
１．平成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） 

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期） 6,349円43銭 

３．配当状況 

※ 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算出したものであり、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場合があります。上記の業績予想に関連する事項につきましては、連結添付資料11頁

の「３．経営成績及び財政状態 (3) 通期の見通し」をご参照下さい。 

    

平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要 

  平成18年11月2日

上場会社名 株式会社ネットマークス
コード番号 3713 上場取引所 東 

（URL http://www.netmarks.co.jp/） 本社所在都道府県 東京都 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 大橋 純 

問合せ先責任者 役職名 取締役執行役員経理部長 氏名 立石 則章 ＴＥＬ （03）3423－3291 

決算取締役会開催日 平成18年11月2日 配当支払開始日 － 

単元株制度採用の有無 無     

(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 14,656 △9.9 △693 － △664 － 

17年9月中間期 16,259 △6.1 △413 － △274 － 

18年3月期 42,065  270  606  

 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 △1,406 － △8,123 57 

17年9月中間期 △101 － △591 62 

18年3月期 504  2,945 96 

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期  173,104株 17年9月中間期 170,740株 18年3月期 171,088株

②会計処理の方法の変更 無 

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であります。

(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 24,816 4,835 19.5 27,912 86 

17年9月中間期 23,854 6,007 25.2 35,225 84 

18年3月期 27,487 6,892 25.1 39,846 11 

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 173,244株 17年9月中間期 170,550株 18年3月期 172,976株

②期末自己株式数 18年9月中間期  1,604株 17年9月中間期 2,142株 18年3月期 1,872株

③平成18年9月中間期の純資産、自己資本比率及び１株当たり純資産の算定につきましては、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」の適用等に伴う見直し後の算定方法によっておりますが、見直し前との実質的

な差異は繰延ヘッジ損益相当額のみで影響は軽微であります。 

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

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通  期 42,500 50 △1,100 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年3月期 600.00 600.00 1,200.00 

18年9月期（実績） 0.00 － 
0.00 

19年3月期（予想） － 0.00 

- 1 -



 個別中間財務諸表等 
(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

対前中間期
比 

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
（％）

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   1,642,427   752,085  △890,342  766,629  

２．受取手形 ※３  121,822   183,843  62,021  226,108  

３．売掛金   10,326,024   9,187,638  △1,138,386  13,782,526  

４．たな卸資産   4,986,828   5,502,761  515,933  4,046,915  

５．前払費用   1,115,763   1,349,599  233,836  1,033,545  

６．未収入金   －   1,975,359  1,975,359  708,026  

７．その他 ※２  930,976   575,843  △355,133  227,203  

８．貸倒引当金   △2,361   △1,061,478  △1,059,117  △3,488  

流動資産合計   19,121,482 80.2  18,465,652 74.4 △655,829  20,787,466 75.6

Ⅱ 固定資産            

１．有形固定資産            

(1）建物  271,869   345,530    279,247   

減価償却累計額  68,468 203,400  102,979 242,551  39,150 86,085 193,162  

(2）器具及び備品  2,095,947   2,416,331    2,241,278   

減価償却累計額  1,146,183 949,763  1,410,431 1,005,899  56,135 1,294,322 946,956  

有形固定資産合計   1,153,164 4.8  1,248,450 5.0 95,286  1,140,118 4.2

２．無形固定資産            

(1）ソフトウエア   430,959   768,361  337,401  655,640  

(2）電話加入権   4,053   4,053  －  4,053  

(3）その他   15,275   7,933  △7,341  11,969  

無形固定資産合計   450,288 1.9  780,348 3.2 330,060  671,663 2.4

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券 ※１  690,866   1,441,512  750,645  2,395,296  

(2）関係会社株式   2,074,409   2,112,951  38,541  2,104,202  

(3）関係会社出資金   －   121,463  121,463  121,463  

(4）その他   364,483   646,365  281,881  267,506  

投資その他の資産
合計   3,129,760 13.1  4,322,293 17.4 1,192,532  4,888,468 17.8

固定資産合計   4,733,213 19.8  6,351,092 25.6 1,617,879  6,700,250 24.4

資産合計   23,854,696 100.0  24,816,745 100.0 962,049  27,487,716 100.0
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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） 

対前中間期
比 

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
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）            
Ⅰ 流動負債            
１．支払手形 ※３  21,809   23,537  1,728  10,385  
２．買掛金   7,446,898   4,158,680  △3,288,218  8,198,588  
３．短期借入金   150,000   2,700,000  2,550,000  800,000  
４．１年以内返済長期
借入金   3,000,000   －  △3,000,000  1,000,000  

５．未払金   1,267,401   4,580,700  3,313,299  1,610,000  
６．関係会社預り金   800,000   700,000  △100,000  700,000  
７．預り金 ※１  －   －  －  1,265,988  
８．前受収益   1,035,151   1,334,926  299,774  993,014  
９．その他   1,033,564   1,329,463  295,899  891,800  
流動負債合計   14,754,826 61.8  14,827,309 59.7 72,483  15,469,777 56.3

Ⅱ 固定負債            
１．長期借入金   2,750,000   4,750,000  2,000,000  4,750,000  
２．退職給付引当金   279,898   321,018  41,120  261,932  
３．役員退職慰労引当
金   37,890   82,681  44,791  41,112  

４．その他   24,315   －  △24,315  72,474  
固定負債合計   3,092,103 13.0  5,153,700 20.8 2,061,597  5,125,519 18.6

負債合計   17,846,929 74.8  19,981,010 80.5 2,134,080  20,595,296 74.9

（資本の部）            
Ⅰ 資本金   2,927,749 12.3  － － △2,927,749  2,970,977 10.8

Ⅱ 資本剰余金            
資本準備金  2,037,096   －   △2,037,096 2,080,322   

資本剰余金合計   2,037,096 8.6  － － △2,037,096  2,080,322 7.6

Ⅲ 利益剰余金            
１．利益準備金  19,822   －   △19,822 19,822   
２．任意積立金  1,617,168   －   △1,617,168 1,617,168   
３．中間（当期）未処
分利益  15,760   －   △15,760 221,763   

利益剰余金合計   1,652,751 6.9  － － △1,652,751  1,858,754 6.8

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   72,985 0.3  － － △72,985  450,006 1.6

Ⅴ 自己株式   △682,816 △2.9  － － 682,816  △467,641 △1.7

資本合計   6,007,766 25.2  － － △6,007,766  6,892,419 25.1

負債資本合計   23,854,696 100.0  － － △23,854,696  27,487,716 100.0

（純資産の部）            
Ⅰ 株主資本            
１．資本金   － －  2,970,977 12.0 2,970,977  － －

２．資本剰余金            
  資本準備金  －   2,080,322   2,080,322 －   

資本剰余金合計   － －  2,080,322 8.4 2,080,322  － －

３．利益剰余金            
(1）利益準備金  －   19,822   19,822 －   
(2）その他利益剰余
金            

特別償却準備金  －   6,441   6,441 －   
別途積立金  －   1,600,000   1,600,000 －   
繰越利益剰余金  －   △1,330,172   △1,330,172 －   

利益剰余金合計   － －  296,092 1.2 296,092  － －

４．自己株式   － －  △400,692 △1.7 △400,692  － －

株主資本合計   － －  4,946,699 19.9 4,946,699  － －

Ⅱ 評価・換算差額等            
１．その他有価証券 
評価差額金   － －  △112,933 △0.4 △112,933  － －

２．繰延ヘッジ損益   － －  1,969 0.0 1,969  － －

評価・換算差額等 
合計   － －  △110,964 △0.4 △110,964  － －

純資産合計   － －  4,835,735 19.5 4,835,735  － －

負債純資産合計   － －  24,816,745 100.0 24,816,745  － －
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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） 

対前中間期
比 

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
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   16,259,352 100.0  14,656,905 100.0 △1,602,446  42,065,626 100.0

Ⅱ 売上原価   13,181,154 81.1  11,853,686 80.9 △1,327,468  34,903,582 83.0

売上総利益   3,078,197 18.9  2,803,219 19.1 △274,977  7,162,043 17.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   3,491,732 21.4  3,496,501 23.8 4,768  6,891,593 16.4

営業利益又は 
営業損失(△)   △413,535 △2.5  △693,281 △4.7 △279,746  270,449 0.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  201,847 1.2  187,271 1.3 △14,575  491,713 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  62,983 0.4  158,756 1.1 95,773  155,949 0.4

経常利益又は 
経常損失(△)   △274,671 △1.7  △664,765 △4.5 △390,094  606,213 1.4

Ⅵ 特別利益 ※３  95,833 0.6  － － △95,833  277,851 0.7

Ⅶ 特別損失 ※４  79,817 0.5  1,063,154 7.3 983,336  324,451 0.8

税引前中間純損失
（△）又は税引前
当期純利益 

  △258,655 △1.6  △1,727,920 △11.8 △1,469,265  559,613 1.3

法人税、住民税 
及び事業税  6,782   7,036    117,126   

法人税等調整額  △164,425 △157,642 △1.0 △328,733 △321,697 △2.2 △164,054 △61,530 55,595 0.1

中間純損失（△）
又は当期純利益   △101,012 △0.6  △1,406,223 △9.6 △1,305,210  504,018 1.2

前期繰越利益   248,523   －    248,523  

自己株式処分差損   131,750   －    428,448  

中間配当額   －   －    102,330  

中間（当期）未処
分利益   15,760   －    221,763  
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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） 

 （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。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 資本 

準備金 
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 特別償却

準備金 
別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

        （千円） 
2,970,977 2,080,322 2,080,322 19,822 17,168 1,600,000 221,763 1,858,754 △467,641 6,442,412

中間会計期間中の変動額           

特別償却準備金の取崩

し（注） 
     △7,151  7,151 －  －

特別償却準備金の取崩

し（当期分） 
     △3,575  3,575 －  －

剰余金の配当（注）        △103,785 △103,785  △103,785

中間純損失        △1,406,223 △1,406,223  △1,406,223

自己株式の処分        △52,653 △52,653 66,948 14,295

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） 
     △10,726  △1,551,935 △1,562,662 66,948 △1,495,713

平成18年９月30日 残高 

        （千円） 
2,970,977 2,080,322 2,080,322 19,822 6,441 1,600,000 △1,330,172 296,092 △400,692 4,946,699

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額等 

合計 

平成18年３月31日 残高 

        （千円） 
450,006 － 450,006 6,892,419 

中間会計期間中の変動額     

特別償却準備金の取崩し

（注） 
      － 

特別償却準備金の取崩し

（当期分） 
      － 

剰余金の配当（注）       △103,785 

中間純損失       △1,406,223 

自己株式の処分       14,295 

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

△562,940 1,969 △560,971 △560,971 

中間会計期間中の変動額 

合計      （千円） 
△562,940 1,969 △560,971 △2,056,684 

平成18年９月30日 残高 

        （千円） 
△112,933 1,969 △110,964 4,835,735 
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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 

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．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

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 

(1）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 ②その他有価証券 

(イ)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） 

②その他有価証券 

(イ)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） 

②その他有価証券 

(イ)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） 

 (ロ)時価のないもの 

移動平均法による原価法 

（会計処理の変更） 

従来、有価証券の取得原価

は総平均法により算定する

こととしておりましたが、

売却時における売却原価確

定のため、当中間会計期間

より移動平均法による算定

に変更いたしました。これ

による損益に与える影響は

ありません。 

(ロ)時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(ロ)時価のないもの 

移動平均法による原価法 

（会計処理の変更） 

従来、有価証券の取得原価

は総平均法により算定する

こととしておりましたが、

売却時における売却原価確

定のため、当事業年度より

移動平均法による算定に変

更いたしました。この結

果、従来の方法に比較し

て、投資有価証券売却益は

71,315千円増加し、税引前

当期純利益は同額だけ増加

しております。 
 (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

①商品 

移動平均法による原価法 

(3）たな卸資産 

①商品 

同左 

(3）たな卸資産 

①商品 

同左 

 ②未成工事支出金 

個別法による原価法 

②未成工事支出金 

同左 

②未成工事支出金 

同左 

 ③貯蔵品 

個別法による原価法 

③貯蔵品 

同左 

③貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物      3～18年 

器具及び備品  2～10年 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物      3～18年 

器具及び備品  2～10年 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

建物      3～18年 

器具及び備品  2～10年 

 (2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

但し、自社利用分のソフトウ

エアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）

による定額法を採用しており

ます。 

(2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

但し、自社利用分のソフトウ

エアは社内における見込利用

可能期間（５年）による定額

法、市場販売目的のソフトウ

エアは販売可能有効期間(３

年)による定額法を採用してお

ります。 

(2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

但し、自社利用分のソフトウ

エアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）

による定額法を採用しており

ます。 

 (3）長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

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 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

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。 

過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（３

年）による定額法により費用

処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額

法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしておりま

す。 

(2）退職給付引当金 

同左 

(2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

過去勤務債務は、その発生時

における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（３

年）による定額法により費用

処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額

法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしておりま

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

期末要支給額を基準として計

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

要支給額を基準として計上し

ております。 

４．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 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。但し、為替予約のう

ち、振当処理の要件を充たし

ている場合には振当処理を採

用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (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…商品輸入による

外貨建予定取引 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

 (3）ヘッジ方針 

主に当社の管理規定である外

貨建取引管理規定に従って、

取引限度額及び取引権限を定

め、将来購入する商品等の業

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 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

外貨建輸入取引（ヘッジ対

象）とその外貨建輸入取引の

為替リスクをヘッジする為替

予約（ヘッジ手段）とは重要

な条件が同一であり、ヘッジ

に高い有効性があるため有効

性の判断を省略しておりま

す。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等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 

- 7 -



会計方針の変更  

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） 

（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。 

────── （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

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。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は4,833,765千円であります。 

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。 

────── 
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表示方法の変更 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

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） 

（中間貸借対照表） 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月

１日より適用となること及び「金融商品会計に関する実

務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月

15日付で改正されたことに伴い、前中間会計期間末にお

いて投資その他の資産の「その他」に含めて表示してお

りました投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ

の出資（証券取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）は、当中間会計期間末において「投資有価

証券」に含めて表示しております。なお、当中間会計期

間末の「投資有価証券」に含まれる当該出資の額は

94,257千円、前中間会計期間末の投資その他の資産の

「その他」に含まれる当該出資の額は22,226千円であり

ます。 

（中間貸借対照表） 

「未収入金」は、前中間会計期間は流動資産の「その

他」に含めて表示していましたが、当中間会計期間にお

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、前中間会計期間末の「未収入金」は266,493

千円であります。 

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    ────── ※１    ────── ※１ 株券貸借取引に係る預り担保

金等 

投資有価証券には、金融機関

に貸し出している上場株式

1,170,400千円が含まれてお

り、その担保として受け入れ

ました930,240千円を預り金と

して表示しております。 

※２ 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動資産の

「その他」に含めて表示して

おります。 

※２ 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、金額的重要性

が乏しいため、流動資産の

「その他」に含めて表示して

おります。 

※２    ────── 

※３    ────── ※３ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日を

もって決済処理をしておりま

す。なお、当中間会計期間の

末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間期末日満期

手形が中間期末残高に含まれ

ております。 

受取手形 15,599千円

支払手形 3,012千円

※３    ────── 

 ３ 売掛債権譲渡契約に基づく債

権譲渡残高 

 ３    ──────  ３ 売掛債権譲渡契約に基づく債

権譲渡残高 

               636,678千円  2,386,755千円 
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（中間損益計算書関係） 

（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 

（注）減少数は、ストック・オプションの権利行使割当によるものであります。 

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） 

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 ※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 

受取配当金 195,786千円 受取配当金 184,422千円 受取配当金 486,046千円

※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   35,809千円

たな卸資産除却

損 
  22,035千円

支払利息 43,349千円

たな卸資産評価

損 
114,004千円

支払利息   79,148千円

たな卸資産除却

損 
65,655千円

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

投資有価証券売

却益 
  94,659千円

貸倒引当金戻入

益 
 1,174千円

         

        

投資有価証券売

却益 
260,588千円

子会社株式売却

益 
17,215千円

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

固定資産除却損 19,718千円

投資有価証券評

価損 
51,054千円

事務所移転費用   9,045千円

固定資産除却

損 

2,025千円

貸倒引当金繰

入額 
1,057,990千円

         

固定資産除却損   28,561千円

投資有価証券評

価損 
286,721千円

事務所移転費用   9,045千円

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  150,659千円

無形固定資産   76,665千円

有形固定資産 157,801千円

無形固定資産 115,849千円

有形固定資産 331,300千円

無形固定資産  172,727千円

６ 当社の売上高は、通常の営業

の形態として、上半期に比べ

下半期に完成するシステムの

割合が大きいため、事業年度

の上半期の売上高及び営業費

用と下半期の売上高及び営業

費用との間にそれぞれ著しい

相違があり、上半期と下半期

の業績に季節的変動がありま

す。 

６      同左 ６    ────── 

７ 当中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当

事業年度において予定してい

る利益処分による特別償却準

備金の取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額を

計算しております。 

７ 当中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当

事業年度において予定してい

る特別償却準備金の取崩しを

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。 

７    ────── 

 
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） 

普通株式 1,872 － 268 1,604 

合計 1,872 － 268 1,604 
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① リース取引 

② 有価証券 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。 

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 

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 

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、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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) 

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

車両運搬具 2,265 2,227 37 

器具及び備品 261,237 159,581 101,655 

合計 263,502 161,808 101,693 

 

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) 

車両運搬具 － － －

器具及び備品 244,818 222,283 22,535

合計 244,818 222,283 22,535

 

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) 

車両運搬具 2,265 2,265 －

器具及び備品 247,953 190,421 57,532

合計 250,218 192,686 57,532

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  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等 

  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等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 83,200千円

１年超 23,693千円

合 計 106,894千円

１年内       18,509千円

１年超 7,337千円

合 計 25,847千円

１年内    46,387千円

１年超   16,306千円

合 計    62,694千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料 46,630千円

減価償却費相当額 45,173千円

支払利息相当額 2,036千円

支払リース料       37,352千円

減価償却費相当額 34,735千円

支払利息相当額 792千円

支払リース料       87,913千円

減価償却費相当額       85,102千円

支払利息相当額      3,341千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）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。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）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はありま

せん。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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（１株当たり情報） 

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） 

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

り中間純損失が計上されているため

記載しておりません。 

当社は、平成16年11月19日付で株式

１株につき２株の株式分割を行って

おります。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の前中間会

計期間における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 35,225.84円

１株当たり中間純損

失金額 
591.62円

１株当たり純資産額 20,012.15円

１株当たり中間純損

失金額 
594.89円

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

純損失が計上されているため記載し

ておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失が計上されているため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額 27,912.86円

１株当たり中間純損

失金額 
8,123.57円

１株当たり純資産額 39,846.11円

１株当たり当期純利

益金額 
2,945.96円

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

2,883.73円
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（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１株当たり中間純損失金額又は１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間会計期間末 
（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） 

 純資産の部の合計額（千円） － 4,835,735 － 

純資産の部の合計額から控除する金

額（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（千円） 
－ 4,835,735 － 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（株） 

－ 173,244 － 

 
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株当たり中間純損失金額又は 

１株当たり当期純利益金額 

   

中間純損失（△）又は当期純利益 

（千円） 
△101,012 △1,406,223 504,018 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純損失（△）

又は当期純利益（千円） 
△101,012 △1,406,223 504,018 

期中平均株式数（株） 170,740 173,104 171,088 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
   

普通株式増加数（株） － － 3,692 

（うち新株引受権） (－) (－) (1,658) 

（うち新株予約権） (－) (－) (2,034) 

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 

旧商法第280条ノ19第１

項に基づく新株引受権

2,156株並びに商法第

280条ノ20及び第280条

ノ21に基づく新株予約

権４種類（新株予約権

の数1,005個） 

旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21に基づく新

株予約権４種類（新株

予約権の数939個、

2,816株） 

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21に基づく新株

予約権２種類（新株予

約権の数656個） 
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（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） 

（自己株式の取得） 

 （平成17年11月７日取締役会決議） 

当社は、平成17年11月７日開催の取

締役会において、商法第211条ノ３第

１項第２号の規定（定款授権に基づ

く取締役会決議による自己株式の買

受け）に基づき、ストックオプショ

ン制度での活用、その他機動的な経

営・財務戦略実現に活用するため、

次のとおり自己株式の取得について

決議いたしました。 

 (1)取得の方法 

東京証券取引所における市場買

付け 

 (2)取得する株式の数 上限2,500株 

 (3)取得価額の総額 

      上限600,000,000円 

 (4)取得の時期 

平成17年11月８日から 

平成17年12月７日まで 

又、上記決議に基づき、次のとおり

自己株式の取得を実施いたしまし

た。 

 (1)取得の方法 

東京証券取引所における市場買

付け 

 (2)取得した株式の数   2,328株 

 (3)取得価額の総額 531,447,000円 

 (4)取得した時期（約定日ベース） 

 平成17年11月８日から 

 平成17年12月７日まで 

────── ────── 

 （平成17年12月16日取締役会決議） 

当社は、平成17年12月16日開催の取

締役会において、商法第211条ノ３第

１項第２号の規定（定款授権に基づ

く取締役会決議による自己株式の買

受け）に基づき、ストックオプショ

ン制度での活用、その他機動的な経

営・財務戦略実現に活用するため、

次のとおり自己株式の取得について

決議いたしました。 

 (1)取得の方法 

東京証券取引所における市場買

付け 

 (2)取得する株式の数 上限1,600株 

 (3)取得価額の総額 

      上限380,000,000円 

 (4)取得の時期 

平成17年12月19日から 

平成18年１月20日まで 
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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） 

（資本提携を伴う業務提携） 

当社は、平成17年11月30日開催の取

締役会において、株式会社テリロジ

ーとの間で、資本提携を含む業務提

携を行うことを決議し、同日基本合

意書に調印いたしました。 

(1) 業務提携の趣旨 

製品、ソリューション、保守サー

ビスのビジネスを相互補完し、付

加価値と競争力を高めることによ

り、両社の顧客基盤の融合と市場

拡大を目指します。 

(2) 資本提携の内容 

両社は、今回の業務提携をより強

固なものとするため、平成17年12

月28日までに、以下の内容で各々

相手方の株式を取得します。 

①当社によるテリロジー普通株式

の取得 

同社の第三者割当増資3,700株を

当社が全株式引受けます。な

お、取得価額の総額は1,493百万

円、取得後の同社に対する出資

比率は9.4％程度となる見込であ

ります。 

②株式会社テリロジーによる当社

普通株式の取得 

当社保有の自己株式3,800株を所

定の手続により取得します。な

お、取得価額の総額は806百万

円、取得後の当社に対する出資

比率は2.2％程度となる見込であ

ります。 

────── ────── 

(3) 株式会社テリロジーの概要 

①本店所在地 

千代田区九段北一丁目13番5号 

②代表者 

代表取締役社長 津吹憲男 

③設立年月日 平成元年７月14日 

④主な事業内容 

ネットワーク製品及びソフトウ

エア製品の販売、保守他  

⑤資本金 435百万円 

 （平成17年９月30日現在） 

⑥最近の業績  （単位：百万円） 

  
平成16年 

3月期 

平成17年 

3月期 

 売上高 5,948 6,364 

 経常利益 359 450 

 当期純利益 197 246 
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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） 

（自己株式の処分） 

当社は、平成17年11月30日開催の取

締役会において、次のとおり自己株

式の処分について決議いたしまし

た。 

(1) 処分の理由 

平成17年11月30日付の株式会社テ

リロジーとの業務提携合意に伴う

資本提携の一環として、当社保有

の自己株式を同社に譲渡いたしま

す。 

(2) 処分の内容 

①処分方法 

株式会社テリロジーが全株式を

買い受ける。 

②処分する株式の種類及び数 

普通株式 3,800株 

③処分価額 １株につき212,277円 

（注）東京証券取引所における平成17

年10月31日から平成17年11月29

日までの当社普通株式の最終平

均価額の95％（円未満切捨） 

④処分価額の総額 806,652,600円 

⑤払込期日   平成17年12月28日 

────── ────── 
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