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１．18年６月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30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６月中間期 6,914 (△1.8) △257 (―) △269 (―)

17年６月中間期 7,043 (―) 1,108 (―) 1,072 (―)

17年12月期 19,425 1,760 1,634

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 △1,583 (―) △1,067 69 ― ―

17年６月中間期 △2,925 (―) △6,403 38 ― ―

17年12月期 △24,448 △39,187 43 ― ―

（注）①持分法投資損益 18年６月中間期 18 百万円 17年６月中間期 ―  17年12月期 ―  

②期中平均株式数（連結） 18年６月中間期 1,483,267株 17年６月中間期 456,804株 17年12月期 623,892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）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 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 18,346 14,763 80.5 8,195 11

17年６月中間期 9,659 6,037 62.5 11,726 58

17年12月期 22,690 6,294 27.7 5,487 19

（注）期末発行済株式数（連結） 18年６月中間期 1,801,556株 17年６月中間期 514,397株 17年12月期 1,147,121株 

(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６月中間期 △1,159 △1,649 △507 10,316

17年６月中間期 △1,019 △6,450 7,416 2,557

17年12月期 △4,652 △8,080 23,450 13,633

(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 3社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ―社 （除外） ―社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．18年12月期の連結業績予想（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

百万円 百万円 百万円

通期 7,600 △270 △1,600

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 △888円12銭

※　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に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要

因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

　なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の６ページをご参照下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ドリームテクノロジーズ株式会社）、子会社５社（オムニトラ

ストジャパン株式会社、株式会社ベストシステムズ、平成電電コミュニケーションズ株式会社、ＤＴエレクトロニクス

株式会社、ジャパンワイヤレス株式会社）及び関連会社２社（アジア航測株式会社、株式会社キューウエーブ）の計８

社で構成され、ソフトウェアの開発・販売及び通信サービスを主な事業内容としております。なお、平成電電コミュニ

ケーションズ株式会社は平成18年８月17日付でＤＴコミュニケーションズ株式会社に商号変更しております。

　これら事業の販路は民間企業、地方自治体や美術館をはじめとしたアーカイブ市場、建設事業者、オークション事業

者並びに情報通信事業者と多岐にわたり、グループ各社が相互協力のもとに密接に連携し、開発、販売及びサービス活

動を展開しております。

　当社グループの事業内容及び当社と主要関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連

は次のとおりであります。

(1) ＩＴソリューション事業

　主要な製品は画像データ表示ビューワ、セキュリティシステム、クラスタ関連製品、グリッド関連製品、情報機器、

通信機器等であります。当社及び子会社であるオムニトラストジャパン株式会社、株式会社ベストシステムズがソフ

トウェアの開発・販売を行っております。

(2) 通信サービス事業

　主要なサービスはＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ接続サービス、中

継電話サービス（マイライン）等であります。

　当社及び子会社である平成電電コミュニケーションズ株式会社（現ＤＴコミュニケーションズ株式会社）がサービ

スを行っております。

　なお、ＩＳＰ事業者向けダイヤルアップ接続サービス及び中継電話サービスにつきまして、平成18年６月16日付で

日本テレコム株式会社に事業譲渡しております。

　当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。

 

製品・サービス 

 
 
 
   ド 
   リ 
   ｜ 
   ム 
   テ 
   ク 
   ノ 
   ロ 
   ジ 
   ｜ 
   ズ 
   株 
   式 

会  
   社 

             顧  客 

＜連結子会社＞ 
・オムニトラストジャパン㈱ 
（セキュリティシステム） 
 
・平成電電コミュニケーションズ㈱ 
（現ＤＴコミュニケーションズ㈱） 
（中継電話サービス） 
 
・㈱ベストシステムズ 
（グリッドコンピューティング） 
 
＜非連結子会社＞ 
・ＤＴエレクトロニクス㈱（通信機器） 
・ジャパンワイヤレス㈱（無線LAN） 
 
＜関連会社＞ 
・アジア航測㈱ 
（航空測量） 
・㈱キューウエーブ 
（ディジタル通信事業） 

販売提携 

製品・サービス 製品・サービス 

情報通信サービス 

業務提携 
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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、次に揚げることを経営理念として、顧客、社会から信頼され、かつ競争に打ち勝つ強さを持った

企業となるべく技術力の強化、新規商品の開発に取組んでおります。

①　顧客本位の技術革新と創造力を重視する企業グループとなる。

②　社会・環境に対し責任ある行動を取りながら、経済的な成功を収める企業グループとなる。

③　従業員に安全で快適な労働環境・成長と学習の機会を提供できる企業グループとなる。

④　全てのステークホルダー（株主・顧客・従業員・取引先・地域社会等）と良好な関係を築く責任を全うする企業

　グループとなる。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として位置付けております。将来的には、業績に対応した配当に

よる利益配分も重視していく方針です。現在は多額の繰越損失がありますが、可能な限り早期に株主還元を図る所存

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、流動性向上並びに投資家層の拡大に資するため平成16年６月18日付で１株を10株とする株式分割を実施し

ました。今後の投資単位の引下げに関する施策につきましては、株主及び投資家のメリット、業績、株式市場の動向、

費用を勘案し決定したいと考えております。

(4）目標とする経営指標

　当社は、株主をはじめとする当社を取り巻くステークホルダーの皆様にとって、株主価値の向上が有意義であると

考えておりますので、業績の回復及び企業体質の強化が急務となっております。そのため、目標とする経営指標とし

ては、経常損益及び営業キャッシュフローの月次黒字化を目標にしております。

(5）中長期的な経営戦略

　当社グループの中核事業は、当社主力商品であるＺＯＯＭＡシリーズ、オムニトラストジャパン株式会社の情報漏

洩防止セキュリティ商品、株式会社ベストシステムズのクラスタリング、グリッドコンピューティング技術などを有

するＩＴソリューション事業でございます。それぞれ市場でその優位性を認められたプロダクトを提供しており、今

後もその競争力を活かし事業基盤を強固にしていくことにより、継続的成長を達成することを経営戦略の根幹として

おります。これらの事業の取引先としては、官公庁、通信会社、美術館、金融機関、商社、メーカーなど多種多様な

業界に導入されており、さらなる需要拡大に向け営業を強化するとともに、各顧客のニーズに対応したソフトウェア

製品を提供してまいります。

　これらＩＴソリューション事業を中心としながら、さらに新規中核事業として収益が期待できる事業に積極的に参

入するべくプロジェクトチームを立ち上げております。

　当面の目標として、当社グループは持株会社体制に移行し、既存事業の子会社への移管、新規事業への積極的参入

を目指し、将来的には、ＩＴコングロマリット、すなわちＩＴソリューション事業を主体とした多角的複数企業体の

実現に向けて努力してまいります。
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(6）会社の対処すべき課題

　当社グループは当中間期においては、平成電電株式会社の再生支援中止という、大きな路線変更の決断をいたしま

した。これを受け、当社グループでは利益体質が定着しきらなかった通信事業においては後退をし、創業時からの中

核事業であるＩＴソリューション事業を軸とした事業展開を目標に掲げるに至りました。すなわち、上記（5）の中長

期的な経営戦略に述べております通り、ＩＴソリューション事業を主体とした多角的複数企業体、ＩＴコングロマリッ

トの実現を目指し、以下それぞれの課題に対処していく所存です。

①　組織再編

　当社グループは、今期中に純粋持株会社体制に移行する手続を完了する予定です。これは、昨年より進めてきた

「組織づくり」の最終的な組織形態の体現となります。これにより当社グループの全体に係る案件と各個別事業に

係る案件との整理のもと、それぞれ重要な意思決定の迅速化を図ります。また、取締役と執行役員の責務を明確に

区別し、取締役はグループ全体の経営方針及び重要事項を決定するとともに、グループ全体の業務執行を監督する

ようにいたします。一方、執行役員は、個別事業及び業務遂行の責任を全うする事とします。それぞれの責務の明

確化によりグループ全体の経営管理体制の強化につながると考えております。

②　ＩＴソリューション事業の充実

　創業以来当社グループの中核事業であるＩＴソリューション事業につきましては、特にＺＯＯＭＡ事業の販売方

法の見直しをし、今後の売上拡大を目指します。特に自治体向けの営業を一段と強化し、より収益性の高い商品に

引き上げられるような販売戦略を実行するべく、新規代理店の獲得・既存代理店の活性化を進めます。

　また、オムニトラストジャパン株式会社のセキュリティ商品につきましても、より一層の顧客開拓、販売拡充を

目指し、新規パートナーとのアライアンスも含め顧客獲得策を打ち立ててまいります。

　さらに、本年７月１日より株式会社アルゴグラフィックスとの共同出資で株式会社ＨＰＣソリューションズを設

立、事業開始した株式会社ベストシステムズにつきましては、これまで通り先駆者として強みのあるクラスタ関連

製品・グリッド関連製品の販売拡大に努めてまいります。

③　新規事業への参入

　当社グループはソフトウェア、ＩＴ業界に属しておりますが、依然として成長余地の大きい業種であると認識し

ております。これまで、当社グループは高精細画像処理、セキュリティ、クラスタリング、グリッドコンピューティ

ングなどのソフトウェアの開発・販売に注力してまいりましたが、こうした既存のビジネスとシナジー効果が期待

できる事業には、積極的に投資を行い、企業価値の拡大を目指してまいります。当社グループといたしましては、

新規事業についての研究・開発を独自に行っておりますが、新規事業開発のスピード及び効率性を高めるという点

から、安定性、成長性のある企業のＭ＆Ａを通じての事業ポートフォリオの獲得も、企業価値の増大を実現する上

で、重要な課題であると認識しております。

④　管理体制の充実

　当社グループは、組織再編、既存事業の強化、新規事業への参入など、積極的な事業展開を実施していく所存で

す。一方で、内部管理体制の充実も重要な課題として認識しております。これまで以上にリスク管理体制を強化し、

グループの発展と経営管理のバランスの取れたグループ運営体制を整備することに努めます。

　また、コーポレートガバナンスへの取り組みの一環として、内部管理システムの構築を緊急案件とし、経営の透

明性・健全性・遵法性の確保をはじめ、各ステークホルダーへのアカウンタビリティーの重視・徹底、迅速且つ適

切な情報開示、経営責任・管理者責任の明確化を重視した組織体制を確立することに対して、より一層の努力をもっ

て取り組んでまいります。

⑤　人材の育成及び確保

　当社グループは、今後、積極的な事業展開を図っていくなかで、営業、技術など直接的に商品を取り扱う部門に

おいても、またそれを後方から支援する管理部門においても、優秀な人材の確保、人材の継続的な開発・育成と適

材適所への配置が、今後の当社グループ発展の礎となると認識しております。

　既に、実力本位、実績主義の人事処遇制度を導入しており、優秀な人材を確保する手段は講じておりますが、こ

れ以外にも人材レベルを維持するためにも、また将来予想される事業拡大に対応するためにも、継続的に人員増強

に取り組んでまいります。
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３．業績等の概要
(1）業績

　当中間連結会計期間における日本経済は、企業業績の改善や設備投資の増加とともに、個人消費も緩やかながら増

加しており、原油価格の動向が内外経済に与える影響等の懸念材料はあるものの、景気全般としては回復の兆しが見

えてまいりました。

　このような環境のなか、当社グループはＩＴソリューション事業ならびに通信サービス事業を２本柱とする複合情

報通信企業として成長することを、昨年来目指してまいりました。しかしながら、通信サービス事業の主要取引先で

ありました平成電電株式会社が昨年10月に民事再生法を適用申請し、同社の再生支援のスポンサーとして選定されて

以降、同社のための支援活動を行ってきましたが、本年４月に、これ以上の支援は、当社グループに財政上の悪影響

を及ぼす可能性が高いためスポンサー支援の中止を決定しました。また、当社グループは、通信サービス事業の再編

を余儀なくされ、その中核でありましたＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアッ

プ接続事業と中継電話サービス（マイライン）事業の譲渡を本年６月16日に行いました。

（通信サービス事業）

　当中間連結会計期間における通信サービス事業の売上高は、中継電話サービス事業の売上とＩＳＰ事業者向けダ

イヤルアップ接続事業の売上から構成されております。そのうちＩＳＰ売上が本年６月の平成電電株式会社の破産

手続きの開始により、代理受領している同社からの回収が憂慮されることから、同社から回収すべき売上額859百万

円を期首から遡及取消し財務諸表に表示したため、同事業の売上高は、5,974百万円（前年同期比830.6％増）、営

業利益70百万円（前年同期比△38.6％減）となりました。

（ＩＴソリューション事業）

　ＩＴソリューション事業は、①ＺＯＯＭＡ部門では、高精細画像の高速配信技術のＺＯＯＭＡシリーズの都市計

画ＺＯＯＭＡ（台帳管理ソリューション）などを積極展開し、自治体からの受注を受け、好調な売上を継続してお

ります。②セキュリティ部門では、情報セキュリティシステムのＯｍｎｉＴｒｕｓｔ製品を取扱っており、それら

は、情報漏洩リスクの防御を高める企業の機運から受注、販売とも増加しております。また、５月からは、日本独

自開発のＮｅｔＳｅｃｕｒｅの販売を開始いたしました。③株式会社ベストシステムズ部門では、主力製品である

ＰＣクラスタシステムのマーケットは拡大を続けておりますが、競合企業も多く販売競争が激しさを増しています。

こうした状況下において販売力を強化するため、民間企業への販売に強みを持つ株式会社アルゴグラフィックスと

の合弁により、ＰＣクラスタシステムの販売に特化した新会社設立に向けて対応しております。また、次の収益源

と期待しているグリッドコンピューティングについては、マーケットでの認知が広がり、実用化に向けた取り組み

が進んでおります。

　当中間連会計期間における、これらのＩＴソリューション事業の売上高は、940百万円（前年同期比△85.3％減）

営業利益21百万円（前年同期比△97.8％減）となりました。

(2）キャッシュ・フロー

　当中間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、株式、新株予約権付社債の発行等に

よる収入があったものの、営業権の取得、社債の償還等による支出が大きかったため、前中間連結会計期間末に比べ、

3,317百万円減少し、当中間連結会計期間末には10,316百万円となりました。

　当中間連結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）

営業活動の結果使用した資金は1,159百万円となりました。これは主に、更生債権等の増加額948百万円、仕入債務

の減少額1,389百万円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1,649百万円となりました。これは主に、営業権の取得による支出1,699百万円、関

係会社株式の取得による支出700百万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）

　財務活動の結果使用した資金は507百万円となりました。これは主に、新株予約権付社債の発行による収入3,996百

万円、株式の発行による収入315百万円、新株予約権付社債の償還による支出3,700百万円によるものであります。
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(3）通期の見通し

（通信サービス事業）

　当連結下半期の業績見通しは、事業を日本テレコム株式会社に譲渡したため、営業損益は見込めません。また、平

成電電株式会社の破産手続き結了による債権回収額については現状見込んでおりません。

（ＩＴソリューション事業）

　ＺＯＯＭＡ部門は、ＧＩＳ測量事業ビジネスや自治体への販売増加を見込んでいます。また、セキュリティ部門は、

ＮｅｔＳｅｃｕｒｅのオプションシリーズの販売をスタートし、売上の増加を見込んでいます。

当連結会計年度末の業績見通しは、次のとおりであります。

通期業績見通し 売上高 7,600百万円

 経常損失 270百万円

 当期純損失 1,600百万円

　※　業績見通しについては現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の経済・事業

環境の変動等のリスクや不確定要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

 
前中間連結会計期間末

（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   2,557,642   10,316,164   13,633,838  

２．受取手形及び売掛金   3,277,211   3,501,954   5,449,334  

３．たな卸資産   10,606   18,926   51,664  

４．その他 ※２  335,054   193,718   463,129  

貸倒引当金   △142   △16   △299,947  

流動資産合計   6,180,372 64.0  14,030,747 76.5  19,298,018 85.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  116,273 1.2  56,525 0.3  131,002 0.6

２．無形固定資産           

(1）販売権  2,000,000   ―   ―   

(2）連結調整勘定  ―   266,148   ―   

(3）その他  3,116 2,003,116 20.7 281,825 547,973 3.0 304,312 304,312 1.3

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,299,150   2,712,458   2,263,697   

(2) 更生債権等  ―   5,929,869   4,981,704   

(3）その他  45,020   92,523   9,181   

貸倒引当金  △25,328 1,318,841 13.7 △5,050,562 3,684,289 20.1 △4,329,547 2,925,035 12.9

固定資産合計   3,438,231 35.6  4,288,788 23.4  3,360,350 14.8

Ⅲ　繰延資産   40,646 0.4  27,229 0.1  32,517 0.2

資産合計   9,659,250 100.0  18,346,765 100.0  22,690,886 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び買掛金   672,417   730,998   2,120,591  

２．短期借入金   211,015   30,000   700,000  

３．一年以内返済予定の
長期借入金

  555,000   461,317   602,716  

４．一年以内償還予定の
社債

  200,000   200,000   200,000  

５．新株予約権付社債   ―   400,000   9,700,000  

６．賞与引当金   ―   7,300   6,200  

７．製品保証引当金   ―   11,056   10,615  

８．その他   376,613   935,280   1,919,880  

流動負債合計   2,015,046 20.8  2,775,953 15.1  15,260,004 67.3

Ⅱ　固定負債           

１．社債   800,000   600,000   700,000  

２．長期借入金   416,250   55,530   263,128  

３．繰延税金負債   57,184   151,336   153,442  

固定負債合計   1,273,434 13.2  806,866 4.4  1,116,570 4.9

負債合計   3,288,481 34.0  3,582,819 19.5  16,376,574 72.2

          

（少数株主持分）           

少数株主持分   333,607 3.5  ― ―  19,844 0.1

          

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,386,020 55.8  ― ―  8,519,250 37.5

Ⅱ　新株式払込金   397 0.0  ― ―  ― ―

Ⅲ　資本剰余金   5,300,320 54.9  ― ―  23,808,327 104.9

Ⅳ　利益剰余金   △4,721,319 △48.9  ― ―  △26,244,947 △115.7

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

  83,317 0.8  ― ―  223,451 1.0

Ⅵ　自己株式   △11,574 △0.1  ― ―  △11,613 △0.0

資本合計   6,037,161 62.5  ― ―  6,294,468 27.7

負債、少数株主持分及
び資本合計

  9,659,250 100.0  ― ―  22,690,886 100.0

           

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  ― ― 13,547,535 73.9  ― ―

２．資本剰余金  ― ― 28,836,333 157.2  ― ―

３．利益剰余金  ― ― △27,828,615 △151.7  ― ―

４．自己株式  ― ― △11,689 △0.1  ― ―

株主資本合計  ― ― 14,543,564 79.3  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等         

　その他有価証券評価差
額金

 ― ― 220,381 1.2  ― ―

評価・換算差額等合計  ― ― 220,381 1.2  ― ―

純資産合計  ― ― 14,763,945 80.5  ― ―

負債純資産合計  ― ― 18,346,765 100.0  ― ―
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(2) 中間連結損益計算書

 

 前中間連結会計期間

  (自　平成17年１月１日

    至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間

（自　平成18年１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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１  7,043,374 100.0  6,914,772 100.0  19,425,293 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  5,603,901 79.6  4,940,400 71.4  15,011,906 77.3

売上総利益   1,439,472 20.4  1,974,372 28.6  4,413,386 22.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  330,715 4.7  2,232,063 32.3  2,653,260 13.7

営業利益又は営業損
失（△）

  1,108,756 15.7  △257,690 △3.7  1,760,126 9.0

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  1,311   142   3,955   

２．受取配当金  ―   ―   18,500   

３．業務受託料  ―   157,655   ―   

４．連結調整勘定償却  9,218   ―   9,218   

５．持分法による投資利
益

 ―   18,214   ―   

６．その他  1,363 11,893 0.2 18,013 194,025 2.8 3,078 34,752 0.2

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  7,785   29,747   31,130   

２．新株発行費  32,386   141,432   93,791   

３．社債発行費償却  8,129   ―   30,168   

４．その他  286 48,588 0.7 34,446 205,626 3.0 4,806 159,896 0.8

経常利益又は経常損
失（△）

  1,072,061 15.2  △269,291 △3.9  1,634,982 8.4

Ⅵ　特別利益           

１．関係会社株式売却益  ―   ―   640,638   

２．事業譲渡益  ―   952,380   ―   

３．その他  ― ― ― 310 952,691 13.8 ― 640,638 3.3

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ ―   7,600   1,543   

２．営業権償却  4,000,000   1,699,340   19,000,000   

３．事業整理損 ※１ ―   145,245   ―   

４．貸倒引当金繰入額  ―   405,598   4,756,611   

５．その他  ― 4,000,000 56.8 6,112 2,263,896 32.7 3,275,582 27,033,737 139.2

税金等調整前中間
（当期）純損失

  2,927,938 △41.6  1,580,496 △22.9  24,758,115 △127.5

法人税、住民税及び
事業税

 1,805   3,171   9,019   

法人税等調整額  ― 1,805 0.0 ― 3,171 0.0 ― 9,019 0.0

少数株主損失   4,649 0.1  ― ―  318,412 1.6

中間（当期）純損失   2,925,095 △41.5  1,583,668 △22.9  24,448,722 △125.9
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

 中間連結剰余金計算書

 

前中間連結会計期間

  （自　平成17年１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）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,637,133  2,787,133

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  2,663,187  5,646,417  

２．株式交換に伴う資本剰
余金増加高

 ― 2,663,187 15,374,775 21,021,193

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  5,300,320  23,808,327

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △1,796,224  △1,796,224

Ⅱ　利益剰余金減少高      

１．中間（当期）純損失  2,925,095 2,925,095 24,448,722 24,448,722

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  △4,721,319  △26,244,947
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 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年１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

平成17年12月31日　残高（千円） 8,519,250 23,808,327 △26,244,947 △11,613 6,071,017

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 5,028,284 5,028,006   10,056,291

中間純利益   △1,583,668  △1,583,668

自己株式の取得    △75 △75

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
5,028,284 5,028,006 △1,583,668 △75 8,472,547

平成18年６月30日　残高（千円） 13,547,535 28,836,333 △27,828,615 △11,689 14,543,564

評価・換算差額等

少数株主持分 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17年12月31日　残高（千円） 223,451 223,451 19,844 6,314,312

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行    10,056,291

中間純利益    △1,583,668

自己株式の取得    △75

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）
△3,069 △3,069 △19,844 △22,913

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,069 △3,069 △19,844 8,449,633

平成18年６月30日　残高（千円） 220,381 220,381 ― 14,763,945
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 

前中間連結会計期間

  (自　平成17年１月１日

   至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年１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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

    

税金等調整前中間（当
期）純損失

 △2,927,938 △1,580,496 △24,758,115

減価償却費  20,489 64,347 75,925

連結調整勘定償却額  △9,218 14,007 △9,218

貸倒引当金の増加額  123 421,083 5,056,541

賞与引当金の増加額及び
減少額（△）

 ― 1,100 △2,800

製品保証引当金の増加額
及び減少額（△）

 ― 440 △1,309

受取利息及び受取配当金  △1,311 △142 △22,455

持分法による投資利益  ― △18,214 ―

支払利息  7,785 29,747 31,130

社債発行費償却  8,129 9,076 30,168

新株発行費  32,386 141,432 93,791

為替差損  ― 3,767 73

関係会社株式売却益  ― △154 △640,638

関係会社株式売却損  ― ― 156,960

関係会社株式評価損  ― ― 747,429

たな卸資産評価損  ― ― 411,378

社債償還益  ― △156 ―

事業譲渡益  ― △952,380 ―

固定資産除却損  ― 7,600 1,543

事業整理損  ― 91,769 ―

営業権償却  4,000,000 1,699,340 19,000,000

販売権償却  ― ― 2,000,000

売上債権の減少額及び増
加額（△）

 △2,806,385 1,947,379 △5,122,348

更生債権等の増加額  ― △948,165 △5,151,130

たな卸資産の減少額及び
増加額（△）

 △4,714 32,738 △426,728

仕入債務の減少額（△）
及び増加額

 463,118 △1,389,593 2,424,050

未払金の減少額（△）及
び増加額

 324,645 △970,318 1,612,274

その他  △112,784 270,503 △146,202

小計  △1,005,672 △1,125,285 △4,639,679
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前中間連結会計期間

  (自　平成17年１月１日

   至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年１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） 金額（千円）

利息及び配当金の受取額  1,179 142 22,455

利息の支払額  △13,889 △29,747 △31,670

法人税等の支払額  △1,177 △5,094 △3,744

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △1,019,560 △1,159,985 △4,652,639

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

 △55,050 △35,564 ―

関係会社株式の取得によ
る支出

 △150,000 △700,158 △1,778,752

関係会社株式の売却によ
る収入

 ― 155 153,803

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出

 △12,644 ― △12,644

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による
支出

 ― ― △2,192

有形固定資産の取得によ
る支出

 △113,982 △35,162 △135,378

無形固定資産の取得によ
る支出

 ― △32,191 △301,634

販売権の取得による支出  △2,000,000 ― △2,000,000

営業権の取得による支出  △4,000,000 △1,699,340 △4,000,000

貸付けによる支出  △538,196 △20,000 △2,000

貸付金の回収による収入  420,000 280 130

事業譲渡による収入  ― 952,380 ―

その他  △975 △80,236 △1,580

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △6,450,850 △1,649,836 △8,080,249
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前中間連結会計期間

  (自　平成17年１月１日

   至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年１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） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

短期借入金の純増減額  200,000 △670,000 698,297

長期借入れによる収入  1,110,000 ― 1,110,000

長期借入金の返済による
支出

 △138,750 △348,997 △393,964

社債の発行による収入  3,951,224 ― 5,943,044

社債の償還による支出  ― △100,000 △2,100,000

新株予約権付社債の発行
による収入 

 ― 3,996,211 9,694,270

新株予約権付社債の償還
による支出

 ― △3,700,000 ―

株式の発行による収入  1,994,484 315,014 8,199,143

自己株式の取得による支
出

 △279 △75 △318

少数株主からの払込によ
る収入

 300,000 ― 300,000

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 7,416,678 △507,847 23,450,473

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 ― △3 △73

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額（△）及び増加額

 △53,731 △3,317,673 10,717,511

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 2,611,373 13,633,838 2,611,373

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増加額 

 ― ― 304,953

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

※１ 2,557,642 10,316,164 13,633,838
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

  　当社グループは、前連結会計年度にお

いて、24,448,722千円の当期純損失を計

上し、営業活動によるキャッシュ・フ

ローにつきましても、4,652,639千円の

資金流出となり、また、当中間連結会計

期間においても1,583,668千円の中間純

損失を計上し、営業活動によるキャッ

シュ・フローも1,159,985千円の資金流

出となっております。

　また、平成18年６月に当社グループの

主要な取引先であった平成電電株式会社

が破産手続きを開始したことで、重要な

取引先を喪失するとともに同社からの債

権回収が困難と見込まれる状況となって

いることにより、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。

  当社グループは、当該状況を解消すべ

く既存のＩＴソリューション事業を中核

事業と位置付け、更なる収益の期待がで

きる事業に積極的に参入するべくプロ

ジェクトチームを立ち上げておりま

す。

　また、当社グループは持株会社体制に

移行し、既存事業の子会社への移管、新

規事業への積極的参入を目指し、将来的

には、ＩＴコングロマリット、すなわち

ＩＴソリューション事業を主体とした多

角的複数企業体の実現に向けて努力して

まいります。

  これらの経営施策によって、当下半期

以降の業績は改善できるものと見込まれ

ます。

　中間連結財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な

疑義の影響を中間連結財務諸表には反映

しておりません。 

 　当社グループは、当連結会計年度に

おいて、24,448,722千円の当期純損失

を計上し、営業活動によるキャッ

シュ・フローにつきましても4,652,639

千円の資金流出となりました。また、

平成17年10月に当社グループの主要取

引先である平成電電株式会社が民事再

生法の適用を申請したことで、今後債

務免除の要請を受けること、及び重要

な取引先を喪失するおそれがあります。

当該状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しておりま

す。

  当社グループは、当該状況を解消す

べく、人材を開発、確保することによ

り増強を図るほか、意思決定の迅速化

を図るための組織づくりを行います。

また、プロダクトとして、当連結会計

年度より子会社となったオムニトラス

トジャパン株式会社の高セキュリティ

を保証する商品群と、同じく子会社で

ある株式会社ベストシステムズのクラ

スタリング、グリッドコンピューティ

ングをはじめとするＨＰＣ（ハイ・パ

フォーマンス・コンピューティング）

プログラムなどの高収益が望める事業

の安定化を図ります。また、通信サー

ビス事業では、当社が取り扱うＩＳＰ

（インターネット・サービス・プロバ

イダ）事業者向けダイヤルアップ接続

サービスの顧客拡大に注力します。さ

らに、平成電電株式会社の再生スポン

サーとなったことにより通信サービス

事業の売上高アップのシナジー効果が

期待されます。これらの経営施策に

よって、次期の業績は改善できるもの

と見込まれます。

　連結財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な

疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　２社　

　主要な連結子会社名　　

　　オムニトラストジャパン㈱

　　㈱ＩＴマーケティングエー

ジェンシー

  上記のうち、オムニトラスト

ジャパン㈱については、当中間連

結会計期間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、㈱ＩＴマーケティン

グエージェンシーについては、当

中間連結会計期間において新たに

同社株式を取得したことにより連

結子会社となったため、連結の範

囲に含めております。

(1）連結子会社の数　３社　

　主要な連結子会社名　　

　　オムニトラストジャパン㈱

　　㈱ベストシステムズ

　　平成電電コミュニケーション

ズ㈱

(1）連結子会社の数　３社　

　主要な連結子会社名　　

　　オムニトラストジャパン㈱

　　㈱ベストシステムズ

　　平成電電コミュニケーション

ズ㈱

　上記のうち、オムニトラスト

ジャパン㈱については、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、㈱ベストシステムズ及び平

成電電コミュニケーションズ㈱に

ついては、当連結会計年度におい

て株式交換により完全子会社と

なったため、連結の範囲に含めて

おります。

　なお、㈱ＩＴマーケティング

エージェンシーについては、当中

間連結会計期間において新たに同

社株式を取得したことにより連結

子会社となったため、連結の範囲

に含めておりましたが、同社全株

式を売却したため、当連結会計年

度末において連結の範囲から除い

ております。

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

　ＤＴはやぶさ証券㈱

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

　ＤＴエレクトロニクス㈱

　ジャパンワイヤレス㈱

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

　ＤＴエレクトロニクス㈱

　ジャパンワイヤレス㈱

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上高、

中間純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等は、

いずれも中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためであ

ります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上高、

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)等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためでありま

す。 

２．持分法の適用に関する事

項

(1）　　　───── (1) 持分法適用の関連会社数 １社

　主要な会社名 

  　アジア航測㈱

(1) 持分法適用の関連会社数 １社

　主要な会社名  

 　 アジア航測㈱ 

 　 アジア航測㈱については、当連

結会計年度において同社株式を追

加取得したことにより関連会社と

なったため、持分法の適用範囲に

含めております。
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

(2）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会社

の名称等

　ＤＴはやぶさ証券㈱　　

　㈱キューウエーブ

　㈱ＩＲＩコミュニケーションズ

(2）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会社

の名称等

　ＤＴエレクトロニクス㈱　

　ジャパンワイヤレス㈱

　㈱キューウエーブ

　

(2）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会社

の名称等

　ＤＴエレクトロニクス㈱

　ジャパンワイヤレス㈱

　㈱キューウエーブ

　㈱ＩＲＩコミュニケーションズ

（持分法を適用していない理由）

　持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社は、中間純損

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中

間連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重

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。

（持分法を適用していない理由）

同左

 （持分法を適用していない理由

　持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社は、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、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

(3）　　　───── (3) 持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる会

社については、各社の中間会計期

間に係る中間財務諸表を使用して

おります。 

(3) 持分法適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社につい

ては、各社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

  連結子会社のうち、㈱ＩＴマーケ

ティングエージェンシーの中間決算

日は２月28日であります。

  中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく中間財務諸表を使

用しております。

  連結子会社のうち、㈱ベストシス

テムズの中間決算日は４月30日であ

ります。

  中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく中間財務諸表を使

用しております。

　連結子会社のうち、㈱ベストシス

テムズの決算日は10月31日でありま

す。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しておりま

す。 

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

① 有価証券

その他有価証券

　時価のあるもの

  　　中間連結決算日の市場価格

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）

　　時価のないもの 

─────

(1) 重要な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

同左

　　　時価のないもの 

　　　　移動平均法に基づく原価法 

(1) 重要な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

　　　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）

　時価のないもの

同左

② たな卸資産

  個別法による原価法を採用して

おります。

② たな卸資産

同左

② たな卸資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

① 有形固定資産

  定率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。

　建物及び構築物　 　５～16年

　機械装置及び運搬具 ３～６年

  工具器具備品　　　 ５～20年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

① 有形固定資産

  定率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。

　建物及び構築物　 　５～18年

　機械装置及び運搬具 ２～６年

  工具器具備品  　　 ４～20年

(2）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　

  定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づいてお

ります。

  また、営業権については、発生

時に一括償却しております。

② 無形固定資産　

  定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づいてお

り、市場販売目的のソフトウェア

については、見込有効期間（３

年）における見込販売数量に基づ

く償却額と販売可能な残存有効期

間に基づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい金額を償却する方

法によっております。

  また、営業権については、発生

時に一括償却しております。

② 無形固定資産　

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間（５年）に基づいてお

り、市場販売目的のソフトウェア

については、見込有効期間（３

年）における見込販売数量に基づ

く償却額と販売可能な残存有効期

間に基づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい金額を償却する方

法によっております。

　また、営業権については、発生

時に一括償却しております。

  なお、販売権については、その

有効期間等を検討し全額償却して

おります。

(3）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の

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

(3）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
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

② 賞与引当金

─────

② 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち、当中間連

結会計期間負担額を計上しており

ます。

② 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるた

め、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。

③ 製品保証引当金

─────

③ 製品保証引当金

　製品の無償補修に係る支出に備

えるため、過去の実績に基づき計

上しております。

③ 製品保証引当金

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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

─────

(5）重要なヘッジ会計の方法

─────

(5）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法　 

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債務

③ ヘッジ方針

　為替変動リスクを回避すること

を目的として、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

  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。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

(6）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・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、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、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短期的な投資

からなっております。

同左 同左
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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） ──────

 　当中間連結会計期間より、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）

──────

 　当中間連結会計期間より、「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14,763,945千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表等

規則により作成しております。

 

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

────── （中間連結貸借対照表）

　「更生債権等」は、前中間連結会計期間末は、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

中間連結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、前中間連結会計期間末の「更生債権等」の金額は

25,328千円であります。

────── （中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「社債

発行費償却」（当中間連結会計期間は9,076千円）は、営

業外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費

用の「その他」に含めて表示しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
(平成17年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年６月30日)

前連結会計年度末
(平成17年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

48,623千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

37,268千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

123,373千円

※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、流動資産の「そ

の他」に含めて計上しております。

※２ 消費税等の取扱い

同左　

※２ 　　　 ─────

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

 ※１　　　　─────  ※１ 売上高及び売上原価については、

回収の見込めないＩＳＰ事業収益

859,750千円及びこれに対応する原

価397,413千円を不計上としており

ます。なお、同事業の整理に関連

して当社が負担すべき額135,320千

円を事業整理損として特別損失に

計上しております。

 ※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とおりで

あります。

給料手当 52,019千円

支払報酬 35,352

支払手数料 　47,884

租税公課 35,270

 ※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とおりで

あります。

貸倒引当金繰入額 11,484千円

業務委託費 795,639

支払手数料 　749,792

製品保証引当金繰

入額
10,156

賞与引当金繰入額 6,240

 ※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とおりで

あります。

貸倒引当金繰入額 299,929千円

業務委託費 1,090,669

支払手数料 　283,654

製品保証引当金繰

入額
10,615

賞与引当金繰入額 3,208

 ※３　　　　─────  ※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 5,858千円

工具器具備品 1,742

 ※３ 固定資産除却損の内訳

工具器具備品 1,543千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 当中間連結会計期間（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 1,147,246.39 654,439.02 ― 1,801,685.41

合計 1,147,246.39 654,439.02 ― 1,801,685.41

自己株式     

普通株式（注）２ 125.59 3.42 ― 129.01

合計 125.59 3.42 ― 129.01

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加654,439.02株は新株予約権の権利行使による新株の発行であります。

２．普通株式の自己株式の増加3.42株は単元未満株式の買取りによるものであります。

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　 該当事項はございません。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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中間期末

残高と中間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６月30日現在)

　現金及び預金勘定と現金及び現

金同等物は同額であります。

(平成18年６月30日現在) 

 同左

(平成17年12月31日現在)

同左

２　　　　───── ２　重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使による

資本金増加額

4,800,044

千円

新株予約権の行使による

資本剰余金増加額 
4,799,799

新株予約権の行使による

新株予約権付社債の減少

額

9,600,000

　

２　重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使による

資本金増加額

1,500,049

千円

新株予約権の行使による

資本剰余金増加額 
1,499,950

新株予約権の行使による

新株予約権付社債の減少

額

3,000,000
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①　リース取引

 　　　 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

②　有価証券

前中間連結会計期間末（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

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 261,217 401,720 140,502

合計 261,217 401,720 140,502

　２.　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 897,430

計 897,430

当中間連結会計期間末（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

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 20,834 16,171 4,663

合計 20,834 16,171 4,663

２.　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 16,500

計 16,500

前連結会計年度末（平成17年12月31日現在）

1. 　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 270 782 512

合計 270 782 512

　２.　時価評価されていない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 1,500

計 1,500

③　デリバティブ取引

 　　　 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

④　ストック・オプション等関係

        ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日　至平成17年６月30日）

ITソリュー
ション事業
（千円）

通信サービ
ス事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 6,401,376 641,998 ― 7,043,374 ― 7,043,374

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 6,401,376 641,998 ― 7,043,374 ― 7,043,374

営業費用 5,407,821 526,796 ― 5,934,617 ― 5,934,617

営業利益 993,554 115,202 ― 1,108,756 ― 1,108,756

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分の主な製品

ＩＴソリューション事業

画像データ表示ビューワ、セキュリティシステム、画像データ自

動変換サーバー、高セキュリティ文書配信システム、Ｗｅｂ型地

図描画エンジン、ネットワーク型地図情報システム、移動体位置

情報管理システム、情報機器、通信機器等 

 通信サービス事業
ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダ

イヤルアップ接続関連サービス事業等

 その他の事業
総合広告代理事業、Ｗｅｂ型セールスプロモーションシステムの

開発・運用等 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

ITソリュー
ション事業

（千円）

通信サービス
事業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 940,194 5,974,577 6,914,772 ― 6,914,772

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
14,199 220 14,419  (14,419) ―

計 954,394 5,974,798 6,929,192  (14,419) 6,914,772

営業費用 932,577 5,904,102 6,836,679 335,784 7,172,463

営業利益 21,817 70,695 92,512  (350,203) △257,690

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分の主な製品

ＩＴソリューション事業

画像データ表示ビューワ、セキュリティシステム、画像データ自

動変換サーバー、高セキュリティ文書配信システム、Ｗｅｂ型地

図描画エンジン、ネットワーク型地図情報システム、移動体位置

情報管理システム、グリッド関連製品、クラスタ関連製品、情報

機器、通信機器等 

 通信サービス事業

ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダ

イヤルアップ接続関連サービス事業、中継電話サービス（マイラ

イン）事業等
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３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は360,679千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

ITソリュー
ション事業
（千円）

通信サービ
ス事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 10,430,907 8,526,481 467,904 19,425,293 ― 19,425,293

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 237 74,927 75,164 (75,164) ―

計 10,430,907 8,526,718 542,832 19,500,458 (75,164) 19,425,293

営業費用 8,879,612 7,725,219 730,222 17,335,054 330,111 17,665,166

営業利益又は営業損失(△) 1,551,294 801,499 △187,389 2,165,403 (405,276) 1,760,126

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分の主な製品

ＩＴソリューション事業

 画像データ表示ビューワ、セキュリティシステム、画像データ自

動変換サーバー、高セキュリティ文書配信システム、Ｗｅｂ型地

図描画エンジン、ネットワーク型地図情報システム、移動体位置

情報管理システム、グリッド関連製品、クラスタ関連製品、情報

機器、通信機器等 

 通信サービス事業

 ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダ

イヤルアップ接続関連サービス事業、中継電話サービス（マイラ

イン）事業等

 その他の事業
 総合広告代理事業、Ｗｅｂ型セールスプロモーションシステムの

開発・運用等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は418,069千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日　至平成17年６月30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、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30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、該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12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在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日　至平成17年６月30日）

　　海外売上高がないため該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30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。

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12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。

－ 25 －



（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(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 11,726円58銭  8,195円11銭 5,487円19銭

１株当たり中間（当期）純

損失金額
 6,403円38銭 1,067円69銭

39,187円43銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 

　潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、

中間純損失が計上されている

ため記載しておりません。 

　潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、

潜在株式は存在するものの１

株当たり中間純損失であるた

め記載しておりません。

  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）１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純

損失金額

中間（当期）純損失

（千円）
2,925,095 1,583,668 24,448,722

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）

純損失（千円）
2,925,095 1,583,668 24,448,722

期中平均株式数（株） 456,804 1,483,267 623,892

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の

概要

 　新株予約権４種類（新株

予約権の数109,144個）。

　第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債（券面総額

400,000千円）及び新株予約

権５種類（新株予約権の数

153,122個）。

　第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債（券面総額

9,700,000千円）及び新株予

約権４種類（新株予約権の数

109,142個）。
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年12月31日)

１．新株式発行

  平成17年7月1日から監査報告書作

成日現在までに平成電電コミュニ

ケーションズ㈱外３社との株式交換

及び当社第３回新株予約権の一部行

使に伴い発行済株式総数、資本金、

資本準備金が以下のように増加して

おります。

増加発行済株式総数　265,302.40株

 作成日現在発行済株式総数  

　　　　　　　　　　 779,823.39株

 増加資本金     　　　    397千円

 作成日現在資本金 　5,386,417千円

 増加資本準備金　　15,375,172千円

 作成日現在資本準備金

　　　　　　　　　 20,675,493千円

　

２. 平成電電コミュニケーションズ㈱

との株式交換

   当社と平成電電コミュニケーショ

ンズ㈱は、当社における電気通信事

業の拡大と顧客基盤の強化を目的と

して、平成17年５月31日に平成電電

コミュニケーションズ㈱が当社の完

全子会社となる株式交換契約を締結

し、同年６月30日開催の臨時株主総

会における同株式交換契約書の承認

に基づき、平成17年８月31日に株式

交換を実施いたしました。

(1) 株式交換契約の概要

①株式交換の内容 

　当社は、平成電電コミュニケー

ションズ㈱と旧商法第352条ないし

第363条に定める方法により株式交

換を行いました。

②株式交換の日

　平成17年８月31日

③株式交換に際して発行した株式数

普通株式　243,684株

④増加した資本金及び資本準備金額

資本金　　　　　　  －千円

資本準備金　15,018,000千円

(2) 平成電電コミュニケーションズ㈱

の概要

①主な事業内容

　電気通信事業

②売上高及び当期純利益（平成17年

　１月期）

　売上高　　　　 －千円

　当期純利益　　 －千円

③資産、負債、資本の状況（平成17

　年１月31日現在）

  資産合計　 10,000千円

  負債合計       －千円

  資本合計　 10,000千円

────── １．新株予約権の発行及び消却

(1) 新株予約権の発行

　当社は、平成17年12月20日開催の

取締役会において発行を決議いたし

ました第７回新株予約権（第三者割

当）について、平成18年１月５日に

払込を受け、発行いたしました。

①募集方法

　第三者割当の方法により、すべて

の本新株予約権をライブドア証券株

式会社に割り当てる。

②新株予約権の総数

200個

③新株予約権の発行価額

　本新株予約権１個当たり金100,000

円（本新株予約権の目的である株式

１株当たり金100円）

④新株予約権の発行総額

金20,000,000円

⑤新株予約権の目的である株式の種

類及び数

　本新株予約権の目的である株式の

種類及び総数は、当社普通株式

200,000株とする（本新株予約権１

個の目的である株式の数は1,000株

とする。）。

⑥行使によって発行する新株の発行

価額中の資本組入額　

本新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価額中資

本に組入れる額は、当該発行価額に

0.5を乗じた金額とし、計算の結果

１円未満の端数が生じる場合はその

端数を切り上げた額とする。

⑦新株予約権の消却事由及び消却の

条件

当社は、当社が株式交換または株

式移転により他の会社の完全子会社

となることを当社の株主総会で決議

した場合、旧商法第280条ノ36の規

定に従って、本新株予約権者に対し

て消却日から７日以上60日以内の事

前通知を行い、かつ（本新株予約権

証券が発行されている場合は）公告

したうえで、当該株式交換または株

式移転の効力発生日以前に、その時

点において残存する本新株予約権の

全部を１個当たり100,000円の金額

で消却する。
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前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年12月31日)

３．㈱アイ・ティーマーケティングソ

リューションズとの株式交換

  当社と㈱アイ・ティーマーケティ

ングソリューションズは、ＩＴの発

展に伴うカスタマーニーズの高度化、

多様化に対応するため、平成17年５

月31日に㈱アイ・ティーマーケティ

ングソリューションズが当社の完全

子会社となる株式交換契約を締結し、

同年６月30日開催の臨時株主総会に

おける同株式交換契約書の承認に基

づき、平成17年８月２日に株式交換

を実施いたしました。

(1) 株式交換契約の概要

①株式交換の内容

　当社は、㈱アイ・ティーマーケ

ティングソリューションズと旧商法

第352条ないし第363条に定める方法

により株式交換を行いました。

   ②株式交換の日

 　  平成17年８月２日

③株式交換に際して発行した株式数

普通株式　9,454株

④増加した資本金及び資本準備金額

　資本金　　　　　 －千円

　資本準備金　147,001千円

(2) ㈱アイ・ティーマーケティングソ

リューションズの概要

①主な事業内容

人材ソリューション事業、ソフト

ウェア開発事業、ネットワークソ

リューション事業、デジタルコンテ

ンツ開発事業

②売上高及び当期純利益（平成17年

　３月期）

　売上高　　 2,540,797千円

　当期純利益　　48,246千円

③資産、負債、資本の状況（平成17

　年３月31日現在）

　資産合計 　1,413,336千円

　負債合計   1,107,287千円

　資本合計　 　306,049千円

当社は、本新株予約権の消却が必

要と当社取締役会が決議した場合、

旧商法第280条ノ36の規定に従って、

本新株予約権者に対して消却日から

７日以上60日以内の事前通知を行い、

かつ（本新株予約権証券が発行され

ている場合は）公告したうえで、当

該株式交換または株式移転の効力発

生以前に、その時点において残存す

る本新株予約権の全部を１個当たり

100,000円の金額で消却する。

⑧新株予約権の行使請求によって交

付された株式の配当起算日

本新株予約権の行使請求により交

付された当社普通株式の配当金また

は旧商法第280条ノ５に定められた

金銭の分配（中間配当金）について

は、行使請求が１月１日から６月30

日までの間になされたときは１月１

日に、７月１日から12月31日までの

間になされたときは７月１日にそれ

ぞれ当社普通株式の交付があったも

のとみなしてこれを支払う。

(2) 新株予約権の消却

当社は平成18年１月25日開催の取

締役会において、第７回新株予約権

（第三者割当）について残存する本

新株予約権の全部について消却する

ことを決議し、平成18年２月27日に

その対価となる金銭の支払を行い残

存する新株予約権を消却いたしまし

た。

①消却の理由

　昨今の株式市場の動向、当社にお

ける現在の資金需要、既存の株主に

与える影響等を総合的に考慮した結

果、発行要項第15項(2)号に従い、

平成18年１月５日に発行しました第

７回新株予約権を消却することにい

たしました。

②割当先

ライブドア証券株式会社

③消却日

平成18年２月27日

④消却された本新株予約権

残存する本新株予約権170個
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前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年12月31日)

４．㈱ベストシステムズとの株式交換

　　当社と㈱ベストシステムズは、Ｉ

Ｔの発展に伴うカスタマーニーズの

高度化、多様化に対応するため、平

成17年５月31日に㈱ベストシステム

ズが当社の完全子会社となる株式交

換契約を締結し、同年６月30日開催

の臨時株主総会における同株式交換

契約書の承認に基づき、平成17年８

月２日に株式交換を実施いたしまし

た。

(1) 株式交換契約の概要

①株式交換の内容

　当社は、㈱ベストシステムズと旧

商法第352条ないし第363条に定める

方法により株式交換を行いました。

②株式交換の日

  平成17年８月２日

③株式交換に際して発行した株式数

  普通株式　9,345株

④増加した資本金及び資本準備金額

　資本金　　　　　　 －千円

  資本準備金　　196,011千円 

(2) ㈱ベストシステムズの概要

①主な事業内容

　ハードウェア販売事業、ソフト

ウェア販売事業、コンサルティング

事業、計算化学ソフト販売事業、保

守事業

②売上高及び当期純利益（平成17年

  ４月期）

　売上高　　　  　679,924千円

　当期純利益　 　  67,679千円
③資産、負債、資本の状況（平成17
　年４月30日現在）
　資産合計 　     749,288千円
　負債合計        459,816千円
　資本合計　 　 　289,471千円

５．ミリオン㈱との株式交換
　当社とミリオン㈱は、ＩＴの発展
に伴うカスタマーニーズの高度化、
多様化に対応するため、平成17年５
月31日にミリオン㈱が当社の完全子
会社となる株式交換契約を締結し、
同年６月30日開催の臨時株主総会に
おける同株式交換契約書の承認に基
づき、平成17年８月２日に株式交換
を実施いたしました。

(1) 株式交換契約の概要
　①株式交換の内容
    当社は、ミリオン㈱と旧商法第
　352条ないし第363条に定める方法
　により株式交換を行いました。
　②株式交換の日
    平成17年８月２日
   ③株式交換に際して発行した株式数

普通株式　2,800株

※　本新株予約権について、発行日か

ら消却日までに30個の新株予約権が

行使されております。それにより、

453,447千円の払込みを受けるとと

もに、発行済株式数が30,000株、資

本金が228,223千円、それぞれ増加

しております。

⑤消却に伴う支払価額

17,000千円

⑥消却後残存予約権

0個

２．新株予約権付社債の発行

　　当社は、平成17年12月20日開催の

取締役会において発行を決議いたし

ました第２回無担保転換社債型新株

予約権付社債について、平成18年１

月５日に払込を受け、発行いたしま

した。

(1) 資金調達の理由

　当社は、平成17年10月３日に民事

再生法に基づく再生手続の申立てを

行った平成電電株式会社より、平成

17年12月12日に当社が再生スポン

サーに決定したとの正式な連絡を受

け、同社再生スポンサーとして同社

事業再生に携わるにあたって、同社

への再生支援資金及び一般運転資金

の調達を行う目的で、今回の資金調

達を行いました。
(2) 社債の発行価額

額面100円につき100円
(3) 新株予約権の発行価額

無償とする。
(4) 募集方法
  第三者割当の方法により、ライブ
ドア証券株式会社に全額を割り当て
る。

(5) 新株予約権の内容
①新株予約権の目的である株式の種
類及び数

　本新株予約権の目的である株式の
種類は当社普通株式とし、その行使
請求により当社が当社普通株式を新
たに発行またはこれに代えて当社の
有する当社普通株式を移転する数は、
行使請求に係る本社債の発行価額の
総額を転換価額で除して得られる最
大整数とする。この場合に１株の100
分の１未満の端数が生じたときはこ
れを切捨て、現金による調整は行わ
ない。また、１株の100分の１の整
数倍の端数を生じたときは、法令上
可能な限り、端株として端株原簿に
記載または記録するか、または端株
買取請求権が行使された場合に支払
われるのと同額の現金を支払う。
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前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年12月31日)

④増加した資本金及び資本準備金額
　資本金　　　　　 －千円
　資本準備金　 13,762千円

(2) ミリオン㈱の概要
①主な事業内容
　コンピュータに関する総合的コン
サルタント業務、コンピュータ及び
その関連機器による情報システムの
分析・設計とプログラム作成業務、
コンピュータ及びその関連機器のソ
フトウェアの開発業務、コンピュー
タ及びその関連機器の運行管理代行
業務

　 ②売上高及び当期純利益（平成17年
   ３月期）
　   売上高　　　   1,805,939千円
　   当期純利益        28,050千円
　 ③資産、負債、資本の状況（平成17
   年３月31日現在）
　   資産合計 　    1,337,922千円
　   負債合計       1,019,109千円
　   資本合計　 　 　 318,812千円
６．新株予約権付社債発行の決議

　平成17年９月９日開催の当社取締

役会において、平成17年９月30日を

払込期日とする第三者割当ての方法

による転換価額修正型新株予約権付

社債の発行を決議しました。その概

要は次のとおりであります。

(1) 発行総額　5,000,000,000円

(2) 発行価額　社債額面金額の100％

（社債額面金額100,000,000）

(3) 払込期日　平成17年９月30日

(4) 償還期限　平成19年９月30日

(5) 償還価額　社債額面金額の

100％

(6) 利率　　　本社債には利息を付

さない

(7) 本新株予約権の目的となる株式

の種類及び数

①種類　当社普通株式

②数　　本新株予約権の行使によ

り当社が当社普通株式を新たに発

行又はこれに代えて当社の保有す

る当社普通株式を移転（以下、当

社普通株式の発行又は移転を「発

行・移転」という。）する数は、

行使請求に係る本社債の発行価額

の総額を下記(9)記載の転換価額

で除した数とする。

(8) 本新株予約権の総数　50個

(9) 本新株予約権の行使に際して払

込をなすべき額

①本社債の発行価額と同額とする。

②転換価額は当初74,800円とする。

②発行する新株予約権の総数
　各本社債に付された本新株予約権
の数は１個とし、合計40個の本新株
予約権を発行する。
③新株予約権の行使に際して払込を
なすべき額及び転換価額

(イ) 本新株予約権１個の行使に際し
て払込をなすべき額は、各本社債
の発行価額と同額とする。

(ロ) 本新株予約権の行使に際して払
込をなすべき１株当たりの額（以
下「転換価額」という。）は当初
30,400円とする。ただし、転換価
額は修正または調整されることが
ある。

④新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価額中資
本に組入れる額

　本新株予約権の行使により発行す
る当社普通株式１株の資本組入額は、
転換価額に0.5を乗じた金額とし、
計算の結果１円未満の端数を生ずる
場合は、その端数を切り上げるもの
とする。
⑤新株予約権の行使請求期間

　本新株予約権付社債の社債権者が、

本新株予約権の行使を請求すること

ができる期間は、平成18年１月６日

から平成20年１月３日とする。

⑥転換価額の修正

　本新株予約権付社債の発行後、毎

週金曜日（以下「決定日」とい

う。）の翌取引日以降、決定日まで

（当日を含む。）の３連続取引日の

株式会社大阪証券取引所における当

社普通株式の普通取引の毎取引日の

売買高加重平均価格の90％に相当す

る金額がその時点で有効な転換価額

を下回る場合には決定日価額に修正

され、決定日価額が30,400円を上回

る場合にも決定日価額に修正され、

それ以外の場合には修正されない。

⑦転換価額の調整

　本新株予約権付社債の発行後、以

下に掲げる各事由により当社の発行

済普通株式数に変更が生じる場合ま

たは変更を生じる可能性がある場合

は、転換価額を調整する。 　　

(イ) 調整後の転換価額を適用する日

に先立つ45取引日目に始まる30取

引日の株式会社大阪証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の

毎日の終値の平均値を下回る発行

価額または処分価額をもって当社

普通株式を新たに発行しまたは当

社の有する普通株式を処分する場

合。 　　　
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前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年12月31日)

③転換価額の修正

　（イ）本新株予約権の各行使請求

の効力発生日の前日まで（当日を含

む。）の３連続取引日（但し、終値

のない日は除く。）の大阪証券取引

所における当社普通株式の普通取引

の終値の平均値（以下「平均終値」

という。）が、平成17 年9 月30 日

の大阪証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（当日に終値

のない場合は、終値のあるその日に

先立つ直近日の終値とする。以下

「基準値」という。）以上である場

合には、転換価額は、当該効力発生

日以降、当該平均終値の90％に相当

する金額の1 円未満の端数を切り上

げた金額に修正される。

　（ロ）平均終値が、基準値未満で

ある場合には、転換価額は、当該効

力発生日以降、当該平均終値に相当

する金額の1 円未満の端数を切り上

げた金額に修正される。ただし、か

かる場合でも、当社が本社債権者に

対し通知した場合には、当該通知の

なされた日の翌日（当日を含む。）

以降、当社が本社債権者に対し当該

通知を撤回する旨を通知した日（当

日を含む。）までの期間中、転換価

額の修正にあたっては上記(イ)の規

定を適用する。当社は、行使請求期

間中、上記の転換価額の修正方法の

変更の通知及びその撤回の通知を、

何回でも行うことができる。

  （ハ）上記(イ)及び(ロ)の適用に

関して、大阪証券取引所が当社普通

株式の上場廃止を決定している場合

を除き、(ⅰ)修正後の転換価額が

149,600 円（以下「上限転換価額」

という。）を上回ることとなる場　

合には転換価額は上限転換価額とし、

(ⅱ)修正後の転換価額が37,400 円

（以下「下限転換価額」という。）

を下回ることとなる場合には転換価

額は下限転換価額とする。上限転換

価額、下限転換価額及び基準値は、

下記④の規定を準用して調整される。

 ④転換価額は、本新株予約権付社債

発行後、当社が当社普通株式の時価

を下回る発行価額又は処分価額で当

社普通株式を発行又は処分する場合

には、次の算式により調整される。

(ロ) 株式分割により当社普通株式を

発行する場合。 　　　

(ハ) 調整後の転換価額を適用する日

に先立つ45取引日目に始まる30取

引日の株式会社大阪証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の

毎日の終値の平均値を下回る価額

をもって当社普通株式に転換され

る証券もしくは転換できる証券ま

たは当社普通株式の交付を請求で

きる新株予約権もしくは新株予約

権付社債を発行する場合。

(ニ) 株式の併合、資本の減少、法定

準備金の減少、旧商法第373条に

定められた新設分割、旧商法374

条ノ16に定められた吸収分割、ま

たは合併のために転換価額の調整

を必要とするとき。 　　　

(ホ) その他当社の発行済株式総数の

変更または変更の可能性が生じる

事由の発生により転換価額の調整

を必要とするとき。 　　　

(ヘ) 転換価額を調整すべき事由が２

つ以上相接して発生し、一方の事

由に基づく調整後の転換価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、

他方の事由による影響を考慮する

必要があるとき。

⑧新株予約権の消却事由及び消却の

条件

消却事由は定めない。　　

⑨新株予約権の行使請求によって交

付された株式の配当起算日

　行使請求により交付された当社普

通株式の配当金または旧商法第293

条ノ５に定められた金銭の分配（中

間配当金）については、行使請求が

１月１日から６月30日までの間にな

されたときは１月１日に、７月１日

から12月31日までの間になされたと

きは７月１日にそれぞれ当社普通株

式の交付があったものとみなしてこ

れを支払う。 　　

⑩代用払込に関する事項

　旧商法第341条ノ３第１項第７号

及び第８号により、本新株予約権を

行使したときは本社債の全額の償還

に代えて当該本新株予約権の行使に

際して払込をなすべき額の全額の払

込がなされたものとする請求があっ

たものとみなす。

(6) 社債に関する事項 　　

　①社債総額　

金4,000,000,000円 　　

②各本社債券の額面金額

　金100,000,000円の１種 　

③利率

　本社債には利息を付さない。 　
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前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年12月31日)

 <算式>

既発
行
株式
数
 

＋

新発行・
処分株式
数

×

１株当たり
の

発行・処分
価額

調整
後
転換
価額

＝

調整
前
転換
価額

×

時価

既発行株式数＋新発行・処分株
式数

　また、転換価額は、当社普通株式

の分割・併合、当社普通株式の時価

を下回る価額をもって当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含

む。）の発行等が行われる場合その

他一定の事由が生じた場合にも適宜

調整される。

(10)本新株予約権の行使請求期間

　平成17年10月１日から平成19年

９月26日までとする。

(11)その他の本新株予約権の行使の

条件

　各本新株予約権の一部行使はで

きないものとする。

(12)資金の使途

　ワイヤレスモバイルサービス事

業への設備投資に充当

④償還価額

　額面100円につき100円 　　

⑤償還の方法及び期限 　　　

(イ) 本社債は、平成20年１月４日に

その総額を償還する。

　　ただし、繰上償還に関しては、

本号（ロ）乃至（ニ）に定めると

ころによる。 　　　

(ロ) 当社は、平成18年１月６日以降、

当社が株式交換または株式移転に

より他の会社の完全子会社となる

ことを当社の株主総会で決議した

場合、本新株予約権付社債の社債

権者に対して、償還日から30日以

上60日以内の事前通知を行った上

で、当該株式交換または株式移転

の効力発生日以前に、その時点に

おいて未償還の本社債の全部（一

部は不可）を額面100円につき金

100円で繰上償還する。 　　

(ハ) 当社は、平成18年１月６日以降、

その選択により、本新株予約権付

社債の社債権者に対して償還日か

ら30日以上60日以内の事前通知を

行った上で、その時点において未

償還の本社債の全部（一部は不

可）を繰上償還することができる。

この場合の償還価額は本社債の額

面100円につき金100円とする。

(ニ) 本新株予約権付社債の社債権者

は、平成18年１月６日以降、その

選択により、当社に対して償還日

から30日以上60日以内の事前通知

を行い、かつ当社の定める請求書

に繰上償還を請求しようとする本

社債を表示し、請求の年月日等を

記載してこれに記名捺印した上、

繰上償還を請求しようとする本新

株予約権付社債を添えて、償還金

支払場所に提出することにより、

その保有する本社債の全部または

一部を繰上償還することを、当社

に対して請求する権利を有する。

この場合の償還価額は本社債の額

面100円につき、金100円とする。

(ホ) 償還すべき日が銀行休業日にあ

たるときは、その前銀行営業日に

これを繰上げる。
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前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年12月31日)

(ヘ) 本新株予約権付社債の買入及び

当該本新株予約権付社債に係る本

社債の消却は、発行日の翌日以降

いつでもこれを行うことができる。

ただし、当該本新株予約権付社債

に係る本新株予約権のみを消却す

ることはできない。当該本新株予

約権に係る本社債を消却する場合、

当社は当該本新株予約権付社債に

係る本新株予約権につき、その権

利を放棄するものとする。 　　

 ⑥物上担保・保証の有無

　本新株予約権付社債には物上担保

及び保証は付されておらず、また本

新株予約権付社債のために特に留保

されている資産はない。

３．ダイヤルアップ接続事業に関する

営業の譲受　

当社は、平成18年１月20日開催の

取締役会において、平成18年１月20

日をもって電気通信事業を営む株式

会社ＩＲＩコミュニケーションズよ

り、同社営業部門のうちＩＳＰ（イ

ンターネット・サービス・プロバイ

ダ）事業者向けダイヤルアップ接続

事業に関する営業を譲受ける決議を

し、同日付で営業譲渡契約を締結し、

譲受けております。

　なお、本件契約の内容は次のとお

りであります。

(1) 営業譲受けの目的

当社は、インターネット上での複

合通信企業としての地位確立を目指

し、ＩＳＰ（インターネット・サー

ビス・プロバイダ）事業者向けダイ

ヤルアップ接続事業に関する営業を

行っておりますが、同事業の更なる

業容の拡大、かつ一層の企業価値向

上を図るべく、株式会社ＩＲＩコ

ミュニケーションズよりＩＳＰ事業

者向けダイヤルアップ接続事業に関

する営業を譲受けることを決議いた

しました。

(2) 営業譲受けの内容

　ＩＳＰ（インターネット・サービ

ス・プロバイダ）事業者向けダイヤ

ルアップ接続事業に関する営業

(3) 譲受け価額

　譲受け価額は717,279千円であり、

その内訳は営業権が699,340千円、

機械装置が17,252千円、ソフトウェ

アが686千円であります。
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前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年12月31日)

４．コールセンター業務に関する営業

の譲受

　当社連結子会社である平成電電コ

ミュニケーションズ株式会社は、平

成18年２月９日開催の臨時株主総会

及び取締役会において、株式会社

ヒューマンアウトソーシングのコー

ルセンター業務に関する営業を譲受

ける決議をし、同日付で営業譲渡契

約を締結し、譲受けております。

　なお、本件契約の内容は次のとお

りであります。 

(1) 営業譲受けの目的

　コールセンター業務に係る営業は、

当社がスポンサーとなっている平成

電電株式会社の事業再生及び当社の

子会社である平成電電コミュニケー

ションズ株式会社の円滑な事業運営

に必要不可欠な事業であるため、当

該コールセンター業務に係る営業を

譲受けることを決議いたしました。

(2) 営業譲受けの内容

　当社が再生スポンサーとなってい

る平成電電株式会社が展開する、電

気通信事業における契約済み及び契

約見込み顧客に対応する業務全般

（ただし、設置工事を除く）に関す

る営業 

(3) 譲受け価額

　譲受け価額は1,000,000千円であ

ります。

５．中継電話サービス（マイライン）

事業の営業譲渡に関する基本合意

書の締結

  当社及び連結子会社である平成電

電コミュニケーションズ株式会社は

平成18年３月23日に、平成電電コ

ミュニケーションズ株式会社の中継

電話サービス（マイライン）事業を

日本テレコム株式会社へ営業譲渡す

ることに関し、日本テレコム株式会

社との間で基本合意書を締結いたし

ました。

　当該基本合意書の概要は以下のと

おりであります。

(1) 営業譲渡の目的 

　利用者数の減少及び回線利用量の

縮小を受け、当社ならびに平成電電

コミュニケーション株式会社にて業

績回復に注力してまいりましたが、

依然として厳しい状況が続いている

ため、当該事業の譲渡を決定するに

至りました。

(2) 営業譲渡の内容 

　マイライン登録等のなされたユー

ザーに対する電気通信役務の提供に

係る事業。
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前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
　至　平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
　至　平成17年12月31日)

(3) 譲渡価額 

　約75億円。ただし、この金額は基

本合意書に基づき算定した暫定譲渡

価額であり、承継するマイライン契

約の回線数等による調整を行う予定

であります。

(4) 譲渡時期 

　必要な許認可等取得後速やかに譲

渡。

  なお、４月中の譲渡完了を目途と

しております。

６．新株予約権の発行

(1) 新株予約権割当の対象者 

　平成18年３月29日開催の取締役会

において、同日開催の当社定時株主

総会で承認された、当社の取締役及

び従業員、当社子会社の取締役及び

従業員に対して新株予約権を以下の

とおり割り当てることを決議しまし

た。

(2) 新株予約権発行の要領

①新株予約権の総数

55,000個を上限とする。

②新株予約権の発行価額

無償で発行する。

③新株予約権の目的となる株式の種
類
当社普通株式とする。

④新株予約権の目的となる株式の数
　55,000株を上限とし、新株予約権
１個当たりの目的となる株式の数
（以下「目的株式数」という。）は
１株とする。
⑤新株予約権の行使に際して払込を
すべき金額

　本新株予約権１個当たりの払込金
額は、18,310円（以下「行使価額」
という。）に目的株式数を乗じた金
額とし、行使価額は本新株予約権を
発行する日に先立つ45取引日目に始
まる30取引日の株式会社大阪証券取
引所における当社の普通株式の毎日
の普通取引の終値（気配表示を含
む。）の平均値（終値のない日を除
く。）に1.05を乗じた金額（１円未
満の端数は切り上げる。）とする。
ただし、当該平均値が本新株予約権
を発行する日の前日の株式会社大阪
証券取引所における当社普通株式の
普通取引の終値（取引が成立しない
場合はその前日の終値）を下回る場
合は、当該終値とする。
⑥新株予約権を行使することができ
る期間

　平成20年４月１日から平成28年３
月31日までの期間で、取締役会の決
議で定める期間とする。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当中間連結会計期間における生産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。

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日) 前年同期比（％）

金額（千円）

ＩＴソリューション事業 930,198 76.0

通信サービス事業 ― ―

合計 930,198 76.0

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．金額は、販売価格によっております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

　当中間連結会計期間における受注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。

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

 前年同期比（％）

受注高（千円） 受注残高（千円） 受注高 受注残高

ＩＴソリューション事業 1,135,497 217,379 17.7 419.5

通信サービス事業 ― ― ― ―

合計 1,135,497 217,379 17.7 419.5

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当中間連結会計期間における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。

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日) 前年同期比（％）

金額（千円）

ＩＴソリューション事業 940,194 14.7

通信サービス事業 5,974,577 930.6

合計 6,914,772 98.2

　（注）１．上記には回収の見込めないＩＳＰ事業収益（平成電電㈱の代理受領に係る取引）859,750千円は含まれており

ません。

　　　　２．セグメント間取引については、相殺消去しております。

３．主な相手先別の販売実績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

前中間連結会計期間
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(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（％）

平成電電㈱ 6,090,861 86.5 ― ―

㈱日立東日本ソリューション

ズ
― ― 170,000 17.8

伊藤忠テクノサイエンス㈱ ― ― 109,116 11.4

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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