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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９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９月中間期 856 35.2 △39  － △27    －  

17年９月中間期 633 11.1 △59   － △66  －

18年３月期 1,679  39  42   

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 20  － 3 81 －  －

17年９月中間期 △154 － △30 64 －   － 

18年３月期 △45  △8 77 －  －

（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 △13百万円 18年3月期 △13百万円
②期中平均株式数 (連結) 18年9月中間期 5,250,572株 17年9月中間期 5,042,441株 18年3月期 5,202,079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９月中間期 2,415 2,074 85.9 396 02

17年９月中間期 2,585 2,109 81.6 393 41

18年３月期 2,720 2,231 82.0 416 12

（注）期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 5,237,594株 17年9月中間期 5,362,594株 18年3月期 5,362,594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９月中間期 △66 5 △111 1,033

17年９月中間期 74 △25 6 1,345

18年３月期 △34 △55 5 1,207

(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 １社 持分法適用非連結子会社数 －社　 持分法適用関連会社数 －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．平成19年３月期の連結業績予想（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 2,088 50 64

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　12円　22銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の8ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

  当企業グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社と株式会社エアフォルク(京都市、出資比率78%)との2社で構成さ

れております。

　株式会社エアフォルクは、インターネット接続の組込みシステム向け音声・映像データ処理ソフト（総称VoIP）関連

のプログラム（H.323、SIP等）の開発主体の技術集団です。

　尚、当社が出資しております株式会社ロックハンドテクノロジー(盛岡市、出資比率35％)は、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、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。

　主要な製品は次のとおりであります。

主要品目 内容

当社グループ

当社
株式会社
エアフォルク

製品

通                    信 有線・無線通信に対応したソフト・ハード製品 ○

インターネットプロトコル
組込みシステム向けTCP／IPモジュール（「KASAGO」)。

アプリケーションモジュール関連製品
○ ○

リ ア ル タ イ ム Ｏ Ｓ
独自OS（「ELX」）、ITRONなど既存のOS関連製品、

Windows CE再販並びに関連製品
○

Ｓ Ｉ（ カスタマイズ ）
当社独自の要素技術を活用した、製品及びシステム開発、

受託関連製品
○

システム・ソリューション(受託) 客先の仕様に基づく、開発サービスの受託 ○

商品 そ　　　　の　　　　他 Windows、Linux、TCP／IP対応製品及び半導体関連商品 ○

事業系統図

 
顧客(電気、自動車、半導体関連メーカーなど) 

株式会社エアフォルク(京都) 

・ 共同研究開発 

・ 78％出資 

・ 業務受託 

エルミック・ウェスコム株式会社 

連結子会社のみを記載しております。 
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

  当企業グループは、経営理念を「Justice and Logic(公正と論理)」とし、また行動指針を「Speedy, Compact, 

Perfect(迅速、緻密、完全)」として、顧客の期待に応える企業グループの形成を目指しています。社内的には「情報

技術をもって社会に貢献し、公正、創造、論理的思考を重んじて行動すること」を社員に期待し、Speed(俊敏性)、

Sensibility(感受性)、Flexibility(柔軟性)、Accuracy(精密)、Explore(探究心)などを行動の基本に考えるよう指導

しています。

  製品・サービスあるいはビジネスモデルとしては、組込みシステム向けのリアルタイムOS(RTOS)やソフトウェアを

製品化し、さらに顧客の要求に従ったカスタマイズ(またはシステムインテグレーション：SI)サービス、システム開

発受託サービスが中心であるため、特にソフトウェア技術力が重要です。このことは社員の経験や能力が会社のコン

ピタンスを決定するものとして、社員の能力を十分引き出し、リテインを図ることが重要と考えております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　中長期的な事業計画、積極的な研究開発をするための資金確保がソフトウェアメーカーとしては重要なポイントに

なります。経営体質、財務体質の健全性を確保しつつ、株主の利益還元を考え安定配当することを基本に考えており

ます。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　株式の１単元株式数の引き下げにつきましては、平成16年5月21日開催の取締役会におきまして、当社株式の流通の

活性化を促進し、投資家層の拡大を図るため、1単元の株式数を1,000株より100株に平成16年7月1日より変更すること

を決議、東京証券取引所マザーズ市場における投資単位も変更しております。今後も株価の変遷を確認しながら、単

位引き下げ、あるいは分割なども考えてまいります。

(4）目標とする経営指標

　連結対象会社を含め、グループとしての総合力で収益の最大化を図ります。ソフトウェアメーカーの宿命として下

半期に納入が偏る傾向にありますので、これを平準化し、上半期の費用圧縮や製品開発スケジュールの見直しなどを

行い、各四半期での損益を健全化することを考慮した経営に変えていくことを考えております。平成17年の合併によ

り、開発受託サービスの売上げが平準化に寄与するようになってまいりました。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　パソコン以外の家電製品を始めとした、あらゆる電気製品(組込み機器)がインターネットに接続されるユビキタス

社会が到来することを期待しておりましたが、まだ当社の顧客である電機メーカーなどでは製品企画や研究をしてい

る段階です。当社は主製品であるインターネット接続用プロトコルTCP/IP、特にその次世代向けであるIPv6がそれら

製品の通信の標準として採用されるべくマーケティング活動を推進しています。パートナーへの出資などの投資や製

品開発技術者の確保などを中長期的な製品戦略の中核としています。新たな市場開拓の意味もあり、このTCP/IPv6を

搭載した新製品Net-Engineを開発、去る6月にプリアナウンスいたしましたが、本年11月より納入を開始いたします。

制御機器などのネット接続が加速されていくなか、「組込みシステムの通信」関連ソフトウェア専門メーカーとして

製品サービスの幅を広げてまいります。

（営業部門）

　当企業グループは独立系であり、大手電機メーカーを始め多くの業界をマーケットとしております。これゆえに

マーケティングと技術開発を有機的に結びつけた営業推進を強化し、戦略顧客の特定、市場性のある新製品の投入

に心がけております。

（開発部門）

　技術的、市場的にアドバンテージを持っているRTOSと通信ソフトウェア等の製品をコアとして、新たな製品開発

と顧客の要求に従って、それらを利用したシステムの構築(カスタマイズまたはシステムインテグレーション)を行っ

ております。組込みシステムにおける技術の高度化のスピードは極めて速く、当社としても次世代、次々世代の製

品に組み込む製品／サービスの提供が重要となっております。このため新技術の習得、技術者の育成等々に注力し

ております。　
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①　通信関連ソフトウェア

　ITマーケットに要求される次世代の有線／無線通信に注力し、例えば有線GIGAビットへの対応など、製品・サー

ビスの拡大に努めております。これらの開発は自社のみで行うだけでなく業務提携、アライアンスも積極的に進

め、新技術の獲得あるいは販路拡大にも力を入れております。

②　インターネット関連ソフトウェア

  現在IPv4/IPv6デュアルシステムを販売しておりますが、最終製品は高機能な情報端末から家電製品などあらゆ

る機器を想定しており、IPv6のみも可能になるよう当社独自の設計仕様となっております。特に今期は前述のよ

うに、コア製品にIPv6を使用し、当社製品、経験ある機能などを組み合わせた通信ボード「Net-Engine」を開発

中です。第3四半期には製品群に加えられ業績にも寄与できると考えております。このほかコアのバージョンアッ

プはもちろんオプション開発も継続しておりKASAGO TCP/IPとして機能充実が進んでおります。今後もこういった

開発、機能アップ、バージョンアップを継続していくと同時にコスト／パフォーマンス、親和性などにより他社

製の機能を取り入れていくことも検討してまいります。

③　リアルタイムOS（RTOS）関連

　ITRON、組込みシステム向けLinuxなどリアルタイムOSのオープンソース化が進むなか、当社ではこれらのOSを

ベースにしたシステム・インテグレーションに力を入れています。システム化のベースとして客先への提案ある

いは他製品販売になくてはならないものですが、製品としてのRTOS単体ではアピールしないのも事実であります。

④　システム・インテグレーション関連

　組込みシステム（最終製品）におけるシステム全体のパフォーマンス向上のために、当社グループの得意とす

る要素技術と製品を統合するコンサルティング業務やシステム開発業務の請負を行っております。特に組込みシ

ステムにおいてはハードウェアなど物理的な環境におけるソフトウェアの動作がポイントであり、技術者の経験、

ノウハウの蓄積が重要であります。

⑤　システム・ソリューション関連

　ソフトウェアの開発受託サービスとして、上記ソフトウェア製品群の範囲を越えて客先ニーズに幅広く対応し

ております。

　上記の要素技術、製品、経験豊富な技術陣の力を総合して新たな製品開発を進め、業界での不動の地位を確保した

いと考えております。

　当社グループの今後の製品戦略は上記の延長線上にあり、特にポストパソコンの世界をターゲットとしております。

すなわち組込みシステムという言葉で総称される携帯端末（電話を含む）や車載システム、情報家電、さらには白物

家電と言われるあらゆる電気製品がインターネットの通信網を介して制御され、情報交換されるシステムです。その

中核となるのが通信をつかさどるTCP/IPであり、アドレス空間を無限といっていいほどに広げるIPv6であり、そこに

必要とされるのが画像処理(H.323、SIP)やセキュリティ(IPSec)などです。加えて、通信がブロードバンド化するなか

で有線のみでなく無線、あるいは限られた範囲での通信を可能にするルーターなども客先との共同で開発を行ってお

ります。このほか、従来からの市場である半導体製造装置向けシステムを始めとする産業向け製品も充実させて参り

ます。

（営業部門、開発部門の管理体制）

  コーポレートガバナンスという観点から管理体制を強化し、売上、粗利、納期、製造原価、品質管理、サポート

サービスなど細部にわたって、より具体的な報告・指示・管理体制を構築しております。
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(6）会社の対処すべき課題

①　アライアンスの強化

②　信頼度の高い外注先の安定的確保

③　社員教育

④　リスクマネジメント

⑤　より一層のシステム化

⑥　マーケティングの強化

　市場の広がりが期待される当業界にあって業容の拡大を目指す企業として当社と当グループは、リスクを最小にし

て最大利益を獲得しなければなりません。そのため、固定費の圧縮(販管費の削減)と直接経費の低減に努め、一方で

市場の要求を先取りし、最適な製品を開発販売していくためにマーケティングの充実を図ってまいります。

(7）親会社等に関する事項

　　　該当事項はありません。

  (8）その他、会社の経営上の重要な事項

　平成18年10月19日、連結子会社である株式会社エアフォルクの保有株式500株（発行総株数の78％）のうち420株を

売却しました。当社の組込みシステム製作の一翼を担い、音声系のソフトウェアなどの開発を委託しておりましたが、

当社の期待していた同社による開発協力が峠を越えたこと、また対象とする分野が若干ではありますが分化して変わっ

たことなどによるものであります。

－ 5 －



３．経営成績及び財政状態について

(1）経営成績

（当中間連結会計期間の業績概要）（平成18年４月１日から平成18年９月30日）

　当中間連結会計期間のわが国経済は、比較的安定した状況にあり、設備投資も積極的であったと見受けられます。

当社の属する業界も顧客である電気・電子機器メーカー等の設備更新など底堅い需要により受注、売上げ共に好調

であったといえます。

（品目別業績）

・通信

　汎用ボード、ISDNボードとも他社製品との差別化が明確であったため、今期は好調です。これは製造業の設備

投資の堅調なことを受けて製造機器が更新され、販売増加となったことと、特にコンビニエンスストアなどのPOS

の新機種導入による買い替え需要があったものであります。

　また駅構内や公共施設の表示装置などに採用される通信ボードが新規案件として売上高増加に寄与しておりま

す。この結果、売上高は、148百万円（対前年同期比55.2％増加）となりました。

・インターネットプロトコル

　インターネット関連は、TCP/IPｖ4/v6のデュアルシステムが中心で、携帯電話、カーナビなどへの採用が増加

しております。米国の代理店からのロイヤルティ売上高も当中間連結会計期間はプラス要素でありました。家電

製品など、いわゆるユビキタス社会を構成する製品・システムへの搭載は、いまだに製品企画など研究段階が多

く、量産化に踏み切る顧客は限られていますが、新製品としてであるホームネットワーク用ミドルウェア（DiXiM 

for ITRON）は、出荷が開始されて、市場の感触は良くなっております。この結果、売上高は、165百万円（対前

年同期比48.6％増加）となりました。

・リアルタイムOS

　リアルタイム（RT）OSに関しては、他製品・サービスの提供に欠かせないものではあるものの、オープンソー

ス化との差別化が反映出来ず、製品の販売やシステムインテグレーション時の利用共に減少しております。この

結果、売上高は、10百万円（対前年同期比33.5％減少）となりました。

・SI（カスタマイズ）

　システムインテグレーション（SI）は販売が好調なインターネット関連製品、通信関連製品のカスタマイズ、

あるいはポーティング（搭載）などのサービスが主体であり、増加傾向にあります。この結果、売上高は、214百

万円（対前年同期比7.4％増加）となりました。

・システム・ソリューション（受託）

　SIのうち、開発受託サービスに関しては昨年7月に合併したため、前期の売上げに対する寄与は第2四半期のみ

であり、単純に前期対比は出来ません。但しOSポーティングからアプリケーション開発までの一括受注に成功す

るなど、 合併の効果が出てまいりました。従来の単純な開発受託サービスのみとは違い、今後は、ハードウェア

を含めたトータルサービス／一括受注が期待できます。一方で、単純な受託サービスは、オフショア（中国、イ

ンドなど）の低価格攻勢により受注が非常に難しくなっております。この結果、売上高は、271百万円（対前年同

期比110.3％増加）となりました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は8億56百万円（対前年同期比35.2％増加）となり、経常損失は27百

万円（前年同期は経常損失66百万円）、中間純利益は20百万円（前年同期は中間純損失154百万円）となりました。
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品目別売上高 （単位：千円）

品目区分表 平成18年９月中間期

区分 名称 金額 構成比

製品 1 通信 汎用通信ボード関連 92,752 10.8％

ISDNボード関連 56,013 6.6

（小計） 148,765 17.4

2 インターネットプロトコル 165,011 19.3

3 リアルタイムOS 10,593 1.2

4 SI（カスタマイズ） 214,888 25.1

5 システム・ソリューション(受託) 271,544 31.7

（製品計） 810,804 94.7

商品 6 その他 45,408 5.3

合計 856,212 100.0

　当社グループの売上高は、営業の形態として上半期に比べ下半期売上の割合が大きいため、連結会計年度の上半期

の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。

　ちなみに、当中間連結会計期間の売上高は8億56百万円でありましたが、前中間連結会計期間の売上高は6億33百万

円、前連結会計年度における売上高は16億79百万円であります。

(2）財政状態

キャッシュ・フロー等の状況について

　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、税金等調整前中間純利益が20百万

円（前中間連結会計期間は77百万円の損失）、売上債権の減少77百万円（前年同期比25.8％減）、破産債権等の回収

による収入50百万円があったものの、役員退職慰労引当金の減少1億57百万円（前中間連結会計期間は6百万円の増

加）、投資有価証券の取得による支出30百万円（前年同期比185.0％増）、自己株式取得による支出83百万円、配当金

の支払額39百万円（前年同期比9.6％増）等により前連結会計年度より1億73百万円減少し、当中間連結会計期間末の

資金は10億33百万円となりました。

　また、当中間連結会計期間末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。

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は、66百万円（前中間連結会計期間は74百万円の獲

得）となりました。

　これは主に、税金等調整前中間純利益が20百万円、売上債権の減少77百万円があったものの、役員退職慰労引当

金の減少1億57百万円等によるものであります。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、投資活動の結果得られた資金は5百万円（前中間連結会計期間は25百万円の使用）

となりました。

　これは主に、破産債権等の回収による収入50百万円があったものの、投資有価証券の取得による支出30百万円、

無形固定資産の取得による支出12百万円等によるものであります。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において、財務活動の結果使用した資金は111百万円（前中間連結会計期間は6百万円の獲得）

となりました。

　これは、自己株式取得による支出83百万円、配当金の支払額39百万円等によるものであります。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年
３月期

平成17年
３月期

平成18年
３月期

平成17年
９月中間期

平成18年
９月中間期

自己資本比率（％） 86.1 86.6 82.0 81.6 85.9

時価ベースの自己資本比率（％） 88.5 101.6 124.2 105.8 109.5

債務償還年数（年） － － － 0.3 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 274.3 － － 426.8 －

　（注）１．上記指標の算出方法

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

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため2倍しております。）

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

２．いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

３．株式時価総額は、中間期末(期末)株価終値×中間期末(期末)発行済株式総数（自己株式控除後）により算出

しております。

４．営業キャッシュ・フローは、中間連結（連結）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、中間連結（連結）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、中間連結（連結）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。

５．平成16年3月期及び平成17年3月期の債務償還年数は、有利子負債がないため記載しておりません。

６．平成17年3月期のインタレスト・カバレッジ・レシオは、利払いが発生していないため記載しておりません。

７．平成18年3月期及び平成18年9月中間期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業活動

によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

 

(3）通期の見通し

　当中間連結会計期間は、利益率の高い通信ボードの納入があったこと、また米Treck社からのロイヤリティ収入によ

り業績が予想を上回りました。一方、特別利益としてTreck社の債権回収があり、大幅な業績修正を行いました。ただ

し、予定外の売上構成でもあり、現時点での通期（平成19年3月末）予想については変更しておりません。

　売上区分の「インターネットプロトコル」は主にTCP/IP(KASAGO)を中心とした製品販売とシステムインテグレーショ

ンとなりますが、これに関しては昨年よりマーケットの状況も動き出し始めたということがいえます。また、受注残

も徐々に増加しております。

　以上の結果、通期の見通しは連結売上高20億88百万円、連結経常利益50百万円、連結当期純利益64百万円を見込ん

でおります。また単体につきましては売上高20億円、経常利益30百万円、当期純利益48百万円を見込んでおります。

　平成19年3月期の連結業績予想につきましては、現在入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり

ます。実際の業績は種々の要素により、この業績予想とは大きく異なる結果と成り得ることをご承知おき下さい。

　従いまして、この業績予想に全面的に依拠して投資判断を行なうことは、お控えになるようお願い致します。実際

の業績に影響を与えうる要因としては、主要市場の経済環境、製品需要並びに製品価格の変動、急激な技術革新、為

替相場の変動及び国内外の各種規制並びに会計基準・慣行等の変更が含まれます。
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(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する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要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えら

れる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。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方針でありますが、本株式に関する投資判

断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があります。

（当社の事業内容について）

「通信」のリスク

　共同開発を行うなど当社は業務提携やアライアンスを中心にして新技術の獲得を行っておりますが、この業務提

携やアライアンスが解消されるような事態になると新技術の獲得が困難になり、当社の業績に重要な影響を与える

可能性があります。

「インターネット」のリスク

　「KASAGO TCP/IP(IPv4)」は、多くの顧客に採用いただいており、これをベースに「KASAGO IPv6」を販売いたし

ております。現在、日本の大手電機メーカーを中心に研究用あるいは評価を目的に、無償にてお使いいただいてお

り、またキャンペーン等、販売促進活動に力を入れております。当社としてはIPv6のオプションソフトなどフェー

ズ2の開発を行っておりますが、市場投入が遅れた場合、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。

「SI（システムインテグレーション）」のリスク

　外注会社と良好な関係を図ることにより、人材を確保し、SIの収益性確保と安定的な受注を図って参りますが、

良好な関係が保てない場合、当社の業績に重要な影響を与える可能性があります。

特定外注先への依存度（外注実績）

　当中間連結会計期間の外注高は219百万円で、主要な外注先の外注金額の割合は以下の通りです。

　なお、㈱エアフォルクは除いております。

 （単位：千円）

外注先名
外注品目又は外注工
程名

外注金額
備考

第30期中 比率（％）

ヤマキ電気㈱ ハードウェア一般 67,315 30.7

㈱ユニグレイト 特注ソフトウェア 21,704 9.9

Wipro　Ltd． ソフト・ハードウェア一般 15,179 6.9

㈱ティーケーエス 特注ソフトウェア 14,406 6.6

㈱精研 ハードウェア一般 11,940 5.4

その他33社 － 88,737 40.5 －

合計 － 219,283 100.0 －

　（注）　上記外注金額には、消費税等は含んでおりません。

　上記外注先とは、経営上のヒヤリング・製品生産管理・品質管理等の連絡を緊密に取りながら取引を行ってお

ります。また、特定の会社に集中しないようリスク分散を心がけております。しかしながら、将来、業務委託先

の経営状態により、当社の製品出荷に影響を与える可能性があります。従って、開発製造会社の設計能力、生産

能力、品質管理能力により、適切な時期に製品を出荷することが出来ず、当社の業績に重要な影響を与える可能

性があります。
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（人材の確保）

　今後の新規事業の拡大にとって、マーケティングや開発業務に従事する社員は重要な役割を担っています。しかし

当業界が小さいこともあって、優秀な人材は限られているため人材獲得競争は激しく確保できないリスクがあります。

当社では現在、有能な人材の獲得、社員のモチベーションアップのために、能力主義に基づく目標管理制度と給与体

系をさらに充実させて参ります。人材の獲得が失敗した場合、あるいは当社の優秀な人材が流失した場合、中長期の

経営戦略達成に支障が生じ業績に重要な影響を与える可能性があります。

（投資について）

　当社はこれまで本業に投資を重ねて参りましたが、今後も既存の製品サービスをベースに幅広い事業展開を積極的

に行なう方針で、子会社設立、アライアンスなどを国内外問わず行なって参ります。

  今後の投資については現状の企業規模と比較して多額となる可能性もあり、当社の財務状況等経営全般にわたるリ

スクが拡大する可能性もあります。しかしながら、投資先の状況が当社の業績に与える影響を的確に予想することは

不可能であり、投資額を回収できない可能性もあります。

（重要なアライアンス）

　当社グループは新技術を獲得すべく、数多くの業務提携やアライアンスを行っております。ほとんどの案件が将来

製品化されるシステムであり、この内容が外部に漏れることは、すなわち顧客の利害に直接影響します。したがって

対顧客、対外注先とは受発注契約とは別に「機密保持契約」を結んでいます。

（経営成績の変動について）

(1)過去の業績の変動について(当社（個別）の平成14年3月期から平成18年3月期までの経営成績は以下のとおりであ

ります。)

 （単位：千円）

決算期
平成14年
３月期

平成15年
３月期

前期比
（％）

平成16年
３月期

前期比
（％）

平成17年
３月期

前期比
（％）

（前期）
平成18年
３月期

前期比
（％）

売上高 1,655,266 1,585,261 95.8 1,526,561 96.3 1,215,927 79.7 1,609,299 132.4

経常利益または

経常損失（△）
△197,652 38,645 － 70,815 183.2 △4,097 － 53,001 －

売上高経常利益率(％) △11.9 2.4 － 4.6 － △0.3 － 3.3 －

(2)売上高の季節的変動について

　　当社の主たる売上品目区分でありますインターネットプロトコル、リアルタイムOS、SI、システム・ソリューショ

ンの事業は年間を通じて需要が存在いたしますが、特に特注開発案件は以下のような特徴があります。すなわち、得

意先(ユーザー)の開発テーマ終了が期末月に集中するため、下半期の売上高が高まる傾向があります。

 （単位：千円）

決算期
平成17年３月期

上半期
平成17年３月期

下半期
平成18年３月期

上半期
平成18年３月期

下半期
平成19年３月期

上半期

当該月 平成16年９月 平成17年３月 平成17年９月 平成18年３月 平成18年９月

当該月売上高 191,264 285,261 258,589 408,191 331,188

半期売上構成比（％） 34.61 43.01 42.13 41.00 39.50

通期売上構成比（％） 15.73 23.46 16.07 25.36 －

（注）上記金額は、当社（個別）の金額となっております。

（研究開発）

　研究開発費は64百万円(対売上高比7.5％、前年同期比21百万円増)となりました。IPv6関連の開発においてはオプ

ション開発、あるいは製品化のための作業が中心となっております。このため相対的に研究開発負担が減少しており

ます。

　とはいえ、「通信」の分野を含め、研究は継続しており、来期以降に期待できる製品の開発については継続して投

資を行っていく所存です。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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 364,607 291,462 265,149

２．受取手形及び売掛金 ※4 368,042 557,791 629,139

３．有価証券 980,884 742,393 941,928

４．たな卸資産 145,354 136,138 125,015

５．その他 102,137 88,682 104,683

　　貸倒引当金 △150 △180 △243

流動資産合計 1,960,875 75.8 1,816,288 75.2 2,065,673 75.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 102,987 99,010 101,545

２．無形固定資産  122,663 79,101 90,788

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 349,715  377,724  421,390  

(2）破産債権等 240,554  162,498  219,820  

(3）その他 48,935  47,239  45,348  

　　貸倒引当金 △239,904 399,302 △166,433 421,028 △223,755 462,804

固定資産合計 624,952 24.2 599,140 24.8 655,137 24.1

資産合計 2,585,828 100.0 2,415,428 100.0 2,720,811 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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 85,934 92,054 104,977

２．短期借入金 － 2,400 －

３．未払法人税等 6,641 6,427 10,056

４．賞与引当金 54,379 34,806 28,216

５．その他 ※２ 70,572 92,950 67,962

流動負債合計 217,528 8.4 228,638 9.5 211,212 7.8

Ⅱ　固定負債

１．社債 42,000 42,000 42,000

２．長期借入金 － 8,400 －

３．退職給付引当金 30,408 33,151 32,552

４．役員退職慰労引当金 177,660 28,271 185,960

５．その他 2,477 190 11,284

固定負債合計 252,546 9.8 112,013 4.6 271,797 10.0

負債合計 470,074 18.2 340,651 14.1 483,009 17.8

（少数株主持分）

少数株主持分 6,075 0.2 － － 6,345 0.2

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,202,036 46.5 － － 1,202,036 44.2

Ⅱ　資本剰余金 1,051,675 40.7 － － 1,051,675 38.6

Ⅲ　利益剰余金 △131,570 △5.1 － － △22,676 △0.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

3,347 0.1 － － 16,231 0.6

Ⅴ　自己株式 △15,810 △0.6 － － △15,810 △0.6

資本合計 2,109,677 81.6 － － 2,231,456 82.0

負債・少数株主持分及び
資本合計

2,585,828 100.0 － － 2,720,811 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,202,036 49.7  － －

２．資本剰余金   － －  975,531 40.4  － －

３．利益剰余金   － －  33,274 1.4  － －

４．自己株式   － －  △99,185 △4.1  － －

株主資本合計   － －  2,111,656 87.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差
額金

  －   △37,479 △1.5  － －

評価・換算差額等合計   － －  △37,479 △1.5  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  599 0.0  － －

純資産合計   － －  2,074,776 85.9  － －

負債純資産合計   － －  2,415,428 100.0  － －
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
連結損益計算書

（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 ※１ 633,451 100.0 856,212 100.0 1,679,441 100.0

Ⅱ　売上原価 359,669 56.8 485,124 56.7 933,587 55.6

売上総利益 273,782 43.2 371,088 43.3 745,853 44.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２ 333,541 52.6 410,214 47.9 706,620 42.1

営業利益又は
営業損失(△)

△59,759 △9.4 △39,125 △4.6 39,233 2.3

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 8,468 9,590 18,367

２．受取配当金 60 60 152

３．業務受託料 － 1,820 －

４．その他 2,388 10,916 1.7 914 12,385 1.4 4,297 22,817 1.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 173 528 509

２．持分法による投資損
失

13,358 － 13,358

３．新株発行費 595 － －

４．投資組合投資損失 3,212 227 4,727

５．自己株式取得費用 － 235 －

６．その他 － 17,340 2.7 215 1,207 0.1 657 19,252 1.1

経常利益又は
経常損失(△)

△66,183 △10.4 △27,947 △3.3 42,798 2.5

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 － 57,385 16,839

２．訴訟和解金 － 700 －

３．受取保険金 54,750 － 54,750

４．役員退職慰労引当金
戻入益

－ 54,750 8.6 8,039 66,124 7.7 － 71,590 4.3

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損  ※３ 9,761 18 10,050

２．貸倒引当金繰入額  1,065 － 1,850

３．会員権評価損  700 － 700

４．投資有価証券評価損 229 8,728 229

５．たな卸資産廃棄損 － 9,397 －

６．合併費用 38,453 － 38,453

７．役員弔慰金等 15,619 65,830 10.4 － 18,144 2.1 15,619 66,903 4.0

税金等調整前中間(当期)
純利益又は税金等調整前
中間純損失(△)

△77,263 △12.2 20,032 2.3  47,484 2.8

法人税、住民税及び
事業税

3,188 2,971 6,178

法人税等調整額 75,310 78,498 12.4 2,781 5,752 0.7 87,902 94,081 5.6

少数株主損失 1,258 △0.2 5,746 △0.7 987 △0.1

中間純利益又は
中間(当期)純損失(△)

△154,503 △24.4 20,026 2.3 △45,609 △2.7

－ 13 －



(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４月１日

至平成17年９月30日）

前連結会計年度の

連結剰余金計算書

（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）

（資本剰余金の部）     

Ⅰ　資本剰余金期首残高  1,459,152  1,459,152

 Ⅱ　資本剰余金減少高     

 １．配当金 36,117  36,117  

 ２．当期未処理損失補填額 315,027  315,027  

 ３．自己株式処分差損 56,331 407,476 56,331 407,476

Ⅲ　資本剰余金中間期末(期末)残高  1,051,675  1,051,675

     

（利益剰余金の部）     

Ⅰ　利益剰余金期首残高  △292,094  △292,094

Ⅱ　利益剰余金増加高     

１．その他資本剰余金取崩額 315,027 315,027 315,027 315,027

Ⅲ　利益剰余金減少高     

１．中間(当期)純損失 154,503 154,503 45,609 45,609

Ⅳ　利益剰余金中間期末(期末)残高  △131,570  △22,676
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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

平成18年3月31日　残高　（千円） 1,202,036 1,051,675 △22,676 △15,810 2,215,224

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）  △40,219   △40,219

損失の填補　　（注）  △35,925 35,925  －

中間純利益   20,026  20,026

自己株式の取得    △83,375 △83,375

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) － △76,144 55,951 △83,375 △103,568

平成18年9月30日　残高　(千円） 1,202,036 975,531 33,274 △99,185 2,111,656

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18年3月31日　残高 　(千円） 16,231 16,231 6,345 2,237,801

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）    △40,219

損失の填補　　（注）    －

中間純利益    20,026

自己株式の取得    △83,375

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） △53,710 △53,710 △5,746 △59,456

中間連結会計期間中の変動額合計　(千円) △53,710 △53,710 △5,746 △163,025

平成18年9月30日　残高  (千円） △37,479 △37,479 599 2,074,776

 （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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(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４月１日

至平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自平成18年４月１日

至平成18年９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

税金等調整前中間（当期）純利益又は

税金等調整前中間純損失(△)
△77,263 20,032 47,484

減価償却費 42,164 24,887 76,486

のれん償却額 － 3,270 －

長期前払費用償却費 245 300 440

持分法による投資損失 13,358 － 13,358

貸倒引当金の増加額又は減少額(△) 1,065 △57,385 △14,989

賞与引当金の増加額又は減少額(△) 22,597 6,589 △3,566

退職給付引当金の増加額 717 599 2,860

役員退職慰労引当金の増加額又は減少額(△) 6,430 △157,689 14,730

受取利息及び受取配当金 △8,528 △9,650 △18,519

支払利息 173 528 509

為替差益 △197 △14 △332

投資組合投資損失 3,212 227 4,727

訴訟和解金 － △700 －

受取保険金 △54,750 － △54,750

固定資産除却損 9,761 18 10,050

会員権評価損 700 － 700

投資有価証券評価損 229 8,728 229

役員弔慰金等 15,619 － 15,619

売上債権の減少額又は増加額(△) 104,453 77,504 △153,286

たな卸資産の増加額 △41,036 △11,122 △20,698

仕入債務の増加額又は減少額(△) △8,790 △12,922 10,252

その他資産の減少額又は増加額(△) △15,574 3,538 △23,642

その他負債の増加額又は減少額(△) △33,442 30,724 △33,073

未払消費税等の増加額又は減少額(△) 2,564 △6,926 11,806

小計 △16,290 △79,459 △113,603

利息及び配当金の受取額 11,864 10,003 21,675

利息の支払額 △346 △526 △672

訴訟和解金受取額 － 700 －

保険金受取額 87,435 － 87,435

役員弔慰金等の支払額 △3,391 － △15,619

法人税等の受取額又は支払額(△) △5,121 2,683 △13,510

営業活動によるキャッシュ・フロー 74,149 △66,599 △34,294
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前中間連結会計期間

(自平成17年４月１日

至平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自平成18年４月１日

至平成18年９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

投資有価証券の取得による支出 △10,560 △30,094 △62,060

有形固定資産の取得による支出 － △620 △1,847

無形固定資産の取得による支出 △25,224 △12,745 △24,036

短期貸付けによる支出 － △150,000 －

短期貸付けによる収入 － 150,000 －

長期貸付けによる支出 △204 － △204

長期貸付金の回収による収入 5,845 284 6,725

敷金保証金の預入による支出 － △2,039 －

敷金保証金の返還による収入 5,539 314 9,538

破産債権等の回収による収入 － 50,576 17,378

その他の投資活動による支出 △670 △427 △680

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,274 5,247 △55,187

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 12,000 －

長期借入金の返済による支出 － △1,200 －

株式の発行による収入 41,994 － 41,994

自己株式取得による支出 － △83,375 －

配当金の支払額 △35,881 △39,310 △36,073

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,113 △111,885 5,921

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 197 14 332

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△) 55,185 △173,222 △83,227

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 1,252,705 1,207,078 1,252,705

Ⅶ合併による現金及び現金同等物の増加額 37,599 － 37,599

Ⅷ現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 　※ 1,345,491 1,033,856 1,207,078
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　 １社 (1）連結子会社の数　　 １社 (1）連結子会社の数　　　１社

連結子会社名

　㈱エアフォルク

連結子会社名

　㈱エアフォルク

連結子会社名

　㈱エアフォルク

(2）非連結子会社の数　　０社 (2）非連結子会社の数　　０社 (2）非連結子会社の数　　０社

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用会社数　　０社

　なお、ウェスコム㈱について

は平成17年7月1日に当社と合併

したため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

(1）持分法適用会社数　　０社

　

(1）持分法適用会社数　　０社

　なお、ウェスコム㈱について

は平成17年7月1日に当社と合併

したため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

(2）持分法を適用していない関連会

社（㈱ロックハンドテクノロ

ジー）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、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。

(2）　同左 (2）持分法を適用していない関連会

社（㈱ロックハンドテクノロ

ジー）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、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．連結子会社の（中間）決算

日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日が中間連

結決算日と異なる会社は次の通りで

す。

　連結子会社の中間決算日が中間連

結決算日と異なる会社は次の通りで

す。

　連結子会社の決算日が連結決算日

と異なる会社は次の通りです。

会社名 中間決算日

㈱エアフォルク ８月31日 

会社名 中間決算日

㈱エアフォルク ８月31日

会社名 決算日

㈱エアフォルク 2月28日

　中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同中間決算日現在の財

務諸表を使用しており、中間連結

決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。

　　　同左 　連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用して

おり、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事項 (イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

(イ）重要な資産の評価基準及び評

価方法

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券

関連会社株式

移動平均法による原価法

関連会社株式

同左

関連会社株式

同左

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）

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）

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

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合へ

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)につい

ては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて

入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法に

よっております。

時価のないもの

　同左

時価のないもの

同左

－ 18 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

商品

同左

商品

同左

製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法

製品・仕掛品・原材料

同左

製品・仕掛品・原材料

同左

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

①有形固定資産

　法人税法に定める定率法

（ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物(附属設備を

除く)については定額法）

①有形固定資産

　同左

①有形固定資産

　同左

②無形固定資産

　市場販売目的のソフトウェ

アについては、見込販売数量

に基づく償却額と残存有効期

間に基づく均等配分額とを比

較しいずれか大きい額を計上

する方法、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）に基づく定額法。

②無形固定資産

　法人税法に定める定額法。

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売

数量に基づく償却額と残存有

効期間に基づく均等配分額と

を比較し、いずれか大きい額

を計上する方法、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)に基づく定額法。

②無形固定資産

　同左

(ハ）重要な引当金の計上基準 (ハ）重要な引当金の計上基準 (ハ）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

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上してお

ります。

①貸倒引当金

　同左

①貸倒引当金

　同左

②賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備え

るため、将来支給見込額のう

ち当中間連結会計期間負担分

を計上しております。

②賞与引当金

　同左

②賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備え

るため、将来支給見込額のう

ち当連結会計年度負担分を計

上しております。

③退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給付

に備えるため、当中間連結会

計期間末における退職給付債

務および年金資産の見込額に

基づき計上しております。

③退職給付引当金

　同左

③退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給付

に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務お

よび年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

④役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金

の支給に備えるため当社役員

退職慰労金規程に基づく要支

給額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

　同左

④役員退職慰労引当金

　同左

(ニ）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(ニ）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

(ニ）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

①消費税等の会計処理

　同左

①消費税等の会計処理

　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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、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

ります。

　　　 同左      　同左

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４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

 （自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

 （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）

　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。

　　　　　　 　当連結会計年度より、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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は、2,074,177千円であります。

　なお、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、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

　　　　　　─────

 

－ 20 －



表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 (中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「繰延税金資産(固

定)」(当中間連結会計期間末の残高は609千円)は、資産の総額の100分

の5以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示す

ることにしました。

  　　　　　　　　　　　　──

 　　　　　　　　　　　　──  (中間連結損益計算書）

 「業務受託料」は、前中間連結会計期間まで営業外収益の「その

他」に含めて表示していましたが、営業外収益の総額の100分の10

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における「業務受託料」の金額は1,020

千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金保証金の預入による支

出」は、当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなった

ため「その他の投資活動による支出」に含めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他の投資活動による支出」に含

まれている「敷金保証金の預入による支出」は△50千円であります。

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

１．投資活動によるキャッシュ・フローの「敷金保証金の預入に

よる支出」は、前中間連結会計期間は「その他の投資活動による

支出」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他の投資活動による支出」

に含まれている「敷金保証金の預入による支出」は、△50千円で

あります。

  　　　　　　　　　　　　── ２．前中間連結会計期間において、「減価償却費」に含まれてい

た営業権償却額は、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と

表示しております。

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 　　　　　　　── (サポート契約に係る売上計上基準）

    サポート契約は、従来契約時に売上計上し

ておりましたが、金額的重要性が増してき

たため、前連結会計年度の下期より契約期

間の経過に対応して売上計上することとし

ました。従って、前中間連結会計期間は従

来の方法によっており、当中間連結会計期

間と同一の方法によった場合に比較して、

前中間連結会計期間の営業損失、経常損失、

税金等調整前中間純損失はそれぞれ、13,059

千円少なく計上されております。

(サポート契約に係る売上計上基準）

    サポート契約は、従来契約時に売上計上し

ておりましたが、金額的重要性が増してき

たため、当連結会計年度より契約期間の経

過に対応して売上計上することとしました。

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、税金等調整前当

期純利益はそれぞれ、22,595千円少なく計

上されております。

　なお、当下期以降に金額的重要性の増加

が認められたため、当連結会計年度からの

変更することとしました。また、当中間連

結会計期間においては、当該処理方法によ

り計上した場合に比べて営業損失、経常損

失、税金等調整前中間純損失は13,059千円

少なく計上されております。 
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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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

128,530千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

129,670千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

126,884千円であります。

※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. 受取手形割引高は、1,942千円であります。 ３.   　   ――――――

※４. 　　 ―――――― ※４. 中間連結会計期間期末日満期手形

　中間連結会計期間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

理しております。なお、当中間連結会計期

間の末日は金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含まれております。 

 　　　受取手形　　39,738千円

※４. 　　 ――――――

（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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．当社グループの売上高は、通常の営業

形態として、上半期に比べ下半期に受注

製作する割合が大きいため連結会計年度

の上半期の売上高と下半期の売上高との

間に著しい相違があり、上半期と下半期

の業績に季節的変動があります。

※１．　同左 ※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、次の通りであります。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次の通りであります。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次の通りであります。

役員報酬 35,849千円

給与手当 72,280千円

賞与引当金繰入額 13,729千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,430千円

研究開発費 42,633千円

販売促進費 56,698千円

役員報酬 45,278千円

給与手当 90,650千円

賞与引当金繰入額 6,754千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,942千円

研究開発費 64,335千円

販売促進費 39,848千円

研修活動費 55,411千円

役員報酬 80,584千円

給与手当 147,452千円

賞与引当金繰入額 4,668千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,730千円

研究開発費 126,080千円

販売促進費 97,061千円

※３．固定資産除却損の内訳は次の通りであ

ります。

建物 89千円

工具器具備品 168千円

ソフトウェア 9,504千円

※３．固定資産除却損の内訳は次の通りであ

ります。

工具器具備品 18千円

※３．固定資産除却損の内訳は次の通りであ

ります。

建物及び構築物 112千円

工具器具備品 433千円

ソフトウェア 9,504千円

－ 22 －



  （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に関する事項　　　　　　

株式の種類
　前連結会計年度末株式数　　

　　　(千株)

当中間連結会計期間増加株式数

(千株)

当中間連結会計期間減少株式数

(千株)

当中間連結会計期間末株式数

（千株)

普通株式 5,404 － － 5,404

合計 5,404 － － 5,404

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
　前連結会計年度末株式数　　

　　　(千株)

当中間連結会計期間増加株式数

(千株)

当中間連結会計期間減少株式数

(千株)

当中間連結会計期間末株式数

（千株)

普通株式(注) 41 125 － 166

合計 41 125 － 166

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加125千株は、取締役会決議による取得による増加であります。

（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29日

定時株主総会
普通株式 40,219  　　　　　　7.5 平成18年3月31日 平成18年6月29日

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

該当事項はありません。 

（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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

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９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

現金及び預金勘定 364,607千円

取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資(有

価証券） 980,884千円

現金及び現金同等物 1,345,491千円

現金及び預金勘定 291,462千円

取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資(有

価証券） 742,393千円

現金及び現金同等物 1,033,856千円

現金及び預金勘定 265,149千円

取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資(有

価証券） 941,928千円

現金及び現金同等物 1,207,078千円

（リース取引関係）

　　　該当事項はありません。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（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

取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額(千円) 差額（千円）

(1）株式 8,060 11,160 3,100

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 224,608 227,142 2,534

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 232,668 238,302 5,634

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 880,859

フリー・ファイナンシャル・ファンド 100,024

投資事業組合出資金 96,788

非上場株式 11,124

合計 1,088,796

当中間連結会計期間末（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

取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額(千円) 差額（千円）

(1）株式 8,060 11,600 3,540

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 224,608 188,111 △36,496

③　その他 － － －

(3）その他 81,594 77,071 △4,522

合計 314,262 276,783 △37,479

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 692,338

フリー・ファイナンシャル・ファンド 50,054

投資事業組合出資金 95,044

非上場株式 2,396

合計 839,834
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前連結会計年度（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

 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

(1）株式 8,060 10,100 2,040

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 224,608 248,723 24,115

③　その他 － － －

(3）その他 51,500 52,670 1,170

合計 284,168 311,493 27,325

２．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

マネー・マネージメント・ファンド 841,902

フリー・ファイナンシャル・ファンド 100,026

投資事業組合出資金 95,272

非上場株式 11,124

合計 1,048,326

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日 至　平成17年９月30日） 、当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日 至　平成18年９

月30日） 及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日 至　平成18年３月31日）

　　当社グループは、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。

（セグメント情報）

１．【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４月１日 至　平成17年９月30日） 、当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日 至　平成18

年９月30日） 及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日 至　平成18年３月31日）

　当連結グループは通信・リアルタイムＯＳ関連製品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する製品等の製造、販売を行っ

ており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

２．【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４月１日 至　平成17年９月30日） 、当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日 至　平成18

年９月30日） 及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日 至　平成18年３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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

３．【海外売上高】

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日 至　平成17年９月30日） 、当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日 至　平成18

年９月30日） 及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日 至　平成18年３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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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   393円41銭

１株当たり中間純損失金額  30円64銭

１株当たり純資産額  396円02銭

１株当たり中間純利益金額 3円81銭

１株当たり純資産額 416円12銭

１株当たり当期純損失金額 8円77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。

　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、潜在株式が存在しないた

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）　１.１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。

 
前中間連結会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

前連結会計年度

　(平成18年３月31日）

純資産の部合計額                        (千円) － 2,074,776 －

純資産の部の合計額から控除する金額　　  (千円) － 599 －

（うち少数株主持分）　　　　　　　　　　 (－) (599) (－)

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 （千株) － 2,074,177 －

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　　　　　　　　　　(千株)
－ 5,237 －

　２.１株当たり中間純利益金額または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４月１日

至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

前連結会計年度

(自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日)

中間純利益又は中間（当期）純損失(△)　　(千円) △154,503 20,026 △45,609

普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　(千円) － － －

普通株式に係る中間純利益又は

中間(当期)純損失(△)　　　　　　　　　　(千円)
△154,503 20,026 △45,609

期中平均株式数　　　　　　　　　　　　　(千株) 5,042 5,250 5,202

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1種類。なお、

この新株予約権は合併により

ウェスコム株式会社から承継

したものであり、平成17年9

月30日においてすべて行使さ

れております。

 　          － 　新株予約権1種類。なお、

この新株予約権は合併により

ウェスコム株式会社から承継

したものであり、平成17年9

月30日においてすべて行使さ

れております。
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　　　　　　　　── 　　　　　　　　　── 　　当社は、平成18年4月19日開催の取締役会決

議に基づき、平成18年4月20日に下記の通り自

己株式を取得しました。

(1）取得理由　

機動的な資本政策の遂行を可能とするた

め　

(2）取得した株式の種類

当社普通株式

(3）取得した株式の総数　

125,000株

(4）取得価額　

83,375,000円

(5）取得方法

東京証券取引所のToSTNet-2(終値取引)に

よる買付け

　　　　　　　　── 　当社は、平成18年10月12日開催の取締役会

の決議に基づき、連結子会社である株式会社

エアフォルクの株式の一部を譲渡いたしまし

た。株式売却の要旨は次のとおりであります。

(1）株式売却の理由

　株式会社エアフォルクは、当社製品

TCP/IPv6(製品名KASAGO)のオプションで

あるH323、SIP等の開発を当社と共同で

行っておりましたが、同開発は一段落し、

既に当社のラインナップに加えられてお

ります。今後は、事業の選択と集中によ

り、これら開発済み製品の販売とそれに

伴うシステムインテグレーションに注力

することとし、事業の再構築の一環とし

て、譲渡することを決議しました。

(2）売却する相手会社の名称

　株式会社データプレイス

(3）売却の時期　

　平成18年10月19日

(4）当該子会社の概要　

①名称　　　　株式会社エアフォルク

②主な事業の内容　IP技術の開発及び　

携帯端末、情報家電

等への組込ソフト

ウェアの開発、製造、

販売

③資本金　　　　　　　　32,000千円

(5）売却する株式の数、売却価額、売却損益

及び売却後の持分比率

①売却する株式の数　　　　 　420株

②売却価額　　　　　　　21,000千円

③売却益の見込額　　　　16,848千円

④売却後の持分比率　　　　　12.5％

　　　　　　　　──
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

 

品目別の名称

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（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

（％）

製品

通信関連 22,426 4.5 136,343 20.0 274,685 17.3

インターネットプロトコル 135,622 27.5 49,304 7.2 339,245 21.4

リアルタイムOS 10,156 2.1 10,593 1.5 29,638 1.9

SI（カスタマイズ） 195,910 39.7 214,888 31.5 497,247 31.4

システム・ソリューション(受託) 129,126 26.2 271,544 39.8 443,990 28.0

合計 493,242 100.0 682,674 100.0 1,584,808 100.0

　（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

 

品目別の名称

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

受注高

（千円）

受注残高

（千円）

受注高

（千円）

受注残高

（千円）

受注高

（千円）

受注残高

（千円）

製品

通信関連 93,730 75,956 215,403 130,516 246,695 63,879

インターネットプロトコル 79,836 49,204 162,548 92,244 297,173 100,708

リアルタイムOS 17,245 8,520 7,713 1,782 32,395 4,661

SI（カスタマイズ） 247,504 148,507 228,711 150,722 549,193 136,900

システム・ソリューション(受託) 206,403 77,277 280,478 18,720 453,776 9,786

合計 644,718 359,465 894,855 393,986 1,579,235 315,936

商品 その他 86,396 22,456 64,354 24,052 136,990 5,105

合計 731,114 381,922 959,209 418,038 1,716,226 321,042

　（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売実績

 （単位：千円）

品目別の名称

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（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

（％）

製品

通信関連 95,852 15.1 148,765 17.4 260,894 15.5

インターネットプロトコル 111,038 17.5 165,011 19.3 276,872 16.5

リアルタイムOS 15,925 2.5 10,593 1.2 34,933 2.1

SI（カスタマイズ） 199,996 31.6 214,888 25.1 513,292 30.6

システム・ソリューション(受託) 129,126 20.4 271,544 31.7 443,990 26.4

合計 551,938 87.1 810,804 94.7 1,529,983 91.1

商品 その他 81,512 12.9 45,408 5.3 149,457 8.9

合計 633,451 100.0 856,212 100.0 1,679,441 100.0

　（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。
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