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上 場 会 社 名        丸紅テレコム株式会社            上場取引所    東 
コ ー ド 番 号         9447                                      本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www. mtc.co.jp ） 
代  表  者 代表取締役社長   要  博明 
問合せ先責任者 専務取締役     吉田 英彦     ＴＥＬ (03)3238－1515 
決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 27 日               配当支払開始日 平成 18 年 12 月 1日 
単元株制度採用の有無            無   
１． 18 年 9 月中間期の業績(平成 18 年 4月 1日～平成 18 年 9月 30 日) 
(1) 経営成績                                 （百万円未満切捨） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

   59,416  13.1
52,554  1.3

426 △14.7
499 △14.6

510  1.7
501 △12.6

年 3 月期 116,507  9.1 1,230  1.2 1,269  5.918
 
 

中間(当期)純利益 １株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

227 △20.0 
284 △15.5 

2,504.79 
3,138.57 

18 年 3 月期 717  7.8 7,898.99 

 
 

 (注)①期中平均株式数 18年 9月中間期 90,944株 17年 9月中間期 90,746株 18年 3月期 90,781株 
    ②会計処理の方法の変更    有 
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2)財政状態                                  （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

18 年 9 月中間期 
17 年 9 月中間期 

22,174  
20,793  

7,849 
7,508 

35.4  
36.1  

86,307.91
82,742.36

18 年 3 月期 26,464  7,774 29.3  85,486.41
 (注)①期末発行済株式数 18 年 9月中間期 90,944 株 17 年 9月中間期 90,746 株 18 年 3月期 90,944 株 
  ②期末自己株式数  18年 9月中間期  - 株 17年 9月中間期   - 株 18年 3月期  -  株 
 
２．19 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

通   期 120,000 1,400 730

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  8,026 円 92 銭 
３．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 － 1,500.00 － 1,500.00 － 3,000.00

19年3月期（実績） － 1,500.00 － － － 

19年3月期（予想） － － － 1,500.00 － 
3,000.00

 
 

 
 
(注)○年○月中間期末配当金の内訳  記念配当       円    銭  特別配当       円    銭 
  その他の内訳 別紙参照 
 
 

※ 上記業績予想につきましては、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

であります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

 
 



【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９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  503,261 562,076 820,627 

２ 受取手形  29,439 38,225 43,591 

３ 売掛金  9,446,593 9,666,833 14,197,004 

４ たな卸資産  6,144,490 6,773,227 6,743,001 

５ その他  456,121 937,611 580,911 

貸倒引当金  △1,000 △11,000 △16,000 

流動資産合計   16,578,906 79.7 17,966,974 81.0  22,369,136 84.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ＊1 1,558,373 1,765,698 1,615,370 

２ 無形固定資産  656,776 543,132 624,421 

３ 投資その他の資産    

(1)敷金・保証金  1,165,979 1,149,022 1,143,630 

(2)その他  876,715 793,471 757,948 

貸倒引当金  △43,000 △43,828 △45,828 

 投資その他の資産合計  1,999,694 1,898,666 1,855,751 

固定資産合計   4,214,844 20.3 4,207,496 19.0  4,095,544 15.5

資産合計   20,793,750 100.0 22,174,471 100.0  26,464,680 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９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  9,078,657 8,610,664 12,211,806 

２ 短期借入金  1,500,000 2,300,000 3,200,000 

３ 未払法人税等  165,000 205,000 289,000 

４ 前受金  ― 1,278,910 1,132,369 

５ その他 ＊2 2,234,731 1,566,378 1,544,672 

流動負債合計   12,978,389 62.4 13,960,953 63.0  18,377,848 69.5

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  157,918 162,095 154,311 

２ 役員退職慰労引当金  22,287 29,773 25,428 

３ その他  126,617 172,462 132,617 

固定負債合計   306,822 1.5 364,331 1.6  312,356 1.2

負債合計   13,285,212 63.9 14,325,284 64.6  18,690,204 70.7

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,934,030 9.3 - -  1,946,306 7.3

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  1,749,700 1,749,700 8.4 - - - 1,761,976 1,761,976 6.7

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  9,867 - 9,867 

２ 任意積立金  3,148,137 - 3,148,137 

３ 中間(当期)未処分利益  586,904 - 883,050 

利益剰余金合計   3,744,909 18.0 - -  4,041,055 15.3

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金 

  79,899 0.4 - -  25,138 0.1

資本合計   7,508,538 36.1 - -  7,774,475 29.3

負債資本合計   20,793,750 100.0 - -  26,464,680 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９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   - - 1,946,306 8.8  - -

２ 資本剰余金    

資本準備金  - 1,761,976 - 

資本剰余金合計   - - 1,761,976 7.9  - -

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  - 9,867 - 

(2) その他利益剰余金    

任意積立金  - 3,579,962 - 

繰越利益剰余金  - 542,605 - 

利益剰余金合計   - - 4,132,434 18.6  - -

株主資本合計   - - 7,840,716 35.4  - -

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券 
  評価差額金 

  - - 8,470  - -

評価・換算差額等 
合計 

  - - 8,470 0.0  - -

純資産合計   - - 7,849,186 35.4  - -

負債純資産合計   - - 22,174,471 100.0  - -
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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   52,554,642 100.0 59,416,281 100.0  116,507,233 100.0

Ⅱ 売上原価 ＊6  46,836,387 89.1 53,441,789 89.9  104,654,973 89.8

売上総利益   5,718,254 10.9 5,974,492 10.1  11,852,259 10.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊6  5,218,403 9.9 5,548,188 9.3  10,622,082 9.1

営業利益   499,851 1.0 426,303 0.7  1,230,177 1.1

Ⅳ 営業外収益 ＊1  22,612 0.0 94,290 0.2  71,402 0.0

Ⅴ 営業外費用 ＊2  20,830 0.0 10,463 0.0  32,025 0.0

経常利益   501,633 1.0 510,131 0.9  1,269,554 1.1

Ⅵ 特別利益 ＊3  51,291 0.1 7,229 0.0  165,754 0.1

Ⅶ 特別損失 ＊4,7  67,361 0.1 69,374 0.1  201,809 0.2

税引前中間(当期) 
純利益 

  485,562 0.9 447,986 0.8  1,233,498 1.0

法人税、住民税 
及び事業税 

＊5 141,331 180,931 536,048 

法人税等調整額 ＊5 59,417 200,749 0.4 39,259 220,190 0.4 △19,628 516,420 0.4

中間(当期)純利益   284,813 0.5 227,795 0.4  717,078 0.6

前期繰越利益   302,091 -  302,091

中間配当額   - -  136,119

中間(当期)未処分 
利益 

  586,904 -  883,050
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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 4 月 1日 至 平成 18 年 9月 30 日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

任意積立金
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,946,306 1,761,976 1,761,976 9,867 3,148,137 883,050 4,041,055 7,749,337

中間会計期間中の変動額    

 特別償却積立金取崩(注)  △18,175 18,175  

別途積立金積立(注)  450,000 △450,000  

 剰余金の配当(注)  △136,416 △136,416 △136,416

 中間純利益  227,795 227,795 227,795

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

   

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

- - - - 431,824 △340,444 91,379 91,379

平成18年９月30日残高(千円) 1,946,306 1,761,976 1,761,976 9,867 3,579,962 542,605 4,132,434 7,840,716

 
評価・換算差額等 

 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

平成18年３月31日残高(千円) 25,138 25,138 7,774,475

中間会計期間中の変動額  

 特別償却積立金取崩(注)  

別途積立金積立(注)  

 剰余金の配当(注)  △136,416

 中間純利益  227,795

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△16,668 △16,668 △16,668

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△16,668 △16,668 74,711

平成18年９月30日残高(千円) 8,470 8,470 7,849,186

(注)平成 18 年 6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成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４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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 有価証券の評価基準

及び評価方法 

(1)子会社株式及び関連会社株

式 

移動平均法による原価法に

よっております。 

(2)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）によっており

ます。 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価

法によっております。

(1)子会社株式 

   

同左 

 

(2)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

差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定）によっておりま

す。 

時価のないもの 

    同左 

(1) 子会社株式 

 

同左 

 

(2)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）によっております。

 

   時価のないもの 

    同左 

２ たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

移動平均法による低価法によっ

ております。 

(1)商品 移動平均法による低

価法によっておりま

す。 

(2)貯蔵品 個別法による原価

法によっておりま

す。 

同左 

３ 固定資産の減価償却

の方法 

(1) 有形固定資産 

  定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下

の通りです。 

建物 34年

構築物 10年-20年

機械及び装置 5年-6年

工具器具及び備品 5年-6年
 

(1) 有形固定資産 

  定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下

の通りです。 

建物 10年-34年

構築物 10年-20年

機械及び装置 5年-6年

工具器具及び備品 5年-6年
 

(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、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内にお

ける利用可能期間(5年)に

基づいております。 

(2) 無形固定資産 

  同左 

 

(2) 無形固定資産 

  同左 

   

 (3) 長期前払費用 

  効果の及ぶ期間(3年-5年)

に応じて均等償却しており

ます。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

  同左 

４ 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

を検討し、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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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) 

 (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職金支給に備え

るため、当期末における退

職給付債務見込額に基づ

き、当中間会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

  数理計算上の差異は毎期発

生した分をそれぞれ発生年

度の翌事業年度に一括償却

しております。 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職金支給に備え

るため、当期末における退

職給付債務見込額に基づ

き、当中間会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異について

は、各事業年度に発生した

分をそれぞれ発生年度の翌

事業年度に一括費用処理し

ております。 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職金支給に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務見込額に

基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異について

は、各事業年度に発生した

分をそれぞれ発生年度の翌

事業年度に一括費用処理し

ております。 

 (3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に

備えるため内規に基づく中

間期末要支給額を計上して

おります。 

(3) 役員退職慰労引当金 

  同左 

(3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に

備えるため内規に基づく期

末要支給額を計上しており

ます。 

５ 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 

６ 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 

中間キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同

等物)は、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。 

――――― キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)

は、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。 

７ 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。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成の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４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９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) 

（退職給付引当金） 

当中間会計期間より「『退職給付に係る会計

基準』の一部改正」（企業会計基準第3号 平

成17年3月16日）及び「『退職給付に係る会計

基準』の一部改正に関する適用指針」（企業

会計基準第7号 平成17年3月16日）を適用し

ております。これによる損益への影響はあり

ません。 

――――― 

（退職給付引当金） 

当事業年度より「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正」（企業会計基準第3号 平成17年

3月16日）及び「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正に関する適用指針」（企業会計基

準第7号 平成17年3月16日）を適用しており

ます。これによる損益への影響はありませ

ん。 

（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。これによる損益への影響はありま

せん。 

――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審議会 平成

14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第6号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税引前当期純利益は2,383

千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の

財務諸表等規則に基づき各資産の減価償却

累計額に含めております。 

――――― 

（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。 

これまでの資本の部の合計に相当する金

額は7,849,186千円であります。      

なお、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、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

――――― 

――――― 

(中間損益計算書関係) 

店舗の移転・新設及び備品の購入等に関する

店舗支援収入については、従来売上高に計上

しておりましたが、当中間会計期間より営業

外収益として計上する方法に変更いたしま

した。 

この変更は当中間会計期間よりキャリア

からの受取手数料のうち、店舗支援収入につ

いて区分把握することが可能となったため、

経営成績をより適正に表示するために行っ

たものであります。 

この変更により、従来と同一の方法によっ

た場合と比較して、売上総利益及び営業利益

が56,233千円少なく計上されておりますが、

経常利益、税引前中間純利益及び中間純利益

に与える影響はありません。 

――――― 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

――――― 

(中間貸借対照表関係) 

「前受金」は、前中間会計期間末は、流動負債の「その他」に含め

て表示しておりましたが、当中間会計期間末において負債・純資産

の総額の100分の5を超えたため区分掲記しました。 

なお、前中間会計期間末の「前受金」の金額は、904,487千円であり

ます。 

 

 

 

追加情報 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９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) 

――――― 

(中間損益計算書関係) 

当社は、従来、地代家賃、給与（但し、時間

外手当分のみ）及びアルバイト給与手当につ

いて現金基準で計上しておりましたが、金額

的に重要性が増したことにより、当中間会計

期間より発生基準で計上することといたし

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、税引前中間純利益

並びに中間純利益が、それぞれ17,402千円多

く計上されております。 

 

――――― 
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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９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９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 

1,316,681千円 

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額 

           1,397,373千円

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,356,810千円

＊２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等・仮受消費税等及
び中間納付額は相殺のうえ、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 ―――――― 

 

 

３ ―――――― ３ 偶発債務 

銀行借入に対する保証債務 

comﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社 20,000千円

合計 20,000千円

 

 

３ ―――――― 

４ 運転資金の効率的な調達を行
うため取引銀行3行とコミット
メントライン契約を締結して
おります。 
当中間会計期間末における当
該契約における極度額及び未
実行残高等は以下の通りであ
ります。 

極度額 1,500,000千円 

実行額 －千円 

差引額 1,500,000千円 
 

４ ―――――― ４ 運転資金の効率的な調達を行
うため取引銀行3行とコミット
メントライン契約を締結して
おります。 
当事業年度末における当該契
約における極度額及び未実行
残高等は以下の通りでありま
す。 

極度額 1,500,000千円

実行額 －千円

差引額 1,500,000千円
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 249千円

販売促進費収入 7,694千円
 

＊１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 891千円

販売促進費収入 11,793千円

店舗支援収入 70,657千円
 

＊１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 918千円

販売促進費収入 21,176千円
 

＊２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 8,479千円
 

＊２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 7,819千円
 

＊２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 16,889千円
 

＊３ 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売

却益 
51,291千円

 

＊３ 特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益 7,000千円
 

＊３ 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売

却益 
152,708千円

 
＊４ 特別損失のうち主要なもの 

店舗閉鎖損 61,303千円

固定資産除却損 2,442千円
 

＊４ 特別損失のうち主要なもの 

店舗閉鎖損 

 建物 34,151千円

 構築物 2,200千円

 工具器具及び備品 5,015千円

固定資産除却損 41,367千円

原状回復費 11,875千円

合計 53,242千円

固定資産除却損 

工具器具及び備品 2,424千円

ソフトウェア 10,729千円

合計 13,153千円
 

＊４ 特別損失のうち主要なもの 

店舗閉鎖損 

 建物 7,107千円

 構築物 354千円

 工具器具及び備品 63,435千円

固定資産除却損 70,898千円

原状回復費 29,338千円

合計 100,236千円

固定資産除却損 

建物 2,466千円

機械及び装置 8千円

工具器具及び備品 47,087千円

ソフトウェア 452千円

合計 50,014千円
 

＊５ 当中間会計期間に係る法人

税、住民税及び事業税と法人

税等調整額は、当期に予定し

ている利益処分による特別償

却準備金の取崩を前提とし

て、当中間会計期間に係る金

額を計算しております。 

＊５ 同左 ＊５   ―――――― 

＊６ 減価償却実施額 

有形固定資産 151,693千円

無形固定資産 71,343千円
 

＊６ 減価償却実施額 

有形固定資産 156,783千円

無形固定資産 79,816千円
 

＊６ 減価償却実施額 

有形固定資産 312,932千円

無形固定資産 148,872千円
 

＊７ ―――――― ＊７ ―――――― ＊７ 当事業年度において、当社は次
の資産グループについて減損損
失を計上しました。 

場所 用途 種類 

本社 

モバイルソ

リューショ

ン事業にお

けるテレメ

ソッド商材 

機械及び装置 

工具器具及び

備品 

ソフトウェア 

当社は、モバイル事業について
は営業エリア別に、ソリューシ
ョン事業については商材別に資
産をグループ化しております。
加入者数の減少により、モバイ
ルソリューション事業における
テレメソッド商材にかかる営業
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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) 

損益が低迷したため、当該商材
にかかる資産グループの帳簿価
額を回収可能額まで減額し、当
該減少額を減損損失（2,383千
円）として特別損失に計上して
おります。その内訳は、機械及
び装置28千円、工具器具及び備
品2,239千円、ソフトウェア115
千円であります。 

なお、回収可能価額はゼロと評

価しております。 
 
 

（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4月1日 至 平成18年9月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

当中間会計期間末までに取得又は保有している自己株式はありません。 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、「キャッシュ・フロー計算書関係」の

注記については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９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) 

＊ 現金及び現金同等物の中間期末残
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９月30日現在) 

現金及び預金勘定 503,261千円 

現金及び現金同等物 503,261千円 

  

＊ 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18年3月31日現在)

現金及び預金勘定 820,627千円

現金及び現金同等物 820,627千円
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(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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) 

リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引 
 
(1) リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び中間期末
残高相当額 

  

取得価額 

相当額 

(千円) 

 

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

 

中間期末 

残高 

相当額 

(千円) 

工具器具 

及び備品 
 23,781  5,216 18,564 

計  23,781  5,216 18,564 
 

リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引 
 
(1) リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び中間期末
残高相当額 

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

中間期末

残高

相当額

(千円)

工具器具

及び備品
20,917 12,114 8,802

計 20,917 12,114 8,802
 

リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引 
 
(1) リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び期末残高
相当額 

取得価額 

相当額 

(千円) 

 

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

 

期末

残高

相当額

(千円)

工具器具

及び備品
23,781  8,995  14,785

計 23,781  8,995  14,785
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相
当額 

１年内 7,492千円 

１年超 11,167千円 

合計 18,659千円 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相
当額 

１年内 7,051千円

１年超 1,868千円

合計 8,920千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 7,555千円

１年超 7,373千円

合計 14,929千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当
額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,639千円

減価償却費相当額 3,550千円

支払利息相当額 147千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当
額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,570千円

減価償却費相当額 3,486千円

支払利息相当額 84千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当
額及び支払利息相当額 

支払リース料 7,530千円

減価償却費相当額 7,330千円

支払利息相当額 308千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法及
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、
残存価額を零とする定額法
によっております。 

  利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の
取得価額相当額との差額を
利息相当額とし、各期への配
分方法については、利息法に
よっております。 

(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 

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 

同左 
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(有価証券関係) 

当中間会計期間末については、中間連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」（子会社株式及び

関連会社で時価のあるものは除く）の注記については、中間連結財務諸表における注記事項として記載して

おります。 

 

前中間会計期間末(平成17年9月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 52,345 187,082 134,737

 

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) 
(1)子会社株式及び関連会社株式 

子会社株式 200,000
(2)その他有価証券 

非上場株式 30,572

 

 

当中間会計期間末(平成18年9月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

前事業年度末(平成18年3月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 43,760 86,152 42,391

 

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) 
(1)子会社株式 

子会社株式 200,000
(2)その他有価証券 

非上場株式 40,472
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(デリバティブ取引関係) 

当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引関係」の注記につ

いては、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９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。 
同左 

 
(持分法損益等) 

当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９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) 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 同左 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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 82,742円 36銭 86,307円 91銭 85,486円 41銭

１株当たり中間(当期) 
純利益 

3,138円  57銭 2,504円  79銭 7,898円  99銭

 
潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益 

 
潜在株式調整後1株当たり
中間純利益金額について、
期中平均株価が新株引受権
の行使価格より低く、1株当
たり中間純利益が希薄化し
ないため、記載しておりま
せん。 

 
 
 
 

2,504円  12銭

 
 
 
 

7,893円  31銭

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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株当たり中間(当期)純利益 
損益計算書上の中間 
(当期)純利益(千円) 

284,813 227,795 717,078

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(千円) 

284,813 227,795 717,078

普通株式の 
期中平均株式数(株) 

90,746 90,944 90,781

潜在株式調整後1株当たり中
間(当期)純利益 

             

中間(当期)純利益調整額
(千円) 

―――――― ―――――― ―――――― 

普通株式増加数(株) 
新株予約権 

―――――― 24 65 

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
算定に含まれなかった潜
在株式の概要 

新株予約権     1,244株
 

―――――― ―――――― 

 
(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９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) 

――――― ――――― ――――― 
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