
 

 

 

平成 19 年  3 月期  個別中間財務諸表の概要         平成18年11月17日 

上 場 会 社 名        株式会社ＹＯＺＡＮ                   上場取引所      ＪＡＳＤＡＱ 

コ ード番 号  ６８３０                  本社所在都道府県   東京都 

（ＵＲＬ http://www.yozan.co.jp） 

代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 大畠 潔 
問い合わせ先  責任者役職名 執行役員ＩＲ/ＰＲ部長 

        氏    名 内田正雄       ＴＥＬ（03）3518－4347 

決算取締役会開催日 平成18年11月17日            配当支払開始日 平成 －年 －月 －日 
単元株制度採用の有無            無   
 
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) 
(1) 経営成績 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年9月中間期 
17年9月中間期 

373 (△74.2)
1,450 (△52.9)

△3,001 ( － ) 
△3,069 ( － ) 

△3,260 ( － ) 
△3,087 ( － ) 

18年3月期 2,349 (△58.1) △5,720 ( － ) △5,730 ( － ) 
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

18年9月中間期 
17年9月中間期 

△10,692 ( － ) 
△ 4,444 ( － ) 

△7,486     21 
△4,874     88 

18年3月期 △ 7,355 ( － ) △6,854     76 

 
 

 (注) ①期中平均株式数 18年9月中間期 1,428,292株 17年9月中間期 911,623株 18年3月期 1,073,089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 
(2)財政状態 

 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18年9月中間期 
17年9月中間期 

10,023   
18,718   

829  
6,173  

8.3 
33.0 

534    98
5,698    27

18年3月期 16,194   10,181  62.9 7,281    18

 (注)①期末発行済株式数 18年9月中間期 1,550,026.69株 17年9月中間期 1,083,352.69株 
 18年3月期    1,398,306.69株 

②期末自己株式数 18年9月中間期 44.62株 17年9月中間期 36.52株 18年3月期 44.62株 
 
２．19年3月期の業績予想(平成 18年 4月 1日～平成 19年 3月 31日) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 1,305   △5,893   △13,622   

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) △7,908 円 70 銭 
(注) １株当たり予想当期純利益は増資による平均株式数1,722,406株により算出(平成18年11月17日現在) 

 

 

※ 上記の業績予想の各数値は現在当社の経営陣が入手している情報に基づき将来の予想を行うために不可欠となる前提

（仮定）を用いて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。 
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１．中間財務諸表等 

(1)  中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

（資産の部）      

Ⅰ 固定資産      

Ａ 電気通信事業固定
資産 

     

(1) 有形固定資産 ※１     

１ 機械設備  434,944  829,084 390,641  

２ 空中線設備  46,247  33,789 18  

３ 土木設備  0  ― 0  

４ 建物  176,139  251,264 147,006  

５ 構築物  29  0 0  

６ 車両  1,498  435 662  

７ 工具、器具及び
備品 

 118,072  568,328 200,157  

８ 土地  284,000  284,000 284,000  

９ 建設仮勘定  1,286,992  3,091,545 2,230,748  

有形固定資産合計   2,347,925 12.6 5,058,448 50.4  3,253,233 20.1

(2) 無形固定資産      

１ 施設利用権  1,726  0 0  

２ ソフトウェア  221,943  321,025 686,070  

３ 商標権  0  0 0  

４ その他の無形固
定資産 

 3,720  107 0  

無形固定資産合計   227,390 1.2 321,132 3.2  686,070 4.2

電気通信事業固定
資産合計 

  2,575,315 13.8 5,379,580 53.6  3,939,304 24.3

Ｂ 投資その他の資産      

１ 投資有価証券   634,702 1,052,467  2,783,237 

２ 関係会社株式   1,644 1,285,564  1,118,726 

３ 関係会社社債   ― 250,000  250,000 

４ 出資金   50 50  50 

５ 長期貸付金   3,400 253,400  3,400 

６ 長期前払費用   328 105,747  325,701 

７ 敷金保証金   257,021 228,408  198,074 

８ その他の投資及
びその他の資産 

  7,832 9,380  9,349 

投資その他の資産
合計 

  904,978 4.8 3,185,017 31.8  4,688,539 29.0

固定資産合計   3,480,294 18.6 8,564,598 85.4  8,627,843 53.3

－ 2 － 



 

  
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
(％)

Ⅱ 流動資産      

１ 現金及び預金  10,782,083  262,524 5,201,374  

２ 売掛金  200,668  74,279 201,789  

３ 未収入金  23,706  30,392 148,655  

４ 有価証券  3,000,000  ― ―  

５ 貯蔵品  230,052  262,248 100,461  

６ 前渡金  212,100  417,542 576,138  

７ 前払費用  648,342  73,343 417,434  

８ 未収消費税等  ―  314,192 323,835  

９ 短期貸付金  ―  25,000 600,000  

10 その他の流動資産 ※２ 364,521  6,059 3,068  

貸倒引当金  △223,079  △6,475 △6,204  

流動資産合計   15,238,395 81.4 1,459,106 14.6  7,566,554 46.7

資産合計   18,718,689 100.0 10,023,704 100.0  16,194,397 100.0

      

－ 3 － 



 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

（負債の部）      

Ⅰ 固定負債      

１ 転換社債型 
新株予約権付社債 

 11,200,000  4,260,000 5,200,000  

２  基地局撤去引当金  －  3,988,200 －  

３ 繰延税金負債  41,325  70 120  

４ その他の固定負債  15,755  12,032 12,351  

固定負債合計   11,257,080 60.1 8,260,302 82.4  5,212,472 32.2

Ⅱ 流動負債      

１ 買掛金  87,509  385,425 16,346  

２ 未払金  750,768  493,163 708,035  

３ 未払費用  9,361  132 5,447  

４ 未払法人税等  18,342  35,073 51,487  

５ 繰延税金負債  2,085  713 1,426  

６ 前受金  1,585  1,408 2,199  

７ 預り金  7,073  16,311 10,562  

８ 賞与引当金  28,200  ― ―  

９ 事業再構築引当金  377,605  ― ―   

10 その他の流動負債  5,838  1,946 5,093  

流動負債合計   1,288,371 6.9 934,174 9.3  800,598 4.9

負債合計   12,545,451 67.0 9,194,477 91.7  6,013,070 37.1

      

（資本の部）      

Ⅰ 資本金   11,157,277 59.6 － －  14,307,447 88.3

Ⅱ 資本剰余金      

１ 資本準備金  11,757,952  － 15,588,604  

資本剰余金合計   11,757,952 62.8 － －  15,588,604 96.3

Ⅲ 利益剰余金      

１ 任意積立金  6,076  － 6,076  

２ 中間(当期) 
未処理損失 

 16,604,784  － 19,516,499  

利益剰余金合計   △16,598,708 △88.7 － －  △19,510,422 △120.5

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  △139,809 △0.7 － －  △200,593 △1.2

Ⅴ 自己株式   △3,474 △0.0 － －  △3,709 △0.0

資本合計   6,173,238 33.0 － －  10,181,327 62.9

負債資本合計   18,718,689 100.0 － －  16,194,397 100.0

      

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１ 資本金   ― ― 14,877,517 148.4  ― ―

２ 資本剰余金      
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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
(％)

(１) 資本準備金  ―  16,158,535 ―  

資本剰余金合計   ― ― 16,158,535 161.2  ― ―

３ 利益剰余金      

(１)その他利益剰余
金 

     

特別償却準備金  ―  2,077 ―  

    繰越利益剰余金  ―  △30,204,993 ―  

利益剰余金合計   ― ― △30,202,916 △301.3  ― ―

４ 自己株式   ― ― △3,709 △0.0  ― ―

      株主資本合計   ― ― 829,427 8.3  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等   ― ― △200 △0.0  ― ―

純資産合計   ― ― 829,227 8.3  ― ―

負債純資産合計   ― ― 10,023,704 100.0  ― ―

        

－ 5 － 



 

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
（％）

経常損益の部      

（営業損益の部）      

Ⅰ 電気通信事業営業損
益 

     

(1) 営業収益   1,282,957 88.4 351,448 94.2  1,946,354 82.9

(2) 営業費用      

１ 営業費  560,077  388,822 1,003,346  

２ 施設保全費  1,040,306  935,158 1,952,437  

３ 管理費  904,867  706,201 1,034,845  

４ 試験研究費  91,899  43,330 162,993  

５ 減価償却費  40,915  314,913 123,897  

６ 固定資産除却費  121,580  119,187 258,813  

７ 通信設備使用料  936,197  243,432 1,401,563  

８ 租税公課  285,443 3,981,287 274.4 141,233 2,892,279 775.3 519,908 6,457,805 274.9

電気通信事業営業
損失 

  2,698,330 △186.0 2,540,831 △681.1  4,511,451 △192.0

Ⅱ 附帯事業営業損益      

(1) 営業収益   167,895 11.6 21,579 5.8  402,932 17.1

(2) 営業費用   538,583 37.1 482,139 129.3  1,611,999 68.6

附帯事業営業損失   370,688 △25.5 460,559 △123.5  1,209,066 △51.5

営業損失   3,069,018 △211.5 3,001,390 △804.6  5,720,517 △243.5

（営業外損益の部）      

Ⅲ 営業外収益 ※１  50,072 3.4 31,861 8.5  74,019 3.2

Ⅳ 営業外費用 ※２  68,357 4.7 291,215 78.0  83,576 3.6

経常損失   3,087,303 △212.8 3,260,744 △874.1  5,730,074 △243.9

－ 6 － 



 

  
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
（％）

特別損益の部      

Ⅰ 特別利益   111,838 7.7 69,792 18.7  187,636 8.0

Ⅱ 特別損失 
※３ 
※６ 

 1,467,250 101.1 7,498,853 2,010.3  1,811,260 77.1

税引前(中間)当期
純損失 

  4,442,716 △306.2 10,689,806 △2,865.7  7,353,698 △313.0

法人税、住民税 
及び事業税 

 2,710  3,400 4,815  

法人税等調整額 ※４ △1,372 1,337 0.1 △713 2,686 0.7 △2,744 2,070 0.1

中間(当期)純損失 ※４  4,444,054 △306.3 10,692,493 △2,866.4  7,355,768 △313.1

前期繰越損失   12,160,730 19,512,500  12,160,730 

中間(当期)未処理
損失 

  16,604,784 30,204,993  19,516,499 

      

 (注) １ 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100％として算出しております。 

２ 営業費用勘定の各科目の内容は次のとおりであります。 

(1) 営業費とは、電気通信役務の提供に関する申込の受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販

売活動ならびに、これらに関連する業務により直接発生する費用であります。 

(2) 施設保全費とは、電気通信設備の保全のために直接発生する費用であります。 

(3) 管理費とは、本社等管理部門において発生する費用であります。 

(4) 試験研究費とは、研究開発部門において発生する費用であります。 

(5) 通信設備使用料とは、他の電気通信事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用であります。 
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③中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

資本金 

資本準備金 特別償却

準備金 

繰越利益 

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） 
14,307,447 15,588,604 6,076 △19,516,499 △3,709  10,381,920

中間会計期間中の変動額   

新株の発行 570,069 569,930   1,140,000

特別償却準備金の取崩し △3,998 3,998  －

中間純損失 △10,692,493  △10,692,493

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） 
570,069 569,930 △3,998 △10,688,494 －  △9,552,493

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
14,877,517 16,158,535 2,077 △30,204,993 △3,709  829,427

評価・換算差額等 

  
その他有価証券評価

差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
△200,593 10,181,327  

（千円） 

中間会計期間中の変動額  

新株の発行 1,140,000  

特別償却準備金の取崩し －  

中間純損失 △10,692,493  

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）  
200,393 200,393  

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
200,393 △9,352,099  

平成18年９月30日 残高 
△200 829,227  

（千円） 
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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)純損失  △4,442,716 ― △7,353,698 

減価償却費  60,709 ― 164,593 

減損損失  656,988 ― 656,988 

貸倒引当金の増減額  206,341 ― △10,534 

賞与引当金の増減額  △4,400 ― △32,601 

受取利息及び受取配当金  △3,686 ― △4,478 

固定資産売却益  △53,788 ― △129,510 

固定資産除却損  8,047 ― 8,084 

投資有価証券売却益  △39,322 ― △39,322 

投資有価証券評価損  264,807 ― 278,966 

財産評定損戻入額  △18,303 ― △18,303 

契約解除金  45,684 ― 52,953 

施設移転費  ― ― 36,219 

基地局撤去費用  41,441 ― 41,441 

助成金  △19,368 ― △19,368 

売上債権の増減額  278,446 ― 277,325 

たな卸資産の増減額  272,983 ― 401,809 

仕入債務の増減額  36,679 ― △34,484 

未払金の増減額  △339,262 ― △288,079 

その他  △191,820 ― △645,802 

小計  △3,240,539 ― △6,657,801 

利息及び配当金の受取額  1,178 ― 4,482 

契約解除金の支払額  △68,288 ― △90,751 

施設移転費の支払額  △700 ― △36,919 

基地局撤去費用の支払額  △392,920 ― △392,920 

助成金の受取額  19,368 ― 19,368 

法人税等の支払額  △5,479 ― △5,490 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △3,687,380 ― △7,160,031 
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前事業年度の要約キャ 

  

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）

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 
    

有形固定資産の取得によ

る支出 
 △1,299,871 ― △2,617,171 

無形固定資産の取得によ

る支出 
 △146,185 ― △679,756 

無形固定資産の売却によ

る収入 
 53,788 ― 106,209 

投資有価証券の取得によ

る支出 
 △701,600 ― △3,942,909 

投資有価証券の売却によ

る収入 
 40,200 ― 1,042,379 

敷金保証金の差入による

支出 
 △10,632 ― ― 

敷金保証金の返還による

収入 
 64,201 ― ― 

貸付による支出  △390,000 ― △990,000 

貸付金の回収による収入  175,295 ― 395,500 

関係会社への投資による

支出 
 ― ― △686,260 

敷金保証金の差入による

支出 
 ― ― △45,646 

敷金保証金の返還による

収入 
 ― ― 155,159 

その他  △30 ― △231,084 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △2,214,834 ― △7,493,580 

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
    

社債の発行による収入  19,000,000 ― 25,000,000 

社債の償還による支出  ― ― △5,814,000 

自己株式の取得による支

出 
 ― ― △429 

その他  △67,969 ― △82,853 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 18,932,030 ― 19,102,717 

Ⅳ 現金及び現金同等物に 

  係る換算差額 
 0 ― 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  13,029,815 ― 4,449,106 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

  期首残高 
 752,267 ― 752,267 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
※１ 13,782,083 ― 5,201,374 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 

（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） 

当社は当中間会計期間において、平成 17

年 12 月予定の国内初のＷｉＭＡＸ規格によ

るワイヤレスブロードバンドサービスの本

格商用開始へ向け、実証実験を開始し、計

画通り着実に準備を進めてまいりました。

併せて損失の最大の原因となっていた PHS

事業において利用基地局・設備の削減施策

を計画通り実施し固定費を削減し、平成 17

年 11 月末にて音声サービスを停止すること

といたしました。しかし、PHS 事業の縮小に

よる加入者の減少、及び PHS 音声サービス

停止による月次損益改善の効果が当事業年

度下期に反映されることなどにより、売上

高は前中間会計期間比 53％減の 1,450 百万

円となり、営業損失は 3,069 百万円となり

（当事業年度末では５期連続の営業損失計

上の見通し）、中間純損失は 4,444 百万円

（当事業年度末では３期連続の当期純損失

計上の見通し）となっております。また、

営業キャッシュ・フローはマイナス 3,687

百万円となっております。 

当該状況により、当社には前事業年度に

引き続き、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。 

当社は、当該状況を解消すべく、平成 17 年

12 月に国内初のＷｉＭＡＸサービスを本格

商用開始し、早期の通信網拡大により、収

益源の多様化と事業利益の拡大を図ってま

いります。ＷｉＭＡＸ（無線アクセス方式

の標準規格である IEEE802.16 シリーズ）

は、既存の無線 LAN 規格（Wi-Fi）よりもカ

バーエリアが広くかつ高速化ができること

が特徴であり、有線ブロードバンドアクセ

スである ADSL 等に代わるものとして期待さ

れております。当社はまず、低コスト・高

性能なＷｉＭＡＸによる国内初の無線 LAN

ネットワーク上にて、無線 LAN・屋内外シー

ムレス等多種多様なサービスを市場投入い

たします。また、ページャとの複合端末の

開発、サービス提供により順次市場規模を

拡大させ、更に平成 19 年に導入が見込まれ

るモバイルＷｉＭＡＸサービスに参入し、

ＰＬＣ（電力線通信）及びページャを融合

した屋内外シームレスサービスを実現さ

せ、楽しいユビキタス社会の創生に貢献す

るとともに、事業収益基盤を構築拡大させ

る所存であります。既存事業につきまして

は、無線呼出し事業では当事業年度中まで

にインフラの全面衛星化による更新を完了

させ、運営費の削減に併せて自治体への積

極的な営業展開により黒字化を確実なもの

といたします。 

当社は当中間会計期間において、ＷｉＭ

ＡＸ事業を推進させるべく、ネットワーク

の敷設およびデジタル・デバイドを中心に

営業活動を行ってまいりました。また、無

線呼出し事業については、衛星インフラに

よるサービスを開始し低コスト運営をさせ

るとともに地域情報配信システムの積極的

な営業活動を行い、さらにＰＨＳ事業につ

いては、平成 18 年 6 月にて事業を完全終了

させることにより営業固定費を削減するこ

とが出来ました。しかし、ＷｉＭＡＸサー

ビスが市場にて初期普及段階であるため高

収益を確保する段階に至らず、またＰＨＳ

撤退に関する将来費用および無線呼出し事

業に関する旧インフラの将来撤去費用を当

中間会計期間にて全額引当計上したため、

売上高は、前中間会計期間比 74％減の 373

百万円となり、営業損失は 3,001 百万円と

なり（当事業年度末では６期連続の営業損

失計上の見通し）、中間純損失は 10,692 百

万円（当事業年度末では４期連続の当期純

損失計上の見通し）となっております。 

当該状況により、当社には前事業年度に

引き続き、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。 

当社は、当該状況を解消すべく、平成 17

年 12 月より国内で初めてサービスを開始し

ているＷｉＭＡＸサービスについて、引き

続き、順次通信網を拡大させ、収益源の多

様化と事業利益の拡大を図ってまいりま

す。ＷｉＭＡＸは今後ＩＴ社会が成熟して

いくために不可欠な技術であり、ワイヤレ

スによるインターネット接続の可能性が飛

躍的に拡大することが期待されています。 

当社は、まずＷｉＭＡＸをデジタル・デ

バイド解消施策として活用するため、北陸

総合通信局における無線ブロードバンド実

験に採用され、実験を開始いたしました。

当社はＷｉＭＡＸを活用した本実験を足が

かりとし、ＷｉＭＡＸによる全国的なデジ

タル・デバイド解消施策を展開してまいり

ます。 

当社は当事業年度において、平成 17 年 12

月に国内初のＷｉＭＡＸ規格によるワイヤ

レスブロードバンドサービスの商用を開始

いたしました。併せて損失の最大の原因と

なっていたＰＨＳ事業において、平成 17 年

11 月末の音声サービス停止し、平成 18 年 6

月末にて事業から撤退することといたしま

した。しかし、ＷｉＭＡＸサービスのため

の初期費用の増加、及びＰＨＳ事業停止に

よるコスト削減の全面的な効果は翌事業年

度に反映されることなどにより、売上高は

前年同期比 58％減の 2,349 百万円、営業損

失は 5,720 百万円となり（５期連続の営業

損失計上）、当期純損失は 7,353 百万円

（３期連続の当期純損失計上）となってお

ります。また、営業キャッシュ・フローは

マイナス 7,160 百万円となっております。 

当該状況により、当社には前事業年度に

引き続き、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。 

また、他社との提携により、ＷｉＭＡＸ

とＩＰ電話を組み合わせたサービス、Ｗｉ

ＭＡＸ Ｗｅｂ ３Ｄサービス等を開始し

たことを皮切りに、ＰＬＣとの融合による

屋内外シームレス化を実現させ、多種多様

なサービスを市場投入いたします。ネット

ワークについては、平成 18 年 11 月にソフ

トバンクモバイル株式会社と通信インフラ

の早期構築と、基地局ファシリティの共同

利用に関する合意を始めとして、基地局を 

当社は、当該状況を解消すべく、ＷｉＭＡ

Ｘネットワークの構築を早期に進め、通信

網拡大により、収益源の多様化と事業利益

の拡大を図ってまいります。ワイヤレスブ

ロードバンドにおける次世代世界標準規格

であるＷｉＭＡＸは、既存の無線 LAN 規格

（Wi-Fi）よりもカバーエリアが広くかつ高

速通信ができ、低コストなネットワーク構

築が可能であるため、有線ブロードバンド

アクセスである ADSL 等に代わるものとして

期待されております。当社は、更に、Ｗｉ

ＭＡＸと低コストな自社生産の衛星インフ

ラ対応のページャメール基地局を組み合わ

せ、AirBitKey を市場投入いたします。ま

た、日本初の民間衛星通信事業者である

JSAT 株式会社の協力を受け、同社の衛星回

線を活用してＷｉＭＡＸ網を地方へも拡張

してまいります。これにより、現在政府が

強力に推進している「u-JAPAN」政策を背景

としたデジタル・デバイド(都市部と比較し

て地方においてブロードバンド等を享受で

きる利便性に格差が生じている状況)解消に

大きく貢献してゆくとともに、地方部への

需要拡大による収益増加を図ってまいりま

す。併せて、各種コンテンツ配信、クレ

ジット決済、ノマディックボイス他、サー

ビスの多様化・商品の高性能化を図るた

め、多数の関係各企業との業務・資本提携

を進行中であります。当社は、まず東名阪

ＷｉＭＡＸ基地局を計画通りに敷設し、

ねっとワークットワークの早期構築を図っ

てまいります。更に、ＷｉＭＡＸの持つ技 
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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） 

ＰＨＳ事業については、平成 17 年 11 月

の音声サービス終了及びＰＨＳ設備のＷｉ

ＭＡＸインフラへの更新等を通じて赤字の

削減を図ります。 

 また、ＷｉＭＡＸ事業の本格開始に伴

い、経営組織の改編を行い、更なる機動

性・迅速性・効率性を追求してまいりま

す。 

 財務政策については、平成 17 年４月及び

平成 17 年８月の転換社債型新株予約権付社

債の発行により計 190 億円の資金調達を実

施し、ＷｉＭＡＸ事業の早期のネットワー

ク構築及び市場拡大を展開する上での当面

必要な資金を確保いたしました。今後更に

エクイティファイナンスを主とした資本の

増強及び資金収支を改善する計画でありま

す。 

 中間財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、上記のような重要な疑義の

影響を中間財務諸表には反映しておりませ

ん。 

主要部より効率的に敷設するとともに、他

通信事業者とのローミングを活用し、早期

のネットワーク拡充を図ってまいります。

無線呼出し事業ではインフラの全面衛星化

による更新が完了したことにより、運営費

の削減に併せて自治体への積極的な営業展

開により黒字化を確実なものといたしま

す。また平成 18 年 10 月にＪＳＡＴ株式会

社と地域情報配信システムの全国展開に関

する事業提携について基本合意を締結した

ことにより、より一層営業体制を強化して

まいります。 

コスト削減施策については、まずＰＨＳ

事業を平成 18 年 6 月にて完全終了したこと

により今後固定費の圧縮が実現するととも

に、当中間会計期間にて、ＰＨＳ事業の将

来撤退費用および無線呼出し事業の旧イン

フラの将来撤去費用を全額見積もり計上し

ております。 

 また、以上の施策を確実に達成するた

め、経営組織の改編を行い、更なる機動

性・迅速性・効率性を追求してまいりま

す。 

 財務政策については、ＷｉＭＡＸ事業の

早期のネットワーク構築及びその他事業の

拡充を図るための資金を確保することが必

要であり、平成 18 年 11 月に実施した第三

者割当増資 16 億円の調達に引続き、今後も

エクイティファイナンスを主とした資本の

増強及び資金収支を改善する計画でありま

す。 

 中間財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、上記のような重要な疑義の

影響を中間財務諸表には反映しておりませ

ん。 

術優位性及びＹＯＺＡＮの持つ低コストの

インフラ構築・調達力を活かし、ネット

ワーク拡張及びサービスの拡大・多様化を

実現し、楽しいユビキタス社会の創生に貢

献するとともに、事業収益基盤を拡大させ

る所存であります。 

既存事業につきましては、無線呼出し事

業では平成 18 年 4 月時点にて、インフラの

衛星化を完了させました。これにより、運

営費を削減することができ、併せて自治体

への積極的な営業展開により黒字化を図り

ます。 

また、ＰＨＳ事業からの完全撤退によ

り、当事業年度までの営業損失の主因が除

去され、収支改善可能な低コストの経営基

盤が築かれております。 

さらに、ＷｉＭＡＸ事業の早期拡大のた

め、経営組織の更なる整備を行い、より一

層の機動性･迅速性･効率性を追求してまい

ります。 

財務政策については、当期中に実施した

資金調達により、ＷｉＭＡＸ事業の早期の

ネットワーク構築を展開する上での当面必

要な資金を確保しております。今後も、事

業の拡張に併せて、エクイティファイナン

スを主とした資本及び資金の増強を図って

まいります。 

財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、上記のような重要な疑義の影響

を財務諸表には反映しておりません。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 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 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

(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 同左 同左 

 ②その他有価証券 ②その他有価証券 ②その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 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） 

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） 

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 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 ２ 固定資産の減価償却の方

法 定率法 同左 同左 

  ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法に

よっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

機械設備 ６～９年

空中線設備 10年

建物 15～40年

工具、器具 

及び備品 
５年

 また、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採

用しております。 

  

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

 定額法 同左 同左 

  ただし、ソフトウェア（自社

利用分）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 (3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用 

 定額法 同左 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 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (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。 

同左 同左 

 (2) 賞与引当金 ――――― ――――― 

 従業員の賞与の支給に備え

るため、将来の支給見込額の

うち当中間会計期間負担額を

計上しております。 

  

 (3) 事業再構築引当金 ――――― ――――― 

 無線呼出し事業に係るイン

フラの再構築等に伴い、今後

発生が見込まれる費用につい

て合理的に見積られる金額を

計上しております。 

  

 ――――― (4) 基地局撤去引当金 ――――― 

  全サービスを完全終了して

いるＰＨＳ事業に係る基地局

及び新インフラによるサービ

ス開始により不要となった無

線呼出し事業に係る基地局等

について、今後発生が見込ま

れる撤去工事費用について合

理的に見積られる金額を計上

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 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。 

―――――  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が到来する

短期投資からなっております。 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

同左 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） 

 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

り税引前中間純損失は656,988千円増加して

おります。 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これにより税引

前当期純損失は656,988千円増加しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の財務諸表等規則に基づき減価償却累計額に

合算して、減価償却累計額の科目を盛って表

示しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。 

――――― ――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当中間会計期間より「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準

第5号）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

会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計

基準適用指針第8号）を適用しております。

 なお、従来の資本の部に相当する金額

は、純資産の部と同様であります。 

 

注記事項 

当中間財務諸表における科目分類は、当社が「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

蔵省令第59号）第２条に規定する別記11の電気通信事業であるため、「電気通信事業会計規則」（昭和60年郵政省令

第26号）第５条における科目分類に準拠しております。 
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（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） （平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,191,404千円 1,080,945千円 1,259,125千円

※２ 消費税等の取扱 ――――― ――――― 

 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

「その他の流動資産」に含めて表示しており

ます。 
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（中間損益計算書関係） 

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 営業外収益のうち主要

なもの 

 
助成金 19,368千円
   

 
受取利息 2,445千円

 

 
受取利息 4,346千円

助成金 19,368千円

 
 

※２ 営業外費用のうち主要

なもの 

社債発行費 59,836千円

  

 
社債発行費 289,166千円
  

社債発行費 74,180千円
 

※３ 特別損失のうち主要な

もの 

 
減損損失 656,988千円

 
  

 
基地局撤去引当

金繰入 

3,988,200千円

投資有価証券売

却損 

599,501千円

投資有価証券評

価損 

1,373,947千円

減損損失 836,967千円

ＰＨＳ事業撤退

損失 

604,689千円

 

 
棚卸資産評価損 302,180千円

減損損失 656,988千円
  

※４  中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当期において予

定している利益処分による特別償却

準備金の積立て及び取崩を前提とし

て、当中間会計期間に係る金額を計

算しております。 

同左 ───── 

５ 減価償却実施額 
 
有形固定資産 39,523千円

無形固定資産 21,036千円
  

 
有形固定資産 198,861千円

無形固定資産 93,732千円
  

 
有形固定資産 111,631千円

無形固定資産 55,903千円
  

※６ 減損損失  当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失

(千円)

本社 

(東京都

豊島区)

共用 

建物、工

具・器具及

び備品等 

86,057

東京都 

豊島区他

電気通信

事業 

(ＰＨＳ

事業) 

機械設備、

ソフトウェ

ア等 
570,066

東京都 

豊島区 
遊休 

工具・器具

及び備品等 
864

 当社は、単独でキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位によって

事業のグループ化を行い、減損会計

を適用しております。なお、電気通

信事業では、通信ネットワーク全体

でキャッシュ・フローを生成してい

ることから、事業の種類別毎に１つ

の資産グループとしております。 

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失

(千円)

東京都

豊島区他

遊休 

資産

工具・器具

及び備品、

ソフトウェ

ア、長期前

払費用等 

836,967

 当社は、単独でキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位によって

事業のグループ化を行い、減損会計

を適用しております。なお、電気通

信事業では、通信ネットワーク全体

でキャッシュ・フローを生成してい

ることから、事業の種類別毎に１つ

の資産グループとしております。 

 その他、遊休資産については、個

別資産ごとに減損の兆候を判定して

おります。 

 当事業年度において、当社は以下の

資産グループについて減損損失を計上

しました。 

場所 用途 種類 
減損損失

(千円)

本社 

(東京都 

豊島区) 

共用 

建物、工具・

器具及び備品

等 

86,057

東京都 

豊島区他 

電気通信

事業 

(ＰＨＳ

事業) 

機械設備、ソ

フトウェア等
570,066

東京都 

豊島区 
遊休 

工具・器具及

び備品等 
864

 当社は、単独でキャッシュ・フロー

を生み出す最小の単位によって事業の

グループ化を行い、減損会計を適用し

ております。なお、電気通信事業で

は、通信ネットワーク全体でキャッ

シュ・フローを生成していることか

ら、事業の種類別毎に１つの資産グ

ループとしております。 
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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） 

  その他に、遊休資産について

は、個別資産ごとに減損の兆候を

判定しております。また、本社に

ついては独立したキャッシュ・フ

ローを生み出さないことから共用

資産としております。 

 その結果、まず遊休資産につい

ては帳簿価額を回収可能価額まで

減額しております。次にＰＨＳ事

業について平成17年11月末日を

もって音声サービスの終了を予定

していること等から同事業におけ

る資産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額いたしました。

さらに共用資産である本社を含む

より大きな単位ではそれらが使用

されている営業活動から生ずる損

益が継続してマイナスとなってい

るため、各資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額いたし

ました。これらの減少額を減損損

失(656,988千円)として特別損失

に計上しております。 

 その内訳は、本社86,057千円

(内、建物34,410千円、工具・器

具及び備品26,479千円及びその他

25,167千円)、電気通信事業(ＰＨ

Ｓ事業)用資産570,066千円(内、

機械設備395,667千円、ソフト

ウェア148,150千円及びその他

26,248千円)、遊休資産864千円

(工具・器具及び備品544千円及び

その他320千円)であります。 

 なお、回収可能価額は、正味売

却価額(処分見込価額から処分見

込費用を控除した金額)により測

定しております。 

その結果、遊休資産について帳簿価

額を回収可能価額まで減額しており

ます。これらの減少額を減損損失

(836,967千円)として特別損失に計上

しております。 

 その内訳は、遊休資産836,967千円

(内、機械設備2,060千円、工具・器

具及び備品45,331千円及びソフト

ウェア504,478千円、長期前払費用

285,044千円、その他52千円)、であ

ります。 

その他に、遊休資産については、個

別資産ごとに減損の兆候を判定して

おります。また、本社については独

立したキャッシュ・フローを生み出

さないことから共用資産としており

ます。 

 その結果、まず遊休資産について

は帳簿価額を回収可能価額まで減額

しております。次にＰＨＳ事業につ

いて平成17年11月末日をもって音声

サービスの終了を予定していること

等から同事業における資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額

いたしました。さらに共用資産であ

る本社を含むより大きな単位ではそ

れらが使用されている営業活動から

生ずる損益が継続してマイナスと

なっているため、各資産グループの

帳簿価額を回収可能価額まで減額い

たしました。これらの減少額を減損

損失(656,988千円)として特別損失

に計上しております。 

 なお、回収可能価額は、正味売却

価額(処分見込価額から処分見込費用

を控除した金額)により測定しており

ます。 

 その内訳は、本社86,057千円

(内、建物34,410千円、工具・器具

及び備品26,479千円及びその他

25,167千円)、電気通信事業(ＰＨＳ

事業)用資産570,066千円(内、機械

設備395,667千円、ソフトウェア

148,150千円及びその他26,248千

円)、遊休資産864千円(工具・器具

及び備品544千円及びその他320千

円)であります。 

 なお、回収可能価額は、正味売却

価額(処分見込価額から処分見込費

用を控除した金額)により測定して

おります。 
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（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） 

※１ 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)

  現金及び預金勘定 10,782,083千円

  有価証券 3,000,000千円

  現金及び現金同等物 13,782,083千円
 

───── ※１ 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)

  現金及び預金勘定 5,201,374千円

  現金及び現金同等物 5,201,374千円
  

 ２ 重要な非資金取引の内容 

 新株予約権付社債(転換社債型新株予約

権付社債)に付された新株予約権の権利行

使の内容 

 新株予約権の行使による 

 資本金増加額 
3,900,287千円

 新株予約権の行使による 

 資本準備金増加額 
3,899,712千円

 新株予約権の行使による 

 新株予約権付社債減少額 
7,800,000千円

 

─────  ２ 重要な非資金取引の内容 

 新株予約権付社債(転換社債型新株予約

権付社債)に付された新株予約権の権利行

使の内容 

 新株予約権の行使による 

 資本金増加額 
7,050,457千円

 新株予約権の行使による 

 資本準備金増加額 
7,049,542千円

 新株予約権の行使による 
14,100,000千円

 新株予約権付社債減少額 
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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） 

減損損失
累計額 
相当額 
（千円） 

中間期末
残高 
相当額 
（千円） 

建物 128 62 65 － 

工具器具 
及び備品 

7,859 4,255 3,603 － 

合計 7,987 4,318 3,669 － 

 

  

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額 
相当額 
（千円） 

減損損失
累計額 
相当額 
（千円） 

中間期末
残高
相当額
（千円）

建物 128 62 65 －

工具器具
及び備品

7,859 4,255 3,603 －

合計 7,987 4,318 3,669 －

 
(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等  (2) 未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 913千円

１年超 2,505千円

合計 3,418千円

リース資産減 

損勘定の残高 
3,225千円

 

 
 

１年内 923千円

１年超 2,040千円

合計 2,964千円

リース資産減 

損勘定の残高 
2,781千円

  
(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、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

 
支払リース料 791千円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
721千円

減価償却費相当額 721千円

支払利息相当額 43千円

減損損失 3,947千円
 

 
 

支払リース料 1,281千円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
1,165千円

減価償却費相当額 1,165千円

支払利息相当額 79千円

減損損失 3,947千円
  

(4) 減価償却費相当額の算定方法  (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。 

    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。 

(5) 利息相当額の算定方法  (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。 

   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。 

 当中間会計期間のリース取引において、開示の対象となるものはありません。 
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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） 

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 507,776 408,043 △99,733

計 507,776 408,043 △99,733

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

区分 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 116,659

債券 

   社債 110,000

コマーシャルペーパー 3,000,000

計 3,226,659

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

株式 1,041,055 1,040,925 △129

計 1,041,055 1,040,925 △129

（注） 当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について1,373,947千円減損処理を行っ 

      ております。 

       なお、当該株式の減損にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落 

した場合には全て減損処理を行っております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

区分 中間貸借対照表計上額(千円) 

子会社株式及び関連会社株式 1,285,564

その他有価証券 

非上場株式 11,542

  関係会社社債 250,000

計 1,547,106

 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

株式 2,971,797 2,771,324 △200,472

計 2,971,797 2,771,324 △200,472
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２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

子会社株式及び関連会社株式 1,118,726

その他有価証券  

非上場株式 11,912

  社債 250,000

計 1,380,638

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

 前中間会計期間においてデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、開示の対象となるものはありません。 

 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

 当中間会計期間においてデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、開示の対象となるものはありません。 

 

前事業年度末（平成18年３月31日） 

 前事業年度においてデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、開示の対象となるものはありません。 

 

（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）

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

関連会社に対する投資の金額(千円) 90,000 ― 436,260

持分法を適用した場合の投資の金額(千円)    90,000 ― 474,273

持分法を適用した場合の投資利益(千円) ― ― 38,013
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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 5,698円27銭 534円98銭 7,281円18銭

１株当たり中間(当期) 

純損失金額 
4,874円88銭 7,486円21銭 6,854円76銭

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益金額 
───── ───── ───── 

  なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、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。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、１株当

たり当期純損失が計上されている

ため記載しておりません。 

 (注) １株当たり中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後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。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり中間(当期) 

純損失金額 
   

中間(当期)純損失(千円) 4,444,054 10,692,493 7,355,768

普通株主に帰属しない 

金額(千円) 
― ― ―

普通株式に係る中間 

(当期)純損失(千円) 
4,444,054 10,692,493 7,355,768

普通株式の期中平均 

株式数(株) 
911,623 1,428,292 1,073,089

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 

①第２回無担保転換社債型

新株予約権付社債 

(券面総額6,000百万円) 

②第３回無担保転換社債型

新株予約権付社債 

(券面総額6,000百万円) 

①円建無担保転換社債新

株予約権付社債 

（券面総額5,000百万円）

 

①第４回無担保転換社債型

新株予約権付社債 

(券面総額5,200百万円) 

 

（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） 

───── 当社は、ＷｉＭＡＸインフラ整備の

ため具体的計画に基づく投資資金の

調達を目的として、平成18年11月10

日にＡＭＵ投資事業有限責任組合１

号引受による第三者割当による新株

式を発行し、1,628,396千円の資金

調達を行いました。 

資本金増加額         814,198千円

資本準備金増加額     814,198千円

増加した株式の種類及び数 

普通株式 374,000株

新株の配当起算日 平成18年10月1日

───── 
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２．仕入実績 

 端末機器については、当社独自の仕様により、また一部はメーカー提案仕様により、通信機器メーカーから調達し

ており、自社製造は行っておりません。なお、端末調達実績については次のとおりであります。 

区分 
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）

ＷｉＭＡＸ機器 (千円) ― 11,906 32,616

無線呼出し機器 (千円) 8,535 ― 4,000

ＰＨＳ端末機器 (千円) 154,370 551,908 295,773

合計(千円) 162,905 563,814 332,389

 (注) １ 金額は調達価格で表示しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

３．営業実績 

(1) 主なサービスの契約数 

区分 
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日現在）
（千契約） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日現在）

（千契約） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日現在）

（千契約） 

ＷｉＭＡＸサービス ― 0 0

無線呼出しサービス 150 144 149

ＰＨＳサービス 46 ― 14

 

(2) 売上高実績 

区分 
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）

ＷｉＭＡＸ事業 (千円) 1,000 1,035 1,264

無線呼出し事業 (千円) 396,508 284,785 805,837

ＰＨＳ事業 (千円) 1,053,343 87,205 1,542,184

合計(千円) 1,450,852 373,027 2,349,287

 (注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 
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役員の異動（平成18年11月17日付） 
 

１．代表者の異動 

     該当事項はありません。 

 

２．その他の役員の異動 

   (1) 退任取締役 

 鳥井 洋一 （現 取締役 経営戦略室長） 
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その他補足資料 

 

（特別損失について） 

 

平成18年11月15日付にて公表いたしました、「平成19年3月期中間（個別）業績予想との差異及び通期（個

別）業績予想の修正と特別損失の発生に関するお知らせ」及び「平成19年3月期中間（連結）業績予想との差

異及び通期（連結）業績予想の修正と特別損失の発生に関するお知らせ」の文中における、特別損失の発生に

ついての記載情報と、本決算発表資料における特別損失科目との関係は以下のとおりとなっております。 

 

   

平成18年11月15日付公表資料（2ページ） 本決算発表資料（※1） 

項目 金額（百万円） 項目（勘定科目） 金額（千円）

ＰＨＳ事業 ＰＨＳ事業  

ＰＨＳ事業の完全撤退に伴う、

機器・装置の撤去費用 
3,534 基地局撤去引当金繰入（※2） 3,504,200 

設備の使用料、ビル・電柱の

賃借料等の前払費用 
751 ＰＨＳ事業撤退損失 604,689 

（小計）ＰＨＳ関連での特別

損失処理金額 
（4,285） （小計） （4,108,889）

ページャ ページャ 

撤去にかかる工事費 484  基地局撤去引当金繰入（※2） 484,000 

（小計） （484） （小計） （484,000）

その他 その他  

固定資産の除却・減損処理 836 減損損失 836,967 

有価証券の売却および評価損 1,893 投資有価証券売却損 599,501 

 投資有価証券評価損 1,373,947 

（小計） （2,730） （小計） （2,810,415）

合  計 7,500 合  計 7,403,304 

  上記以外（※３） 95,549 

  
特別損失計（Ｂ/Ｓ計上額）（※４） 7,498,853

 

（※1）「平成19年3月期個別中間財務諸表の概要」

17ページをご参照願います。 

（※2）本決算資料上は、3,988,200千円（3,504,200

千円+484,000千円）で記載。 

（※3）特別損失科目中における金額が小額なため、

別掲表示しておりません。 

（※4）「平成19年3月期個別中間財務諸表の概要」

7ページをご参照願います。 
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