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１．平成18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 1,348 △34.1 △30 △130.3 △31 △122.6

17年６月中間期 2,046 － 101 － 138 －

17年12月期 3,685 143 147

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年６月中間期 △17 △120.2 △1,854 59 － －

17年６月中間期 85 － 55,765 87 － －

17年12月期 86 17,750 69 15,663 74
（注）①持分法投資損益 18年６月中間期 －百万円 17年６月中間期 －百万円 17年12月期 －百万円

②期中平均株式数 18年６月中間期 9,315株 17年６月中間期 1,534株 17年12月期 4,847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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）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 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

18年６月中間期 1,485 986 66.4 104,263 05

17年６月中間期 1,454 415 28.6 271,045 34

17年12月期 1,629 974 59.8 106,724 45
（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 9,464.44株 17年６月中間期 1,534株 17年12月期 9,127.44株

②期末自己株式数 18年６月中間期 －株 17年６月中間期 －株 17年12月期 －株

(3）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６月中間期 △134 △49 78 82

17年６月中間期 △324 △97 87 64

17年12月期 △347 △190 326 187

２．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通期 3,000 17 10 300 00 300 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　1,056円59銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

３．配当状況

１株当たり配当金（円）

 中間期末  期末  年間

17年12月期 － 1,500 1,500

18年12月期（実績） － －
300

18年12月期（予想） － 300
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１．企業集団の状況
 

  当社には、子会社、関連会社及びその他の関係会社がありませんので、当社単体の状況について記載しております。

　当社は、ネットワーク関連商品を評価・検証し、それら商品に技術サポート及びネットワークの設計・構築・保守等の

一環したサービスを提供するネットワークインテグレーション事業を行っております。

　具体的には、ネットワーク関連商品の販売であるネットワークソリューション事業とサービスを提供するネットワーク

サービス事業とに区分されます。

 

事業部門 製品分野 主要取扱製品

 

 ネットワークソリューション事業

 

インフラ・ネットワーク製品
スイッチ、ルータ、無線LAN、ケーブリ

ング

セキュリティ製品
ファイアウォール/VPN、ウイルス・ス

パム対策

認証・アプリケーション製品 帯域制御、ログ監視・分析、認証系

 ネットワークサービス事業
コンサルティングと提案、設置・構築、

技術サポート、保守

設置、構築、サポート、保守、遠隔監

視、管理分析、業務受託等

 

　部門別の事業内容は次のとおりであります。

 

(1)ネットワークソリューション事業

　当社は、特定メーカに依存しないマルチベンダ対応を基本方針とし、顧客のニーズに合わせて各ネットワーク関連商品

を構成し、通信事業者や一般企業向けにネットワークソリューション事業として提供しております。ネットワーク関連商

品のマーケットは、海外メーカの商品が圧倒的なシェアを占め、技術革新が急速な勢いで進んでいる点にその特徴がござ

いますが、当社では創業当初より「日本に紹介されていない技術力を持った商品によって顧客を啓蒙し、新しいマーケッ

トを確立する」という戦略をかかげ、様々な海外メーカの開拓を積極的に行っております。

　

(2)ネットワークサービス事業

　当社は、最適なネットワークを顧客にご利用いただくためのコンサルティング、提案商品の設置、提案システムの構築

サービス、導入を行ったネットワークの安定稼動をサポートする技術サポート及びハードウェア保守などをネットワーク

サービス事業として提供しており、24時間365日の受付体制及び迅速な対応が可能な体制を整備しております。これ以外に

は顧客先に常駐して運用・監視する業務受託サービスがあります。

(注)「製品」は当社が提供する商品とサービスの総称として定義しています。また商品にはソフトウェアライセンスも含

みます。
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[事業系統図]

当社の事業系統図は次の通りであります。
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営業戦略 

・ 顧客にサービス等の付加
価値を提供し、継続的な
取引関係を確立。 

・ 営業部門と技術部門との
情報共有により、顧客ニ
ーズを把握。 

・ 技術的に次世代を担う商
品であること。 

・ 顧客の要求に応えるため
に、技術要求を直接出来
るよう一次代理店として
ディストリビュータ契約
を締結。 

・ 「ネットワークサービス事
業」において、顧客の問題
点、ニーズを創出。 

・ 「ネットワークソリューシ
ョン事業」において買替需
要や新規マーケットを分
析。 

 

技術的問い合わせ 

カスタマイズ要求 

商品戦略 
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２．経営方針
 

（1）会社の経営の基本方針

　当社は、創業当初より「日本に紹介されていない技術力を持った商品によって顧客を啓蒙し、新しいマーケットを確立

する」という戦略をかかげ、通信事業者や一般企業を対象に、ネットワークソリューション事業及びネットワークサービ

ス事業を展開しております。先進的なソリューション開発や商品開拓、顧客の多様な要望に柔軟に対応可能な高い技術力

をコアコンピタンスとして、さらなる安定と成長の実現を目指してまいりたいと考えております。

（2）会社の利益分配に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと考えており、内部留保等を勘案し利益配当を行うことを基本

方針としております。今後、積極的に利益配当を実施してまいりますが、安定配当の考え方を採用せず、経営基盤の一層

の強化と事業拡大に必要な内部留保の充実を考慮したうえで、業績連動型の株主配当を実施してまいります。本年度につ

いては、配当性向25％を目処に配当を実施いたします。なお、特別な損益等の特殊要因により税引き後当期純利益が大き

く変動する営業年度については、その影響を考慮し配当額を決定いたします。

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式市場における株式の流動性向上のため、投資単位の引き下げを重要事項として認識しております。今後に

つきましては、株式市場の動向、当社株価の推移、引下げに伴う費用等を勘案し慎重に検討していく方針であります。

（4）目標とする経営指標

　当社では、売上高成長率及び売上高経常利益率を重要な経営指標と考えております。機器の販売を中心とした「ネット

ワークソリューション」事業による売上規模の拡大、収益性の高い「ネットワークサービス」事業、この二つの事業の相

乗効果により、効率的な売上及び利益計上を目指してまいります。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　当社の属するネットワーク市場におきましては、企業の設備投資に対する投資効果の厳格化やネットワーク関連商品の

コモディティ化が進んでおりますが、インターネットを中心としたブロードバンド化やセキュリティ関連等の派生的分野

のニーズは引き続き堅調に推移するものと期待されております。

　当社といたしましては、①全国的な拠点展開を視野に入れた営業力・サポート力強化による顧客満足度の継続的な向上、

②当社が創業以来培ってきた"商品開拓力"を生かした先端的な技術・製品の積極的な市場への投入、③コモディティ化傾

向にあるルータ・スイッチについては有望なアジア圏ベンダの発掘、④付加価値の高い独自サービス事業や新規分野での

開発受託事業の事業化、⑤優秀な人材の確保及び教育、を通じて継続的な成長を実現してまいります。

 

（6）親会社に関する事項

　当社には親会社等がないため、該当事項はございません。

 

（7）関連当事者との取引関係に関する基本方針 

　関連当事者との取引にあたっては、取締役会において取引の必然性および取引条件の妥当性を慎重に検討したうえで、

決定しております。なお、平成18年６月末日現在、関連当事者間の取引はございません。 
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３．経営成績及び財政状態
 

（1）経営成績

　当中間期におけるわが国の経済情勢は、原油価格の高騰などの不安要因はあったものの、引き続き企業の収益改善が進

み、個人消費にも明るさが見られるなど、国内景気は緩やかではありますが着実に上向きの方向で推移しております。ネッ

トワーク市場におきましては、当市場の主なリード役を果たしてきた通信事業者やISPの新規参入・統廃合の動きの活発化

や、相次ぐ情報漏えい問題等を発端としてセキュリティ関連対策に一層の注目が集まるなど、設備投資需要は高まってい

るものの、投資効果をより厳格に問うようになり、設備投資に慎重な状況が続いております。

　このような経済状況の中、当社は、商品ラインアップのより一層の強化に取り組み、新たにLogLogic社、Isilon Systems

社、Crossbeam Systems社、BroadWeb社、Secure Assosiates社、Imperva社の６社と代理店契約を締結し販売を開始した他、

当社独自のサービス商品であるマネージドVPNサービスの提供を開始いたしました。また、代理店契約や業務提携等商流の

拡大にも努め、各商品の販売体制は順調に進捗してまいりました。しかしながら、当中間期特に注力してまいりました中

国Huawei-3Com社の商品の我が国での市場の立ち上がりに遅れが生じており、売上は当初の予想を大幅に下回ることとなり

ました。また、経費削減による利益の改善に努め販売費及び一般管理費は予算内で推移いたしましたが、売上の減少を吸

収するにはいたりませんでした。この結果、当中間期の売上高は1,348,382千円（前年同期比34.1％減）、営業利益は△

30,626千円（前年同期比130.3％減）、経常利益は△31,349千円（前年同期比122.6％減）、中間純利益は△17,276千円（前

年同期比120.2％減）となりました。

　事業部門別の営業概況は次のとおりであります。

①ネットワークソリューション事業

　ネットワークソリューション事業では、Fortinet社やIronport社等の従来からの取扱商品は、市場での認知度の高まり

を受け堅調な伸びを示しましたが、当初の計画で大きく見込んでおりました中国Huawei-3Com社の商品の売上が低調であっ

たため、売上高は1,083,865千円（前年同期比39.6％減）となりました。

②ネットワークサービス事業

　ネットワークサービス事業では、今期より提供を開始した当社独自のサービス商品であるマネージドVPNサービスに加え、

従来からの保守や技術サポートなども好調に推移いたしました結果、売上高は264,517千円（前年同期比4.6％増）となり

ました。

 なお、事業部門別構成比は次のとおりであります。

 事業部門別
平成17年６月中間期 平成18年６月中間期

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

ネットワークソリューション事業 1,793,517 87.6 1,083,865 80.4

ネットワークサービス事業 252,964 12.4 264,517 19.6

合計 2,046,481 100.0 1,348,382 100.0

 

（2）財政状態

　当中間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、前事業年度末と比較し104,868千円減少し当中

間会計期間末には82,778千円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において営業活動の結果使用した資金は、134,131千円となりました。これは主に、売上債権が66,135千

円減少し仕入債務が162,886千円減少したこと及び法人税等の支払額60,211千円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、49,000千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による48,862千円の支出によるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は、78,264千円となりました。これは主に、短期借入による収入

50,000千円、株式の発行による収入41,955千円及び配当金の支払額13,691千円によるものです。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。
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 平成17年６月中間期 平成18年６月中間期

自己資本比率（％） 28.6 66.4

時価ベースの自己資本比率（％） － 382.2

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ △142.7 △582.7

※株主資本比率：自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率：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

 

（3）通期の見通し

　通期の見通しといたしましては、積極的な営業活動による需要掘り起こし及びパートナー展開等による販売チャネルの

拡大を通じて売上の拡大を図り、また、新規商品の市場への継続的な投入により、既存顧客の満足度向上及び潜在顧客の

開拓に積極的に取り組んでまいります。一方で、業務フロー及びコストの見直しに関わる各種施策を引き続き進め、より

一層の業務効率の向上、販売費及び一般管理費の削減に努めてまいります。以上により、平成18年12月期の業績見通しに

つきましては、売上高3,000百万円、経常利益17百万円、当期純利益10百万円を見込んでおります。

 

（注）上記の業績予想は、現在入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであり、将来の業績を確約・保証するもの

ではありません。業績予想には、様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は本業績予想とは異なる場合があります。

従いまして、本業績予想に全面的に依拠して投資判断を行うことは控えられるようお願いいたします。
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４．中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  64,544   82,778    187,646   

２　受取手形  674   18,713    4,471   

３　売掛金  482,160   430,670    511,047   

４　たな卸資産  415,665   399,227    404,047   

５　その他  82,192   72,722    52,480   

　　貸倒引当金  －   △184    △514   

流動資産合計   1,045,236 71.9  1,003,929 67.6 △41,307  1,159,180 71.2

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※1           

(1) 建物  23,479   22,177    22,273   

(2) 車両運搬具  2,894   1,626    2,082   

(3) 工具器具備
品

 160,598   182,263    172,137   

(4) 土地  17,113   17,113    17,113   

計  204,086  14.0 223,181  15.0  213,606  13.1

２　無形固定資産            

(1) その他  16,501   13,755    15,445   

計  16,501  1.1 13,755  0.9  15,445  0.9

３　投資その他の
資産

           

(1) 投資有価証
券

 124,527   168,908    167,795   

(2) その他  64,266   69,074    64,635   

計  188,793  13.0 237,982  16.0  232,431  14.3

固定資産合計   409,381 28.1  474,919 31.9 65,538  461,484 28.3

Ⅱ　繰延資産            

 １　その他  －   6,875    8,358   

繰延資産合計   － －  6,875 0.5 6,875  8,358 0.5

資産合計   1,454,618 100.0  1,485,724 100.0 31,106  1,629,023 100.0

            

－ 7 －



  
前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金  418,470   193,146    356,033   

２　短期借入金  180,000   50,000    －   

３　一年以内返済
予定長期借入
金

 99,861   －    －   

４　未払金  38,883   88,803    53,675   

５　前受金  134,476   149,941    117,644   

６　その他  141,342   17,041    127,548   

流動負債合計   1,013,034 69.6  498,933 33.6 △514,101  654,902 40.2

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金  25,800   －    －   

固定負債合計   25,800 1.8  － － △25,800  － －

負債合計   1,038,834 71.4  498,933 33.6 △539,901  654,902 40.2

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   90,460 6.2  － － －  343,459 21.1

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金  54,960   －    359,709   

資本剰余金合
計

  54,960 3.8  － － －  359,709 22.1

Ⅲ　利益剰余金            

１　利益準備金  2,855   －    2,855   

２　中間（当期）
未処分利益

 267,529   －    268,026   

利益剰余金合
計

  270,384 18.6  － － －  270,882 16.6

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  △21 0.0  － － －  69 0.0

資本合計   415,783 28.6  － － －  974,120 59.8

負債資本合計   1,454,618 100.0  － － －  1,629,023 100.0

            

－ 8 －



  
前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   － －  364,934 24.6 －  － －

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  －   381,184    －   

資本剰余金合
計

  － －  381,184 25.7 －  － －

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  －   2,855    －   

(2）その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 －   237,059    －   

利益剰余金合
計

  － －  239,914 16.1 －  － －

株主資本合計   － －  986,033 66.4 －  － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

 －   757    －   

評価・換算差
額等合計

  － －  757 0.0 －  － －

純資産合計   － －  986,791 66.4 －  － －

負債純資産合
計

  － －  1,485,724 100.0 －  － －

            

－ 9 －



(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,046,481 100.0  1,348,382 100.0 △698,099  3,685,310 100.0

Ⅱ　売上原価   1,609,699 78.7  997,950 74.0 △611,749  2,822,969 76.6

売上総利益   436,782 21.3  350,432 26.0 △86,349  862,341 23.4

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  335,777 16.4  381,058 28.3 45,281  719,204 19.5

営業利益又は
営業損失

  101,004 4.9  △30,626 △2.3 △131,631  143,136 3.9

Ⅳ　営業外収益 ※1  40,032 2.0  1,751 0.1 △38,280  34,195 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※2  2,297 0.1  2,474 0.2 176  29,576 0.8

経常利益又は
経常損失

  138,740 6.8  △31,349 △2.3 △170,089  147,755 4.0

Ⅵ　特別利益 ※3  2,273 0.1  514 0.0 △1,759  1,759 0.0

Ⅶ　特別損失 ※4  － －  － － －  2,996 0.1

税引前中間(当
期)純利益又は
純損失

  141,013 6.9  △30,834 △2.3 △171,848  146,518 4.0

法人税、住民
税及び事業税

 60,165   410    61,585   

過年度法人税
等戻入額

 －   △518    －   

法人税等調整
額

 △4,696 55,469 2.7 △13,450 △13,558 △1.0 △51,519 △1,109 60,476 1.6

中間(当期)純
利益又は純損
失

  85,544 4.2  △17,276 △1.3 △102,821  86,042 2.3

前期繰越利益   181,984   －  －  181,984  

中間(当期)未
処分利益

  267,529   －  －  268,026  

            

－ 10 －



(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間　（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

（単位：千円）

 株主資本 評価・換算差額等  

 資本金

資本剰余金 利益剰余金

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

純資産合

計
資本準備

金

資本剰余

金合計

利益準備

金

その他利

益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益

剰余金

平成17年12月31日残高 343,459 359,709 359,709 2,855 268,026 270,882 974,051 69 69 974,120

中間会計期間中の変動額           

新株の発行 21,475 21,475 21,475    42,950   42,950

剰余金（その他利益剰

余金）の配当
    △13,691 △13,691 △13,691   △13,691

中間純利益     △17,276 △17,276 △17,276   △17,276

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

       688 688 688

中間会計期間中の変動額

合計
21,475 21,475 21,475 － △30,967 △30,967 11,982 688 688 12,670

平成18年６月30日残高 364,934 381,184 381,184 2,855 237,059 239,914 986,033 757 757 986,791

－ 11 －



(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

     

税引前中間（当期）
純利益（△純損失）

 141,013 △30,834  146,518

減価償却費  36,852 41,235  84,935

貸倒引当金の減少額  △2,273 △330  △1,759

受取利息及び受取配
当金

 － △4  △8

支払利息  2,275 230  4,627

新株発行費償却  － 2,211  4,179

為替差損（△差益）  △160 12  207

通貨オプション評価
益

 △38,980 －  △26,869

売上債権の減少額
（△増加額）

 △188,026 66,135  △220,711

棚卸資産の減少額
（△増加額）

 △185,977 4,819  △174,359

その他資産の増加額  △43,304 △11,710  △22,834

仕入債務の減少額  △78,939 △162,886  △141,376

その他負債の増加額  47,175 17,426  17,332

役員賞与の支払額  △5,250 －  △5,250

小計  △315,596 △73,695 241,901 △335,368

利息及び配当金の受
取額

 － 4  8

利息の支払額  △2,275 △230  △4,627

法人税等の支払額  △6,963 △60,211  △7,919

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △324,835 △134,131 190,703 △347,906

－ 12 －



  
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

     

投資有価証券の取得
による支出

 △14,141 △1,000  △57,258

投資有価証券の売却
による収入

 － 1,030  －

有形固定資産の取得
による支出

 △60,398 △48,862  △105,679

無形固定資産の取得
による支出

 △4,476 △258  △7,136

貸付けによる支出  － －  △550

貸付金の回収による
収入

 － 90  395

敷金保証金の預入に
よる支出

 △18,116 －  △19,910

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △97,133 △49,000 48,132 △190,140

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

     

短期借入の純増  180,000 50,000  －

長期借入金の返済に
よる支出

 △88,267 －  △213,928

株式の発行による収
入

 － 41,955  545,210

配当金の支払額  △4,602 △13,691  △4,602

財務活動による
キャッシュ・フロー

 87,131 78,264 △8,866 326,680

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 160 0 △160 △207

Ⅴ　現金及び現金同等物の
減少額

 △334,676 △104,868 229,808 △211,574

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 399,221 187,646 △211,574 399,221

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 64,544 82,778 18,234 187,646

－ 13 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）を採用しております。

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間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。

(1) 有価証券

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

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

――――――

(2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(3）たな卸資産

・商品、仕掛品

　総平均法による原価法を採用

しております。

(3）たな卸資産

・商品、仕掛品

同左

(3）たな卸資産

・商品、仕掛品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、建物（建物

附属設備を除く）については定

額法）を採用しております。な

お、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建　　　　物　10年～39年

工具器具備品　２年～10年

車両運搬具　　４年

(1）有形固定資産

同左

 

 

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建　　　　物　５年～39年

工具器具備品　２年～15年

車両運搬具　　４年

(1）有形固定資産

同左

 

 

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります

建　　　　物　５年～39年

工具器具備品　２年～15年

車両運搬具　　４年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（３年ないし５年）

に基づく償却をしております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　繰延資産の処理方法 ―――――― 　新株発行費は、商法施行規則の規

定に基づく最長期間（３年）で均等

償却しております。

同左

４　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

－ 14 －



項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

５　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

同左 　外貨建金銭債権債務は決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

７　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。

―――――― (1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約、

通貨スワップ、

通貨オプション

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約、

通貨スワップ、

通貨オプション

ヘッジ対象…外貨建購入予定取

引

ヘッジ対象…外貨建購入予定取

引

(3) ヘッジ方針

　取引限度額及び取引権限を定

めた社内管理規定に従って、将

来購入する業務用資産に係る、

外貨建債務の為替変動リスクを

ヘッジしております。

(3) ヘッジ方針

　取引限度額及び取引権限を定

めた社内管理規定に従って、将

来購入する業務用資産に係る、

外貨建債務の為替変動リスクを

ヘッジしております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約については、ヘッジ

に高い有効性があるとみなされ

るため、有効性の評価について

は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約については、ヘッジ

に高い有効性があるとみなされ

るため、有効性の評価について

は省略しております。

８　中間キャッシュ・フロー

計算書（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

なっております。

同左 同左

９　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のため基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ中間貸借対照表

上の流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ貸借対照表上の

流動負債の「その他」に含めて表示

しております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

　当中間会計期間より固定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審議会　平成14

年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益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）

　当中間会計期間より、「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

第５号　平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

986,791千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

200,517千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

284,224千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

244,937千円

　２　当座貸越契約について

　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。この契約に基づく当中

間会計期末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

　２　当座貸越契約について

　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約を締

結しております。この契約に基づく当中

間会計期末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

　２　当座貸越契約について

　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行３行と当座貸越契約を締

結しております。この契約に基づく当事

業年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

 (千円)

当座貸越限度額の総額 240,000  

借入実行残高 130,000  

差引額 110,000  

 (千円)

当座貸越限度額の総額 600,000  

借入実行残高 50,000  

差引額 550,000  

 (千円)

当座貸越限度額の総額 330,000  

借入実行残高 －  

差引額 330,000  

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

通貨オプション 38,980千円 受取利息 7千円

雑収入 1,743千円

受取利息 8千円

通貨オプション 26,869千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 2,275千円 支払利息 230千円

新株発行償却 2,211千円

支払利息 4,627千円

株式公開関連費用 20,368千円

新株発行費償却 4,179千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入 2,273千円 貸倒引当金戻入 514千円 貸倒引当金戻入 1,759千円

※４　　　　　――――――― ※４　　　　　――――――― ※４　特別損失のうち主要なもの

　 　 　 　 商品除却損 2,996千円 

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 33,432千円

無形固定資産 3,366千円

有形固定資産 39,287千円

無形固定資産 1,948千円

有形固定資産 77,851千円

無形固定資産 7,083千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年１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

 
前事業年度末

株式数（株）

当中間会計期間

増加株式数（株）

当中間会計期間

減少株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

発行済株式     

普通株式 9,127.44 337 － 9,464.44

合　計 9,127.44 337 － 9,464.44

（注）普通株式の発行済株式総数の増加337株は、新株引受権及び新株予約権の行使による増加であります。
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２．新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権の目

的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間会計期間

末残高（千円）
前事業年

度末

当中間会計期間

増加

当中間会計期間

減少

当中間会

計期間末

平成13年１月

新株引受権（注）１
普通株式 92 － 83 9 －

平成14年４月

新株予約権（注）２
普通株式 96 － 96 － －

平成15年３月

新株予約権（注）３
普通株式 152 － 108 44 －

平成16年３月

新株予約権（注）４
普通株式 162 － 46 116 －

平成16年３月

新株予約権（注）５
普通株式 20 － 8 12 －

平成17年３月

新株予約権（注）６
普通株式 282 － 6 276 －

平成18年３月

新株予約権（注）７
普通株式 － 200 15 185 －

合　計 － 804 200 362 642 －

（注）１．平成13年１月新株引受権の当中間会計期間の減少は、新株引受権の行使によるものです。

２．平成14年４月新株予約権の当中間会計期間の減少は、新株予約権の行使によるものです。

３．平成15年３月新株予約権の当中間会計期間の減少は、新株予約権の行使によるものです。

４．平成16年３月新株予約権の当中間会計期間の減少は、新株予約権の行使及び新株予約権の消却によるもの

です。

５．平成16年３月新株予約権の当中間会計期間の減少は、新株予約権の行使によるものです。

６．平成17年３月新株予約権の当中間会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものです。

７．平成18年３月新株予約権の当中間会計期間の増加は、新株予約権の発行、当中間会計期間の減少は、新株

予約権の消却によるものです。

 

３．配当に関する事項

（1）配当金支払金額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式 13,691 1,500 平成17年12月31日 平成18年３月30日

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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中間期末残高と中

間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期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 64,544  

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
－  

現金及び現金同等物 64,544  

 （千円）

現金及び預金勘定 82,778  

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
－  

現金及び現金同等物 82,778  

 （千円）

現金及び預金勘定 187,646  

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
－  

現金及び現金同等物 187,646  
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(1) リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1) リース物件の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

（借主側）

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

（借主側）

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

（借主側）

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

 

有形固定資産

（建物)

（千円）

合計

（千円）

取得価額相当額 3,082 3,082

減価償却累計額

相当額
2,140 2,140

中間期末残高

相当額
941 941

 

有形固定資産

（建物)

（千円）

合計

（千円）

取得価額相当額 3,082 3,082

減価償却累計額

相当額
2,703 2,703

中間期末残高

相当額
378 378

 

有形固定資産

（建物)

（千円）

合計

（千円）

取得価額相当額 3,082 3,082

減価償却累計額

相当額
2,500 2,500

期末残高相当額 581 581

②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 777千円

１年超 948 〃

合計 1,725千円

１年以内 810千円

１年超 138 〃

合計 948千円

１年以内 793千円

１年超 547 〃

合計 1,341千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 417千円

減価償却費相当額 359 〃

支払利息相当額 40 〃

支払リース料 417千円

減価償却費相当額 202 〃

支払利息相当額 24 〃

支払リース料 834千円

減価償却費相当額 719 〃

支払利息相当額 72 〃

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

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、残価保証

金額を残存価額として計算した法定定

率法の償却費に、10/9を乗じる方法

（10/9定率法) によっております。

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定

方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

支払利息相当額は利息法に基づくもの

であります。

　

利息相当額の算定方法

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がないため、

項目等の記載は省略しております。

利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年６月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 1,465 1,430 △35

合計 1,465 1,430 △35

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 123,097

当中間会計期間末（平成18年６月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 1,465 787 △678

合計 1,465 787 △678

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 168,121

前事業年度末（平成17年12月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 1,465 1,581 116

合計 1,465 1,581 116

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 165,184

投資事業責任組合の出資 1,030
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末（平成17年６月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 通貨オプション 1,059,165 4,677 12,110

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間会計期間末（平成18年６月30日）

デリバティブ取引が消滅したため、該当事項はありません。

前事業年度末（平成17年12月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 通貨オプション － － －

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自平成17年１月１日　至平成17年６月30日）

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。

前事業年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当中間会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

１　ストック・オプションの内容及び規模

当中間会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社役員　　７名

当社従業員　61名

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 　200株 

付与日 平成18年４月28日

権利確定条件 

権利確定条件は付されておりません。なお、被付与者が取

締役、監査役、従業員または社外協力者の地位を失った場

合は原則として権利行使をすることはできません。その他、

細目については発行要項に定めております。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成18年６月１日から平成28年３月31日まで

権利行使価格（円） 985,521

公正な評価単価（付与日）（円）（注）２ －

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．会社法の施行以前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。

 

２　中間財務諸表への影響額

　付与したストック・オプションは会社法の施行以前に付与されたストック・オプションであるため、中間財務

諸表への影響額はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり

純資産額
271,059円09銭

１株当たり

中間純利益金額
55,765円87銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

－

１株当たり

純資産額
104,263円05銭

１株当たり

中間純損失金額
△1,854円59銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

－

１株当たり

純資産額
106,724円45銭

１株当たり

当期純利益金額
17,750円69銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

15,663円74銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、旧商法280

条ノ19に基づく新株引受権並びに商法

第280条ノ20及び第280条ノ21に基づく

新株予約権の残高はありますが、当社

株式は非上場であり、期中平均株価が

把握できませんので記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であるため、記載しており

ません。

　当社は平成17年８月30日付で株式１

株を２株とする株式分割を行っており

ます。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 110,857円81銭 

１株当たり当期純利益金額

　　　　　　　　　　 5,048円09銭 

　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、旧商法第341

条ノ18に基づく新株引受権付社債、旧

商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基

づく新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、期中平均株

価が把握できませんので記載しており

ません。 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

前事業年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

中間（当期）純利益又は中間純損

失（△）（千円）
85,544 △17,276 86,042

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益又は普通株式に係る中間純損失

（△）（千円）

85,544 △17,276 86,042

普通株式の期中平均株式数（株） 1,534 9,315.52 4,847.26

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益又は中間純損失（△）の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株引受権付社債（券面

総額240,000千円）及び新

株引受権１種類（新株引

受権の数92個）並びに新

株予約権５種類（新株予

約権の数353個）。

新株引受権１種類（新株

引受権の数９個）並びに

新株予約権５種類（新株

予約権の数633個）。

――――――
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

　平成17年８月29日に、新株引受権付社債（第

１回無担保新株引受権付社債）に係る、新株

引受権について前事業年度末残の全ての行使

を受けております。

　当該新株引受権の概要は次のとおりです。

―――――― 　新株予約権方式によるストックオプション

制度

　平成18年３月29日開催の第16期定時株主総

会において、商法第280条ノ20および第280条

ノ21の規定に基づき、ストックオプションと

して、株主以外の者に対し特に有利な条件を

もって新株予約権を発行することを決議いた

しました。

(1)増加した株式の種類及び数

普通株式 2,529.72株

(2)増加した資本金 116,999千円

(3)増加した資本準備金 116,999千円

　平成17年８月10日開催の当社取締役会決議

に基づき、次のように株式分割による新株式

を発行しております。

  

１　平成17年８月30日をもって普通株式１株

につき２株に分割します。

  

(1)分割により増加する株式数

普通株式 4,063.72株

 

(2)分割方法

平成17年８月30日午後５時の株主名簿及

び実質株主名簿に記載された株主の所有

株式数を、１株につき２株の割合をもっ

て分割します。

 

 

 

 

２　配当起算日

平成17年１月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前事業年度における１株当たり情報

並びに当期首に行われたと仮定した場合の当

中間会計期間における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

 

 

 

 

 

 

第16期中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額
135,529円55銭

１株当たり中間純利
益金額

27,882円94銭
なお、潜在株式調整
後１株当たり中間純
利益金額については
旧商法第280条ノ119
に基づく新株引受権
の残高はありますが、
当社株式は非上場で
あり、期中平均株価
が把握できませんの
で、記載しておりま
せん。

１株当たり純資産額
110,857円81銭

１株当たり当期純利
益金額

5,048円09銭
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
旧商法第280条ノ119
に基づく新株引受権
の残高はありますが、
当社株式は非上場で
あり、期中平均株価
が把握できませんの
で、記載しておりま
せん。

 

　これにより、平成17年８月30日現在の発行

済株式総数は8,127.44株、資本金は207,459千

円、資本準備金は171,959千円となっておりま

す。
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５．生産、受注及び販売の状況

（1）生産実績

　　 該当事項はありません。

（2）仕入実績

 　　前中間会計期間及び当中間会計期間の仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

 至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

 （自　平成18年１月１日

  至　平成18年６月30日）

増減

 金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 

増減率

（％） 

ネットワーク

ソリューション事業
1,720,777 97.8 904,093 94.8 △816,683 △47.5

ネットワーク　　　

サービス事業
38,769 2.2 49,394 5.2 10,625 27.4

 合計 1,759,546 100.0 953,488 100.0 △806,057 △45.8

  (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（3）受注実績

 　　前中間会計期間及び当中間会計期間の受注実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

前中間会計期間

 （自　平成17年１月１日

  至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

  （自　平成18年１月１日

   至　平成18年６月30日）

増減

 
受注高　　　

（千円） 

受注残高　　

（千円） 

受注高　　　

（千円） 

受注残高　　

（千円） 

受注高　　　

（千円）

受注残高　　

（千円）

ネットワーク　　　

ソリューション事業
2,074,093 457,706 986,167 287,224 △1,087,925 △170,481

ネットワーク

サービス事業
425,531 87,486 395,804 139,738 △29,726 52,251

 合計 2,499,624 545,193 1,381,972 426,962 △1,117,651 △118,230

 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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（4）販売実績

 　　前中間会計期間及び当中間会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

前中間会計期間

  （自　平成17年１月１日

   至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

   （自　平成18年１月１日

    至　平成18年６月30日）

増減

 金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 

増減率

（％） 

ネットワーク　　　

ソリューション事業
1,793,517 87.6 1,083,865 80.4 △709,652 △39.6

ネットワーク　　　

サービス事業
252,964 12.4 264,517 19.6 11,552 4.6

 合計 2,046,481 100.0 1,348,382 100.0 △698,099 △34.1

  (注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　前中間会計期間及び当中間会計期間の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。

相手先

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

 金額（千円） 割合（％） 金額（千円）  割合（％）

㈱ＵＳＥＮ 186,020 9.1 149,270 11.1

ユニアデックス㈱ 115,769 5.7 137,271 10.2

日商エレクトロニクス㈱ 171,708 8.4 124,074 9.2

　　　　　　(注) ㈱有線ブロードネットワークスは平成17年３月１日付けで㈱ＵＳＥＮに商号変更。

 

 

 

 

 

 

－ 26 －


