失金額   6円91銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益金額については、１株

当たり第１四半期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益金額については、１株

当たり第１四半期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）算定上の基礎

　　　１.１株当たり純資産額

 
前第１四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

純資産の部合計額 (千円) － 2,034,985 －

普通株式に係る純資産額（千円） － 2,034,985 －

純資産の部の合計額と1株当たり純資
産額の算定に用いられた普通株式に
係る第1四半期会計期間（事業年度）
末の純資産額との差額 (千円）

－ － －

普通株式の発行済株式数（千株） － 5,404 －

普通株式の自己株式数（千株） － 166 －

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株）

－ 5,237 －

　　　２.１株当たり第１四半期（当期）純損失金額

 
前第１四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第１四半期(当期)純損失（千円） 60,161 70,948 35,925

普通株主に帰属しない金額（千円) － － －

普通株式に係る第１四半期(当期)純
損失（千円）

60,161 70,948 35,925

期中平均株式数（千株） 4,815 5,263 5,202

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり第１四半期（当

期）純利益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。なお、

この新株予約権は合併に

よりウェスコム株式会社

から承継したものであり、

平成17年9月30日において

すべて行使されておりま

す。

－ 35 －



（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  当社とウェスコム株式会社は平成17年

3月25日に、合併契約を締結し、当該合

併契約は平成17年5月20日開催の当社と

ウェスコム株式会社の臨時株主総会にお

いて、それぞれ承認されましたので、平

成17年7月1日をもって合併し、新会社名

を「エルミック・ウェスコム株式会社」

といたしました。 

　合併に関する事項の概要は以下のとお

りです。

(1）合併期日　　

　平成17年7月1日

(2）合併方式　　

　当社を存続会社とする吸収合併方

式であります。 

(3）合併比率　　　　　

  ウェスコム株式会社の普通株式1株

に対して、当社の普通株式6株を割当

て交付します。ただし、当社が所有

するウェスコム株式会社の普通株式

25,000株には割当て交付しないこと

とします。

　　　　　　　　──

 

　　当社は、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4月20

日に下記の通り自己株式を取得しまし

た。

(1）取得理由　

　機動的な資本政策の遂行を可能

とするため　

(2）取得した株式の種類

　当社普通株式

(3）取得した株式の総数　

　125,000株

(4）取得価額　

　83,375,000円

(5）取得方法

　東京証券取引所のToSTNet-2(終

値取引)による買付け

(4）合併交付金　

　合併交付金の支払はありません。

(5）合併により発行する株式　　

　合併に際して、ウェスコム株式会

社の株主に割当てる普通株式は、

450,000株であります。なお、新株の

発行に代えて当社の所有する自己株

式を移転するものとします。

(6）配当起算日　

　当社がウェスコム株式会社の株主

に移転する株式にかかる配当起算日

は、平成17年4月1日であります。

(7）財産の引継

　合併期日においてウェスコム株式

会社の資産、負債及び権利義務の一

切を引き継ぐ。

　なお、ウェスコム株式会社の平成

17年6月30日現在の財務状態は次のと

おりであります。

　資産合計 324,707千円

　負債合計 145,864千円

　資本合計 178,842千円

５．【その他】

　該当事項はありません。
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