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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 （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９月中間期 2,159 (△28.5) 64 (△72.9) 64 (△67.8)
17年９月中間期 3,020 (　 9.7) 238 (  84.3) 201 (  80.3)

18年３月期 6,357 383 331

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９月中間期 27 (△75.8) 173 40 ― ―
17年９月中間期 111 ( 103.7) 3,154 77 ― ―

18年３月期 177 3,987 98 ― ―

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 ― 百万円 17年９月中間期 ― 百万円 18年３月期 ― 百万円
②期中平均株式数 18年９月中間期 156,583株 17年９月中間期 35,500株 18年３月期 36,473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９月中間期 5,030 2,565 51.0 16,536 78
17年９月中間期 3,244 1,492 46.0 42,030 56

18年３月期 4,573 3,003 65.7 75,793 00

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 155,141株 17年９月中間期 35,500株 18年３月期 39,200株
②期末自己株式数 18年９月中間期 1,659株 17年９月中間期 －株 18年３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９月中間期 202 △115 △288 1,004
17年９月中間期 △587 △89 △202 471

18年３月期 △202 △1,149 1,207 1,206

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 6,000 500 275
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）1,772円58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 － － － 1,900 － 1,900

19年３月期（実績） － － － － －
500

19年３月期（予想） － － － 500 －

（注）18年３月期　期末配当金の内訳　普通配当　1,900円
※　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。
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１．企業集団の状況

　当社は、子会社ならびに関連会社が存在いたしませんので、企業集団は構成されておりません。

　当社の事業は、エンタープライズネットワーク事業、ブロードバンドネットワーク事業、ソリューションビジネス事業、

次世代ネットワーク事業及び保守サービス事業の５事業に区分し、ネットワークのコンサルティングから設計・構築・運

用管理に至るトータル・ソリューションを提供しております。

事業名 事業の内容

 エンタープライズネットワーク事業

 ルータ、スイッチ、IPサーバ、セキュリティ機器等のネット

ワーク製品販売及びこれらをベースにした企業内ネットワーク

構築を行う事業

 ブロードバンドネットワーク事業
 ADSL、FTTH等のブロードバンド通信事業者に対して、ブロー

ドバンドアクセスサーバ・無線LAN等を販売する事業

 ソリューションビジネス事業

 SLA/SLM関連のソフトウェア販売及びシステム開発、ネット

ワークのパフォーマンスやレスポンスの解析、診断サービス、

品質向上やコスト削減等のコンサルティングサービスを提供す

る事業

 次世代ネットワーク事業

 NTTをはじめ主要国内通信キャリア構想の次世代ネットワーク

基盤に関する製品及びソリューションを販売・サポートする事

業。具体的には、フロールータ、スイッチ、ユーザ認証サーバ、

ネットワーク管理・監視システム等々。

 保守サービス事業
 当社が構築したネットワークに対するメンテナンスサービス

や製品のオンサイト保守を行う事業

２．経営方針

（1）経営の基本方針

   当社は、平成元年7月の創業以来一貫してIPネットワークに係わる海外製品の輸入と国内大手企業へ当該製品をコアと

 したソリューションを提供してまいりました。

　 1990年代は、汎用コンピュータを中心としたクローズドネットワークからUNIX＆WINDOWSを中心としたオープンネット

 ワークへの切り替えの黎明期にあった大手一般企業へのネットワーク基盤構築、2000年初頭から大手通信会社が開始し

 たブロードバンドサービスに係わる製品＆ソリューションの提供、2005年半ばから個人情報保護法施行に伴うセキュリ

 ティ製品＆ソリューションの提供を行っております。

　 技術革新の著しいIPネットワーク分野の中で、海外コンサルタントとの連携強化、海外ベンチャーキャピタルとの提

 携、海外既存ベンダーとのビジネス戦略の共有を指向し、常に顧客ニーズに沿った最先端の製品＆ソリューションの提

 供を経営理念としております。かつ、収益の安定性と製品納入後の徹底したメンテナンス体制によりユーザの信頼性を

 確保することを経営の基本方針としております。

（2）会社の利益配分に関する基本方針

   当社は、株主への利益還元を充実させていくことを経営上の最重要課題と位置付けております。

　 利益配分につきましては、配当性向20％以上を継続して実施してまいります。

（3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針

   当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要課題と認識しております。投資家の皆様に、よ

 り投資し易い環境を整えるために株価の水準や取引高を慎重に検討し、今後も対処していく所存であります。

　 この方針のもと、これまでに平成16年３月（３分割）、平成17年５月（２分割）、平成18年４月（４分割）に株式分

 割を実施しております。

（4）目標とする経営指標

　 当社は、安定的な収益向上を重視しており、当面売上高経常利益率10％を目指しております。

－ 2 －



（5）中長期的な経営戦略

   社会のインターネット化が進展する中で、当社は、これまで手がけてきたネットワーク＆セキュリティ分野に特化

 し、且つ、大手通信会社のNGN（次世代ネットワーク）基盤構想に向け、フロールータ、光クロスコネクトを含む最先端

 製品を中核としたトリプルプレイ（データ・音声・映像）サービスネットワークへの新事業展開も目指していきます。

　　　具体的には、次の展開を目指します。

  ① 営業部門では、担当役員自ら顧客とコンタクトし、顧客ニーズに沿った営業活動の促進を図ることで、営業の効率

     化を一層推進します。

  ② 技術部門では、ITIL基準に沿った運用保守サービスの標準化を図り、顧客サービスレベルの向上を目指します。

  ③ 管理部門では、新ERPシステムを導入したことにより、事務の一層の効率化を図ります。

　④ 内部統制システム構築の基本方針に基づき、会社業務の一層の適正化を図ります。

　⑤ ISO14001認証を取得し、企業の社会的責任の重要な部分を占める環境への対応を深めます。

（6）会社の対処すべき課題

   今後、当社が対処すべき課題といたしましては、特に、営業面において、ユーザのニーズに特化した製品の営業拡大

 を目指すとともに一層の販売効率を上げていくことであります。

 　ネットワーク＆セキュリティ分野につきまして、市場のニーズが拡大するとともに高度化・広範化しており、今後以

 下の点に重点対応していく方針です。

  ① 企業向けネットワーク基盤構築ビジネスにおきましては、顧客ネットワークの安定運用を目指すITIL対応の運用保

   守サービスを推進し、競争力の強化を図っていきます。

  ② セキュリティビジネスにおきましては、インターネット及び企業内ネットワーク接続への不正侵入攻撃に特化した

   製品及びソリューション提供に注力していきます。

  ③ ブロードバンドビジネスにおきましては、これまで大手通信サービス事業者に提供してきたブロードバンド接続ソ

   フトウェアに加え、ブロードバンドユーザ利便性の向上及び通信サービス事業者のサポートコスト削減を目指す新製

   品の投入を展開していきます。

  ④ ネットワーク分野の巨人CISCO製品を震撼させる機能をもつ、次世代フロールータの日本国内市場での立ち上げを行

   っていきます。

   　さらに、営業部門以外におきましても全社的に効率化を推進するとともに、健全な財務体質を構築し、経営基盤の

   一層の強化に努力する所存であります。

（7）親会社等に関する事項

　　　該当事項はありません。
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（8）内部管理体制の整備・運用状況

   当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向け内部管理体制強化のための整備を推進しております。社内業務全般

 にわたる諸規程を整備し、業務分掌規程等により責任と権限を明確にし、職務を遂行する体制を構築しております。

　 会社の意思決定を行う取締役会は、取締役３名で構成されており、月１回の定例取締役会と必要に応じ臨時の取締役

 会を開催し、機動的且つ迅速な意思決定を行っております。

   監査役会は３名で構成されており、その内、社外監査役２名（常勤監査役１名を含む）であります。取締役会・経営

 会議（毎週１回開催）には原則出席し、さらにその他の社内の重要会議にも出席し、必要に応じ、社内書類の閲覧等も

 行い、取締役の職務執行を十分監視できる体制をとっております。

　 また、社長直属の内部監査担当を２名選任し、職務遂行の法令・定款・各規程への準拠状況・整合性について年間監

 査計画に基づき内部監査を実施しております。内部監査の結果については監査役、会計監査人との連携のもと業務の改

 善、内部統制の強化に寄与しております。

   当社の会計監査人には、あずさ監査法人が就任しており、会計監査のほか、会計上の課題やコーポレート・ガバナン

 ス体制についても確認を行い、処理の適正化に努めております。

　 その他重要な法務的課題及びコンプライアンスに係る事項については、顧問弁護士に相談し、必要な検討を行ってお

 ります。

 　なお、社外監査役、監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害関係は

 ありません。

　コーポレート・ガバナンスと内部管理体制

 

取締役会 

代表取締役社長 

業務担当部門 

内部監査担当 

監査役 

会計監査人 

顧問弁護士 

税理士 

選任・解任 

業務執行を監督 

内部監査実施 

助言・指導 

助言・指導 

会計監査 

監査 

選任・解任 

連携 

連携 

株主総会 

連携 
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３．経営成績及び財政状態

（1）経営成績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、液晶パネル関連電子部品・デバイスの在庫調整リスクの高まり、株価の反発

力の鈍化、ASEAN向け輸出の伸び悩みといった持続的景気拡大に不透明感を与える要因が出始めたものの、息の長い景気

拡大を続け、戦後最長の“いざなぎ景気”を超えたといわれております。

　以上のような経済環境の中で、IT関連市場は、依然として、競争激化、IT投資のデフレ化から抜け出せず、厳しい状

況で推移しております。

　このような状況のもとで、当社は金融機関向けセキュリティソリューション、コールセンター向け次世代CTIソリュー

ションの販売を開始し、売上向上を図ってまいりました。一方、平成18年３月30日公表「ソフトウェア取引の収益の会

計処理に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会　実務対応報告第17号）の趣旨に鑑み、当中間会計期間より商

社的取引に関する売上高を純額表示にしたことから、当中間会計期間の売上高は、2,159百万円（前年同期比71.5％）と

なりました。

　利益面では営業利益64百万円（前年同期比27.1％）、経常利益64百万円（前年同期比32.2％）、中間純利益27百万円

（前年同期比24.2％）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エンタープライズネットワーク事業

　エンタープライズネットワーク事業では、大手一般企業向けセキュリティ製品の売上が堅調でしたが、上記商社的取

引に関する売上高を純額表示にした為、723百万円（前年同期比53.3％）となりました。

②ブロードバンドネットワーク事業

　ブロードバンドネットワーク事業では、ブロードバンドサービス向けTangoソフトの出荷ライセンス数、無線LANソ

リューションの売上共に堅調でしたが、Tango製品の競合品の出現での価格低下が影響した為、646百万円（前年同期比

63.3％）となりました。

③ソリューションビジネス事業

　ソリューションビジネス事業では、主要顧客の業務システムの更新、NTTデータとのアライアンスビジネスが堅調に推

移した為、411百万円（前年同期比123.5％）となりました。

④次世代ネットワーク事業

　次世代ネットワーク事業では、主要通信事業会社からのAnagran製品の受注があったものの製品開発の遅れの為、12百

万円となりました。

⑤保守サービス事業

　保守サービス事業では、前記各部門での販売増加に伴う保守契約が堅調に増加した為、365百万円（前年同期比

118.9％）となりました。

 （2）財政状態（キャッシュ・フローの状況）

　 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、税引前中間純利益65百万円、仕入債務の

 増加額927百万円等の収入要因があったものの、売上債権の増加額596百万円、たな卸資産の増加額113百万円、定期預金

 の預入れによる支出181百万円、自己株式の取得による支出166百万円等の支出要因により前事業年度末に比べ202百万円

 減少し、当中間会計期間末残高は1,004百万円となりました。

　 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〕

　 営業活動の結果得られた資金は、202百万円（前中間会計期間は587百万円の支出）となりました。これは、売上債権

 の増加額596百万円、たな卸資産の増加額113百万円があったものの、仕入債務の増加額927百万円、税引前中間純利益65

 百万円があったためであります。

　〔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、115百万円（前中間会計期間は89百万円の支出）となりました。これは主に、定期預

 金の払戻しによる収入118百万円等の収入要因があったものの、定期預金の預入による支出181百万円、貸付による支出

 30百万円等があったためであります。

  〔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、288百万円（前中間会計期間は202百万円の支出）であります。これは、自己株式の

 取得による支出166百万円、配当金の支払額73百万円、長期借入金の返済による支出49百万円があったためであります。

－ 5 －



当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年９月中間期 平成18年３月期 平成18年９月中間期 

自己資本比率（％） 46.0 65.7 51.0

時価ベースの自己資本比率（％） 488.0 528.0 259.7

債務償還年数（年） ― ― 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― 390.6

自己資本比率：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

※　各指標は、いずれも財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※　営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

　　す。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

　　ます。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

※　債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュフローを年額に換算するため２倍にしております。

※　平成17年９月中間期及び平成18年３月期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、債務

　　償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

 （3）通期の見通し

　 通期の見通しにつきましては、企業経営にとりまして、原油価格の高騰などの不安要素もあり景気先行きは楽観でき

 ない状況でありますが、従来にもまして得意分野及び好採算分野に経営資源を集中し、収益を確保することにより、平

 成19年３月期の通期業績予想は売上高6,000百万円、経常利益500百万円、当期純利益275百万円を見込んでおります。

 

 （4）事業等のリスク

　 以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しており

 ます。また、必ずしもそのようなリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えら

 れる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。

　 なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努めるものであり

 ますが、本株式に関する投資判断は、以下の特別記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で、行われる必

 要があると考えております。

  ① 特定の取引先等について

   ア．販売先への依存度

　  当社の事業はネットワーク機器及び通信ソフトウェアの仕入・販売、それに係わるネットワークシステムの構築、

   ソリューションの提供及び保守サービスであり、顧客は大手通信事業会社等が主たるものとなっております。過去２

   事業年度においては、NTTグループが主要販売先であり同グループに対する依存度が高くなっております。同グルー

   プとは継続的な取引をすべくニーズに応える商品供給に努めておりますが、長期契約等は締結しておらず、何らかの

   事情により取引が解消された場合、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

   イ．仕入先について

     a.仕入先への依存度

　   当社の販売においては、ブロードバンドサービス市場向けのSiemens Subscriber Networks,Inc.社（独シーメンス

   社の子会社）製品への依存度が高く、平成18年３月期及び平成18年９月中間期の売上高に占める割合は次の通りで

   あります。当社は同社との間でパートナーとして取引契約を締結しており取引は安定的かつ継続的でありますが、独

   占販売権契約や長期購入契約の類は締結しておらず、将来において何らかの事情により取引が継続できなくなった場

   合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 平成18年３月期 平成18年９月中間期

　同社製品の売上高 1,366,084千円（　　21.5％） 526,808千円（    24.4％）
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     b.海外仕入先の経営内容

　   当社では米国等海外仕入先よりネットワーク関連商品を仕入れており、その中には売上高のうち重要な割合を占め

   るものも含まれております。これら海外仕入先に関しては、取引開始に際し現地調査会社による調査、当社役職員に

   よる訪問等により技術力・信用力等について調査を実施しているものの、海外会社の慣例として販売先に対しても経

   営成績・財政状態等が開示されないことから、当社も海外仕入先の企業内容について十分に把握しているとはいえ

   ず、当該海外仕入先の財政状態等に重要な変動が生じた場合、それを認識し得ず、商品仕入に支障をきたす可能性が

   あります。

  ② 技術革新及び商品供給について

   当社の取扱商品であるルータ、LANスイッチ、サーバ等ネットワーク機器及びこれらに関するソフトウェアは技術革

 新スピードが極めて速く、ライフサイクルは通常の製品と比較して短くなっております。これに対応して当社では海外

 を含めて最新技術情報等の収集や最新技術を有するメーカー等の発掘に努めておりますが、当業界の技術革新に追随す

 ることが出来なかった場合、ユーザの要求に応え得ない、あるいは市場に適合した商品を供給できない等により、当社

 の業績に影響を及ぼす可能性があります。

  ③ 売上高の季節変動について

   当社の主たるユーザはいわゆる大企業または大企業グループに属する企業が多く、当該企業においては年度予算管理

 に基づき設備投資がなされること等により、当社の売上高が第２四半期及び第４四半期に偏重する傾向があります。

  ④ 競合について

   本格的なブロードバンド時代の到来を受け、ネットワークインフラの関連市場も急激に拡大しており、また、ネット

 ワークインテグレーション市場においても、大手システムインテグレータを始めとする競合企業が多数存在し、競合が

 厳しくなっております。さらに、これら競合先による優れたシステムやサービスの提供等も考えられることや、価格・

 サービス競争がさらに激化することも予想され、今後、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

  ⑤ 技術者の確保について

   ネットワーク技術の進歩の速さに対応して、顧客に対して最適なネットワーク環境を提供するためには、市場動向調

 査とともに最新技術を熟知し応用力のあるネットワーク技術者の確保がますます重要となってきております。当社で

 は、ネットワークインテグレーション分野に必要な技術をネットワーク技術、セキュリティ技術、サーバ技術、ネット

 ワーク保守・運用技術、ネットワークコンサルタント技術の５つに区分し、社内技術教育プログラムに基づく研修によ

 り技術者養成に努めており、また技術素養のある人材及び必要な能力をもった技術者の確保にも注力し、新卒または外

 部専門機関との連携による中途を採用しております。今後、必要な技術者を確保できない場合、当社の事業展開に影響

 を及ぼす可能性があります。

  ⑥ 為替変動の影響について

   当社は、米国を中心とする海外メーカーの製品を輸入し、または、海外メーカーの日本法人又は代理店等を通して購

 入しており、仕入総額に対する輸入仕入の割合は、平成18年３月期においては28.5%、平成18年９月中間期においては

 45.0%となっております。為替予約等を行うことにより、為替相場の変動によるリスクの軽減に努めておりますが、予

 想を超えるような為替の変動により円換算による仕入価格が上昇し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間財務諸表等

　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  584,765   1,189,245   1,331,682   

２．受取手形 ※３ 15,551   75,705   209,565   

３．売掛金  1,774,901   2,135,549   1,405,390   

４．たな卸資産  282,814   164,582   50,913   

５．前渡金  174,669   208,059   192,650   

６．その他  57,529   95,613   52,055   

貸倒引当金  △1,984   △897   △1,727   

流動資産合計   2,888,247 89.0  3,867,857 76.9  3,240,529 70.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 42,720   29,726   32,867   

２．無形固定資産  8,173   3,899   5,247   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  ―   755,181   1,062,413   

(2）その他  ―   375,495   234,136   

 　 貸倒引当金  ―   △1,774   △1,774   

投資その他資産合計  305,328   1,128,902   1,294,775   

固定資産合計   356,222 11.0  1,162,528 23.1  1,332,890 29.1

資産合計   3,244,470 100.0  5,030,385 100.0  4,573,420 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  1,087,524   1,928,461   1,001,016   

２．１年以内返済予定長
期借入金

 124,400   34,000   66,020   

３．未払法人税等  94,179   46,735   66,342   

４．前受金  282,425   308,625   271,732   

５．賞与引当金  56,828   68,318   55,372   

６．役員賞与引当金  ―   14,000   ―   

７. その他 ※2 73,025   64,710   92,351   

流動負債合計   1,718,385 53.0  2,464,852 49.0  1,552,835 33.9

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  34,000   ―   17,500   

固定負債合計   34,000 1.0  ― ―  17,500 0.4

負債合計   1,752,385 54.0  2,464,852 49.0  1,570,335 34.3
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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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   435,755 13.4  ― ―  1,182,604 25.9

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  482,190   ―   1,229,039   

資本剰余金合計   482,190 14.9  ― ―  1,229,039 26.8

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  10,000   ―   10,000   

２．任意積立金  105,000   ―   105,000   

３．中間（当期）未処分
利益

 449,559   ―   515,019   

利益剰余金合計   564,559 17.4  ― ―  630,019 13.8

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  9,578 0.3  ― ―  △38,577 △0.8

資本合計   1,492,084 46.0  ― ―  3,003,085 65.7

負債・資本合計   3,244,470 100.0  ― ―  4,573,420 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   ― ―  1,182,604 23.5  ― ―

２．資本剰余金           

（1）資本準備金  ―   1,229,039   ―   

資本剰余金合計   ― ―  1,229,039 24.4  ― ―

３．利益剰余金           

（1）利益準備金  ―   10,000   ―   

（2）その他利益剰余金           

 　　別途積立金  ―   130,000   ―   

繰越利益剰余金  ―   410,690   ―   

利益剰余金合計   ― ―  550,690 10.9  ― ―

４．自己株式   ― ―  △166,292 △3.3  ― ―

株主資本合計   ― ―  2,796,042 55.5  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  ―   △230,509   ―  

評価・換算差額等合
計

  ― ―  △230,509 △4.5  ― ―

純資産合計   ― ―  2,565,533 51.0  ― ―

負債純資産合計   ― ―  5,030,385 100.0  ― ―
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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   3,020,372 100.0  2,159,762 100.0  6,357,801 100.0

Ⅱ　売上原価   2,278,213 75.4  1,598,824 74.0  4,978,149 78.3

売上総利益   742,159 24.6  560,938 26.0  1,379,652 21.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   503,855 16.7  496,312 23.0  996,204 15.7

営業利益   238,304 7.9  64,625 3.0  383,447 6.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,103 0.1  8,943 0.4  6,011 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  41,308 1.3  8,911 0.4  58,217 0.9

経常利益   201,099 6.7  64,657 3.0  331,241 5.2

Ⅵ　特別利益 ※３  ― ―  830 0.0  ― ―

Ⅶ　特別損失 ※４  8,160 0.3  ― ―  19,411 0.3

税引前中間（当期）
純利益

  192,939 6.4  65,488 3.0  311,830 4.9

法人税、住民税及び
事業税

 90,575   43,393   139,296   

法人税等調整額  △9,630 80,944 2.7 △5,056 38,336 1.7 △4,920 134,376 2.1

中間（当期）純利益   111,994 3.7  27,151 1.3  177,453 2.8

前期繰越利益   337,565   ―   337,565  

中間（当期）未処分
利益

  449,559   ―   515,019  
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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 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日残高

（千円）
1,182,604 1,229,039 10,000 105,000 515,019 630,019 － 3,041,663

中間会計期間中の変動額

新株の発行         

別途積立金の積立て    25,000 △25,000 －  －

剰余金の配当     △74,480 △74,480  △74,480

利益処分による役員賞与     △32,000 △32,000  △32,000

中間純利益     27,151 27,151  27,151

自己株式の処分         

自己株式の取得       △166,292 △166,292

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

        

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － 25,000 △104,328 △79,328 △166,292 △245,620

平成18年９月30日残高

（千円）
1,182,604 1,229,039 10,000 130,000 410,690 550,690 △166,292 2,796,042

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日残高

（千円）
△38,577 △38,577 3,003,085

中間会計期間中の変動額

新株の発行    

別途積立金の積立て   －

剰余金の配当   △74,480

利益処分による役員賞与   △32,000

中間純利益   27,151

自己株式の処分    

自己株式の取得   △166,292

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△191,931 △191,931 △191,931

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△191,931 △191,931 △437,552

平成18年９月30日残高

（千円）
△230,509 △230,509 2,565,533
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(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

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
    

税引前中間（当期）純利益  192,939 65,488 311,830

減価償却費  9,854 4,719 20,349

賞与引当金の増減額  9,474 12,946 8,018

役員賞与引当金の増減額  ― 14,000 ―

貸倒引当金の増減額  200 △830 1,718

受取利息及び受取配当金  △1,776 △8,657 △3,605

支払利息及び社債利息  2,055 531 3,280

固定資産除却損  5,500 ― 9,366

デリバディブ評価損  ― 272 3,476

売上債権の増減額  △6,887 △596,298 166,836

たな卸資産の増減額  △262,835 △113,668 △30,934

仕入債務の増減額  △349,341 927,444 △435,850

未払消費税等の増減額  △7,370 △18,484 △4,401

役員賞与の支払額  △32,000 △32,000 △32,000

その他  △65,192 △3,470 △55,953

小計  △505,378 251,991 △37,867

利息及び配当金の受取額  1,800 8,615 3,626

利息の支払額  △2,010 △518 △3,191

法人税等の支払額  △82,360 △57,721 △165,249

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
 △587,949 202,367 △202,682
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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）

前事業年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
    

定期預金の預入による支出  △74,512 △181,320 △157,079

定期預金の払戻による収入  79,906 118,714 147,461

有形固定資産の取得による支

出
 △39,886 △230 △40,116

無形固定資産の取得による支

出
 △680 ― △1,136

投資有価証券の取得による支

出
 △34,141 △16,702 △1,160,937

投資有価証券の売却による収

入
 1,856 ― 1,856

投資有価証券の償還による収

入 
 ― ― 100,640

貸付けによる支出  ― △30,000 ―

会員権の取得による支出  △20,071 △4,000 △44,920

敷金及び保証金の差入による

支出
 △656 △475 △1,156

敷金及び保証金の返還による

収入
 615 ― 615

その他  △1,491 △1,491 4,873

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
 △89,061 △115,506 △1,149,899

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
    

短期借入金の増減額  △40,000 ― △40,000

長期借入金の返済による支出  △74,880 △49,520 △149,760

株式の発行による収入  ― ― 1,485,647

自己株式の取得による支出  ― △166,292 ―

配当金の支払額  △87,972 △73,091 △88,265

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
 △202,852 △288,904 1,207,622

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算

差額
 ― ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △879,864 △202,043 △144,959

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,351,609 1,206,649 1,351,609

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
※ 471,745 1,004,606 1,206,649
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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

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

中間決算日の市場価格等に

基づく時下法（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）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

(2）デリバティブ    

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

商品

移動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

同左

(3）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

個別法による原価法を採用

しております。

仕掛品

同左

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。

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

(1）有形固定資産

同左

 

建物 15年

車輌運搬具 ６年

工具器具備品 ４～10年

建物 15年

工具器具備品 ４～10年

 

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、販売可能

な有効期間（３年以内）に基

づく定額法、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（５年）

に基づく定額法を採用してお

ります。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

(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

定額法を採用しております。

３. 繰延資産の処理方法 ―

 

―

 

(1）新株発行費

支出時に全額費用として処理

しております。 

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

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額に基づき計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

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）

― (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

   （会計方針の変更）

当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号平成17年11

月29日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益は

14,000千円減少しております。

―

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．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。ただし、特

例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては特例処理を、

振当処理の要件を満たす為替

予約については振当処理を採

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

・・・為替予約取引

金利スワップ

ヘッジ対象

・・・外貨建金銭債務

借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

当社の内部規程に基づき、営

業活動及び財務活動における

為替変動リスク及び金利変動

リスクをへッジしておりま

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

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。ただし、金利スワッ

プについては、特例処理の要

件を満たしているので中間決

算日における有効性の評価を

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

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。ただし、金利スワッ

プについては、特例処理の要

件を満たしているので決算日

における有効性の評価を省略

しております。

７．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

８．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
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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）

　「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」（企業会計基準委員会　企業会計

基準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を当中間会計期間から適用してお

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）

　「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」（企業会計基準委員会　企業会計

基準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を当事業年度から適用しておりま

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、2,565,533千円でありま

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。

――――

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）

―――― 　「投資有価証券」は、前中間期まで、他の投資その他の

資産と合わせて「投資その他の資産」として一括して表示

しておりましたが、当中間期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、前中間期末の「投資有価証券」の金額は、120,940

千円であります。
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年４月31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）

 　　　　　────── （売上高の純額表示に関する会計処

理）

　平成18年３月30日公表「ソフトウェ

ア取引の収益の会計処理に関する実務

上の取扱い」（企業会計委員会　実務

対応報告第17号）の趣旨に鑑み、従来、

総額表示としていた取引の仲介等に係

る収益を当中間会計期間より仕入高と

相殺のうえ、純額表示にて計上するこ

とといたしました。従来の方法に比べ

売上高、売上原価はそれぞれ2,520,613

千円減少いたしましたが損益に与える

影響はありません。

──────
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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

15,654千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

18,338千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

14,966千円

※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、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の「そ

の他」に表示しております。

※２．消費税等の取扱い

同左

※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

理は、手形交換日をもって決済

処理しております。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 64,757千円

※３.　　　　――――

（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 ※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

受取利息 23千円

受取配当金 1,752

受取利息 60千円

受取配当金 4,062

有価証券利息 4,534

受取利息 40千円

受取配当金  1,752

有価証券利息 1,811

※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 2,055千円

為替差損 39,252

支払利息 531千円

為替差損 7,603

支払利息 3,280千円

為替差損 43,410

デリバティブ評価

損

3,476

新株発行費償却 8,049

※３．　　　 ―――― ※３．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 830千円

※３．　　　 ――――

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

固定資産除却損 5,500千円

商品評価損 2,500

投資有価証券売却

損
160

固定資産除却損 9,366千円

商品評価損 5,723

会員権売却損 4,161

投資有価証券売却

損

160

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 6,001千円

無形固定資産 3,853

長期前払費用 77

有形固定資産 3,371千円

無形固定資産 1,348

有形固定資産 12,534千円

無形固定資産 7,815

長期前払費用 155
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（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）

 

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 39,200 117,600 ― 156,800

合計 39,200 117,600 ― 156,800

自己株式

普通株式 ― 1,659 ― 1,659

合計 ― 1,659 ― 1,659

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加117,600株は、平成18年４月１日付で１株につき４株の割合で実施した株式分

割（無償交付）によるものであります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加1,659株は、平成18年８月21日取締役会決議に基づく市場取引による買受

け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

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

　　　　決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 74,480 1,900 平成18年３月31日 平成18年６月23日

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間後となるもの

該当事項はありません。

（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）

※　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

（平成17年９月30日現在）

※　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

（平成18年９月30日現在）

※　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）

 （千円）

現金及び預金勘定 584,765

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△113,020

現金及び現金同等

物
471,745

 （千円）

現金及び預金勘定 1,189,245

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△184,638

現金及び現金同等

物
1,004,606

 （千円）

現金及び預金勘定 1,331,682

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金
△125,032

現金及び現金同等

物
1,206,649
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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）

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

(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）

有形固定資
産

130,778 43,528 87,250

無形固定資
産

8,424 5,085 3,338

合計 139,203 48,614 90,589

 

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）

有形固定資
産

174,991 66,314 108,676

無形固定資
産

47,430 5,639 41,791

合計 222,422 71,954 150,467

 

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）

有形固定資
産

159,189 59,206 99,982

無形固定資
産

3,840 1,920 1,920

合計 163,029 61,127 101,902

(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 38,989千円

１年超 53,180千円

合計 92,169千円

１年内 56,501千円

１年超 98,029千円

合計 154,530千円

１年内 41,909千円

１年超 63,495千円

合計 105,404千円

(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 18,591千円

減価償却費相

当額
17,303千円

支払利息相当

額
1,356千円

支払リース料 28,161千円

減価償却費相

当額
26,589千円

支払利息相当

額
2,150千円

支払リース料 41,580千円

減価償却費相

当額
40,662千円

支払利息相当

額
2,907千円

(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によって

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

２．オペレーティング・リース取引

――

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 3,720千円

１年超 5,580千円

合計 9,300千円

２．オペレーティング・リース取引

――

（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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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年９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）

中間貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

株式 21,545 36,978 15,432

合計 21,545 36,978 15,432

２．時価のない主な有価証券の内容

 　　　　　　　　　　　　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 83,962

当中間会計期間末（平成18年９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）

中間貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 829,724 438,922 △390,802

(2）社債 100,764 97,015 △3,748

合計 930,488 535,937 △394,550

２．時価のない主な有価証券の内容

 　　　　　　　　　　　　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 219,243

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

 

１．その他有価証券で時価のあるもの

 　　　　　　　　区分
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 828,798 762,415 △66,383

(2）社債 100,764 97,287 △3,476

合計 929,562 859,702 △69,859

２．時価のない主な有価証券の内容

 　　　　　　　　　　　　内容 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 202,710
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（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

複合金融商品関連

区分 種類

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）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以外の取

引
他社株転換社債 － － － 100,764 97,015 △3,748 100,764 97,287 △3,476

合計 － － － 100,764 97,015 △3,748 100,764 97,287 △3,476

（注）１．前中間会計期間末

当社が利用しているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。

２．当中間会計期間末及び前事業年度末

①時価の算定方法については、取引金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

②組込デリバティブを合理的に区分して測定できないため、当該複合金融商品全体を時価評価し、評価差額を

損益に計上しております。

③契約額等には、当該複合金融商品（他社株転換社債）の額面金額を記載しております。

④ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

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）

当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容

 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

当社取締役　３名

当社監査役　１名

当社従業員　109名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　4,000株

 付与日 平成18年４月24日

 権利確定条件
付与日（平成18年４月24日）から権利確定日（平成19年６

月30日）まで継続して勤務していること

 対象勤務期間
平成18年４月24日

～平成19年６月30日

 権利行使期間
平成19年７月１日

～平成22年６月30日

 権利行使価格（円） 168,347

 付与日における公正な評価単価（円） ―

（持分法損益等）

　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）及び前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。
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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 42,030円56銭

１株当たり中間純利

益金額
3,154円77銭

１株当たり純資産額 16,536円78銭

１株当たり中間純利

益金額
173円40銭

１株当たり純資産額 75,793円00銭

１株当たり当期純利

益金額
3,987円98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、潜在株式が

存在しませんので、記載しておりませ

ん。

　当社は、平成17年５月20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。なお、当該株式分割が前期首

に行われたと仮定した場合における

（１株当たり情報）の各数値はそれぞ

れ以下のとおりとなります。

　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、新株予約権

の残高はありますが、希薄化効果を有

しないため、記載しておりません。

　当社は、平成18年４月１日付で株式

１株につき４株の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における

（１株当たり情報）の各数値はそれぞ

れ以下のとおりとなります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しませんので、記載しておりませ

ん。

 

　当社は、平成17年５月20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。なお、当該株式分割が前期首

に行われたと仮定した場合における

（１株当たり情報）の各数値はそれぞ

れ以下のとおりとなります。

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

１株当たり純資産額 41,390円66銭

１株当たり当期純利

益金額
9,078円17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、当社株

式が上場した平成16年12月21日以前

において新株引受権の残高はありま

したが、当社株式は非上場・非登録

であったため、相当する期中平均株

価が把握できませんので記載してお

りません。

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)

１株当たり

純資産額

10,507円

64銭

１株当たり

中間純利益

金額

788円

69銭

１株当たり

純資産額

18,948円

25銭

１株当たり

当期純利益

金額

997円

00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、潜在株式が存在

しませんので、記載

しておりません。

　なお、潜在株式調

整後１株当たり当期

純利益金額について

は、潜在株式が存在

しませんので、記載

しておりません。

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

１株当たり純資産額 41,390円66銭

１株当たり当期純利

益金額
9,078円17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、当社株

式が上場した平成16年12月21日以前

において新株引受権の残高はありま

したが、当社株式は非上場・非登録

であったため、相当する期中平均株

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（当期）純利益（千円） 111,994 27,151 177,453

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 32,000

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （32,000）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
111,994 27,151 145,453

期中平均株式数（株） 35,500 156,583 36,473

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

－

平成17年６月23日定時株

主総会決議ストック・オ

プション

（新株予約権方式）

4,000株

－
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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）

　平成17年11月30日開催の取締役会において、株式会社ネットマークスとの資本提携を含む業務提携のため、同社を割当

先とする第三者割当増資を次のとおり決議いたしました。

　＜新規発行株式の概要＞

（１）発行新株数　　　　　　　　　　　 　　　　　　普通株式　　　3,700株

（２）発行価額　　　　　　　　　　　　　　 　　　　１株につき　403,702円

（３）発行価額の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,493,697,400円

（４）資本組入額　　　　　　　　　　　　　　　　　 １株につき　201,851円

（５）資本組入額の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 746,848,700円

（６）申込期日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年12月26日　

（７）払込期日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年12月26日　

（８）配当起算日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年10月１日　

 （９）割当先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ネットマークス

（10）新株券交付日　　　株券不所持申出に基づき新株券は発行いたしません。

 （11）前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。

（12）資金の使途　　　　 本件増資による調達資金は、新株式発行価額の総額1,493百万円から発行諸費用８百万円を差

し引いた手取概算額の1,485百万円を割当先の保有する自己株式3,800株（806百万円）の取得

に充当し、残額679百万円については近々の具体的使途はありませんので、一旦資金留保し、

その後、その他投融資、運転資金に充当する予定であります。

 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）

該当事項はありません。

 前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 １．平成18年２月20日開催の取締役会の決議に基づき、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18年４月１日付をもって普通株式１株を４株に分割する。

 　　　①分割により増加する株式数　普通株式     117,600株

 　　　②分割方法　　　　　　　　　平成18年３月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主

　　　　　　　　　　　　　　　　　 の所有普通株式数１株につき４株の割合をもって分割する。

 　（２）配当起算日　　　　　      平成18年４月１日

      前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のとおりで

    あります。

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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 10,347.67円
１株当たり当期純利益金額 2,269.54円

１株当たり純資産額 18,948.25円
１株当たり当期純利益金額 996.99円

　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、当社株式が上場した平成16年12月21日以前において
新株引受権の残高はありましたが、当社株式は非上場・非
登録であったため、相当する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株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２．平成17年６月23日開催の第16回定時株主総会において承認されましたストックオプションとして新株予約権を発行す

る件について、平成18年４月24日開催の取締役会において具体的な発行内容を決議いたしました。

　　　新株予約権の発行内容

　　　①新株予約権の発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年４月24日

　　　②新株予約権の発行数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000個

　　　③新株予約権の発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無償

　　　④新株予約権の目的たる株式の種類及び数　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　当社普通株式　4,000株

　　　⑤新株予約権の行使に際しての払込金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １株につき168,347円

　　　⑥新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 673,388,000円

　　　⑦新株予約権の行使期間　　　　                                平成19年７月１日から平成22年６月30日

　　　⑧新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本に組入れない額　　　　 336,692,000円

                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１株につき84,173円）

　　　⑨新株予約権の割当対象者数　　                                 当社の取締役、監査役及び従業員113名
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３．当社は、平成18年６月23日開催の第17回定時株主総会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基

づき、当社の従業員に対して特に有利な価額をもって新株予約権の発行することを決議いたしました。

その内容は次のとおりであります。 

 決議年月日  平成18年６月23日

 付与対象者の区分及び人数（名）  当社従業員（注）１．

 新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

 株式の数（株）  2,000株を上限とする。

 新株予約権の行使時の払込金額(円）

　新株予約権の行使に際しての払込金額は、次により決定

される１株当たりの払込金額に付与株式数を乗じた金額と

する。

　新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引

が成立していない日を除く。）におけるJASDAQ証券取引所

における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた

金額（１円未満の端数は切上げ）とする。ただし、当該金

額が割当日の当日の終値（取引が成立しない場合はそれに

先立つ直近取引日の終値）を下回る場合は、当該終値を行

使価額とする（注）２．

 新株予約権の行使期間  平成20年７月１日～平成23年６月30日

 新株予約権の行使の条件

①本新株予約権の一部行使はできないものとする。

②本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において当社

の従業員の地位を有していることを要する。ただし、定年

退職、その他当社取締役会決議において正当な理由がある

と認めた場合はこの限りではない。

③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認

めない。

④その他の権利行使の条件については、その後の取締役会

が定めるものとる。

 新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による本新株予約権の取得については取締役会の決

議による承認を要するものとする。

（注）１．付与対象者の区分及び人数の詳細は当定時株主総会後の取締役会で決議します。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額を調

整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。

 調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
 1

分割・併合の比率 

　また、割当日後に時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の

行使により新株を発行する場合は除く。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１

円未満の端数は切り上げます。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新規発行前の株価

　　既発行株式数＋新規発行株式数

　上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「１株当たり払込金額」

を「１株当たり処分金額」と読み替えるものとします。

　さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、

その他これらに準じ行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額の調整を行います。
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５．仕入、受注及び販売の状況

 

 （1）仕入実績

　　　当中間会計期間の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

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）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

エンタープライズネットワーク事業 1,263,041 57.3 516,370 40.4 3,021,154 70.5

ブロードバンドネットワーク事業 746,855 33.9 395,427 30.9 947,707 22.1

ソリューションビジネス事業 192,824 8.8 361,138 28.3 318,109 7.4

次世代ネットワーク事業 ― ― 5,200 0.4 ― ―

合計 2,202,721 100.0 1,278,136 100.0 4,286,971 100.0

　（注）上記の金額には消費税は含まれておりません。

 

（2）受注実績

　　　当中間会計期間の受注状況を事業部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門別

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）

受注
（千円）

受注残高

（千円）

受注
（千円）

受注残高

（千円）

受注

（千円）

受注残高

（千円）

エンタープライズネットワーク事業 1,302,559 7,849 855,617 218,845 3,332,747 86,603

ブロードバンドネットワーク事業 1,013,098 25,326 624,383 10,782 1,877,436 33,386

ソリューションビジネス事業 350,922 47,516 448,506 110,167 573,377 73,078

次世代ネットワーク事業 ― ― 12,784 ― ― ―

合計 2,666,579 80,692 1,941,291 339,795 5,783,561 193,068

　（注）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

　　　当中間会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

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）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

 エンタープライズネットワーク事業 1,357,320 44.9 723,374 33.5 3,308,754 52.0

 ブロードバンドネットワーク事業 1,022,777 33.9 646,988 30.0 1,879,056 29.6

 ソリューションビジネス事業 333,142 11.0 411,417 19.0 530,035 8.3

 次世代ネットワーク事業 ― ― 12,784 0.6 ― ―

  保守サービス事業 307,133 10.2 365,199 16.9 639,956 10.1

合計 3,020,372 100.0 2,159,762 100.0 6,357,801 100.0

　（注）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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