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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 
 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円   ％
827    （ ― ）
―    （ ― ）

百万円   ％
△3,002   （ ― ）

―    （ ― ）

百万円   ％
△3,263    （ ― ）

―    （ ― ）

 

 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 

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円   ％
△10,706      （ ― ）

―    （ ― ）

円  銭
△7,495  76 

―    

円  銭
― 
― 

(注)①持分法投資損益  ― 
②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  ― 株 18年3月期   ― 株 
③会計処理の方法の変更   無 
④当中間連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、対前年同期比は表示しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 

18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円 
11,380    

―    

百万円
1,055   

―   

％ 
7.1  
―  

円   銭
524   88 
―     

(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  ―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  ―株 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円 
△2,615 

―    

百万円
△2,279 

―   

百万円 
△125 

―    

百万円
513 
―   

(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  2 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)  2 社  (除外)   － 社  持分法 (新規)  － 社  (除外)  － 社 

 
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 

 
通  期 

百万円
2,294   

百万円
        △5,869  

百万円
     △13,602 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △7,897 円 14 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。なお、上記予想に関する事項は添付資料8ページをご参照ください。 



 

１．企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、平成17年12月よりＷｉＭＡＸ事業の商用サービスを開

始しております。 

また、当中間連結会計期間より、株式会社新総企及び株式会社沖縄テレメッセージを連結財務諸表対

象子会社とし、さらに、平成18年5月に当社66.7％出資にて株式会社ＷｉＭＡＸソリューションズを設

立いたしました。 

この結果、平成18年9月30日現在では、当社グループは、当社、連結子会社２社、非連結子会社３社

及び関連会社１社にて構成されることとなり、東京を中心とした地域においてＷｉＭＡＸ事業を、１都

４県（東京、神奈川、千葉、埼玉、沖縄）において無線呼出し事業（280MHz帯通信事業）を、新潟県内

にてコインパーキング業及び関連端末機器販売とその他通信機器等の開発・販売を行っております。 

なお、ＰＨＳ事業につきましては、平成18年6月末日をもって全サービスを完全終了いたしました。 

以上を系統図で示すと、次のとおりであります。 

当  社

（㈱YOZAN）

㈱ YOZAN ｽｶｲｷｬｽ

ﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

非連結子会社  

出資比率  37 .5%  

㈱沖縄 ﾃﾚﾒｯｾｰｼﾞ  

連結子会社  

出資比率  60.0%

㈱新総企  

連結子会社 

出資比率  100%  

Nuvoiz,Inc

関連会社  

出資比率  49 .5%

非連結子会社  

出資比率 66 .7%

㈱ WiMAX 

ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 
ｱｲｴﾝｺﾑ㈱

非連結子会社  

出資比率 51 .0%  

 

２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「楽しいユビキタス社会の創生に貢献する」という企業ビジョンのもと、ワイヤレ

スブロードバンドにおいて、その社会的ニーズに高い次元で応えてゆくことを基本理念としております。 

そのために、ページャ（無線呼出し）とＰＨＳインフラ取得時に立案したワイヤレスによるブロード

バンドネットワークを構築し、平成17年12月より日本初のＷｉＭＡＸ（ワイマックス）規格によるワイ

ヤレスブロードバンドネットワークサービスを開始いたしました。 

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

ット接続の需要が飛躍的に拡大することが期待されています。 

当社のＷｉＭＡＸインフラは、280MHzページャと世界の 先端技術である次世代世界標準の無線ブロ

ードバンド技術を基に、世界の 先端技術を使った4.95GHzノマディックＷｉＭＡＸで構成されていま

す。 

当社は２つのインフラを融合することにより、ナローバンドからブロードバンドまでカバーし、さら

にＰＬＣ（高速電力線通信）による屋内外シームレス環境を構築し、今までの事業とは異なった新しい

ビジネスモデルによって、日本政府が進める「u-Japan政策」を見据えてユビキタス社会の創生に貢献

してまいります。 

当社はこのＷｉＭＡＸサービスの早期拡大を実現するため、優良な企業との業務提携を行い、また赤

字の主因であったＰＨＳ事業から撤退したことによって、固定費を大幅に圧縮するなど、収支黒字転換

可能な経営環境を着実に整えております。引き続き、経営と社内体制の抜本的な改革を行うことで、サ

ービス及びネットワーク品質の向上とスピーディーな事業展開を行い、日本におけるユビキタス社会の

創生に貢献してまいりたいと存じます。 

これにより、世界的な通信の技術革新が際限なく進捗する業界において、「通信の高速化」「料金の

低廉化」に対する社会的ニーズ及び通信事業者間での競争がより一層高まっている環境に対し、当社と

して競争に打ち勝つ所存であります。 

また、無線呼出し事業につきましては、平成18年4月にて、ページャインフラの衛星通信網化が完了

し、運用費を大幅に削減させることとなり、営業収支を抜本的に改善できるものと確信しております。

今後も、280MHz固有の電波特性と圧倒的なコスト競争力を活かし、全国展開によるユーザ獲得を加速さ

せ、収益力の向上を進めてまいります。 
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(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は企業体質の強化並びに今後の事業展開に備えるため、内部留保の充実を図ることを基本方針と

してまいりました。この基本方針に基づきインフラへの設備投資を優先し、当期の業績も鑑み無配とさ

せていただきたくお願い申しあげます。今後は収益基盤の一層の強化や積極的な事業展開を実現し、株

主の皆様のご期待にお応えしてまいる所存であります。 

 

(3) 投資単価の引下げに関する考え方及び方針 

当社は、株式の流動性を高め、より多くの投資家の皆様による適正な株価形成を目指し、平成12年11

月21日付で１対３、また平成14年１月21日付で１対10の株式分割を実施いたしました。今後とも、業績

の推移やマーケットの状況を総合的に勘案し、投資単価のあり方等について、継続的に検討を行う所存

であります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社グループの目標とする経営指標は、独自の戦略で収支黒字化を達成し、会社全体の収支構造及び

キャッシュ・フローを早期に改善し、企業価値の向上を図ることであります。 

そのための事業戦略として、ＷｉＭＡＸサービスの開始と並行して、不採算事業であったＰＨＳ事業

からの撤退等により営業固定費を大幅に削減させてまいりました。今後は、低コスト体制を維持しＷｉ

ＭＡＸサービスのスピーディーな事業展開を行い、高収益性を確保していくことが目標となります。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

世界標準規格に基づいたＷｉＭＡＸ事業を日本で初めて開始し、赤字の主因であるＰＨＳ事業から撤

退したことによって、低コストかつ高収益となりうる経営基盤を構築しつつあるものと確信しておりま

す。今後当社グループは、以下の施策を確実に実行し、早期収支黒字化の達成及び企業価値の向上を目

指してまいります。 

① ＷｉＭＡＸ・無線呼出し事業の順次拡大展開 

当社は、平成17年12月より日本初のＷｉＭＡＸサービスを開始いたし、次なる展開へ重要な一歩

としてサービス及びネットワーク品質の向上とスピーディーな事業展開を行い、日本におけるユビ

キタス社会の創生に貢献してまいりたいと存じます。 

 平成18年11月にソフトバンクモバイル株式会社と、基地局ファシリティの共同利用に関する合意

をいたしました。これにより、効率的に通信インフラを運用できるようになります。 

 また、無線呼出し事業についても、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、両社の協業により受注拡大を目指して参り

ます。  

今後も当社独自のネットワーク・サービスを拡張していくとともに、有力技術等を豊富に有する大

手通信事業者とのアライアンスを積極的に展開してまいります。 

② 新たな収益源の確保 

当社は、第二世代のポータル開発競争の勝者が今後のポータル市場を支配すると考え、ＷｉＭＡ

Ｘサービスの開始に合わせ「ＷｉＭＡＸ Ｗｅｂ ３Ｄ」を準備してまいりました。第二世代ポータ

ルの出現によりカタログのあり方、広告のあり方、さらにショッピングモール、コミュニティサイ

トのあり方が変化すると考えており、コンテンツ事業として順次展開してまいります。当サービス

の特長は、インフラ事業に比較し初期費用が少なくかつ早期の収益確保が可能な点にあり、ＷｉＭ

ＡＸ事業のネットワーク、サービスの拡大と並行展開することにより、早期の利益改善に繋げてま

いります。 

③ コスト削減 

ＰＨＳ事業からの撤退、及びページャインフラの衛星化により営業固定費を大幅に削減させまし

たが、引き続き人員効率化、経営資源の集中等により更なるコスト圧縮に努めてまいります。 

 

以上を達成するため、会社経営の効率性・機動性及び各事業の収支改善を更に加速させてまいります。

既に、赤字の主因であったＰＨＳ事業からの完全撤退を決定し、またページャインフラの衛星化により

運用コストの大幅削減を実施いたしましたが、今後は低コスト体質の経営基盤を維持しつつ、かつ営業

を主体とした経営組織への改編を早期に実現させ、利益を生みだす企業体質への抜本的改善を図ってま

いります。 

 

－  － 
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(6) 会社の対処すべき課題 

平成14年にＰＨＳ事業及び無線呼出し事業を低廉な価格で承継して以来、運用コストの削減を行いつ

つ、承継インフラを活用して、ユビキタス時代に適応したワイヤレスブロードバンドネットワークの確

立を目指してまいりました。その結果、平成17年12月より日本で初めてＷｉＭＡＸサービスを開始いた

しました。 

今後は、このＷｉＭＡＸ事業と無線呼出し事業を拡張し、収益を拡大させることにより、会社全体の

業績の向上及び企業価値の増大へ繋げてまいります。 

今後、当社の成長戦略を推進するために、具体的に以下の方針に基づき、より一層の経営基盤の強化

と改革を促進してまいります。 

① 収益性の改善及び事業構造の抜本的改革 

１．ＷｉＭＡＸサービスを早期に拡大するため、ネットワークについては、基地局を主要地域から

効率的に設置展開するとともに、他事業者とのローミングを活用し、低コストかつ早期なイン

フラ基盤を構築してまいります。サービス展開については、デジタル・デバイド対応や、ＰＬ

Ｃとの融合による屋内外シームレス化、ＶｏＩＰ、Ｗｅｂ ３Ｄの活用により、当社独自のサ

ービスを展開し、高収益化を図ってまいります。 

２．無線呼出し事業については、実質国内唯一の無線呼出し事業者として衛星化によるサービスを

展開するとともに、公共性の高いサービスである「地域情報配信システム」を加速的に全国展

開してまいります。 

３．以上を迅速に実現するため、成長事業への経営資源の集中ならびに営業を主体とした経営組織

への改編を行い、経営組織の機動性・迅速性・効率性を追求してまいります。 

② 資本構成の再編 

当社は電気通信事業者として、ＷｉＭＡＸ市場の先陣を切り、東名阪エリア中心に展開させるこ

とにより、日本におけるＷｉＭＡＸサービス普及の推進を担ってまいりました。そのために必要な

資金の調達を順次適切におこなうとともに、資本を適正規模に修正してまいりました。 

今後も引続きエクイティファイナンスによる資本増強を行い資本の適正化を図るとともに、調達

資金を有効活用し営業キャッシュ・フローの拡大に繋げ、株式価値の増大に努めてまいります。 

③ コンプライアンス体制の充実 

当社は、コンプライアンスの遵守を徹底し、経営の健全性及び透明性を高めるべく組織体制を構築

することを 重要施策の一つと位置付けております。 

また、平成18年5月15日開催の取締役会において「内部統制システムの整備に関する基本方針」を

決議し、取締役及び従業員が経営上の重要課題を認識し、事業活動の継続的成長を期するため、内部

統制に関する体制の整備、構築を引き続き行ってまいります。 

 

(7) 内部統制システムに関する基本的考え方及びその施策の実施状況 

当該事項につきましては、コーポレートガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基

本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 

  

(8) 親会社に関する事項 

該当する事項はありません。 

－  － 
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

①業績の概要 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油高、金利の動向等依然先行き不透明な状況にあるも

のの、企業収益の改善を背景とした民間設備投資の増加や雇用の改善、個人消費拡大の進行などにより、

全体的に民間需要を中心に緩やかな回復基調を持続しております。 

通信業界におきましては、「料金の低廉化」や「サービスの多様化」及び「通信速度の高速化」に加

え、携帯電話市場におけるナンバーポータビリティの導入、固定通信市場におけるブロードバンドサー

ビスの拡大などにより、競争はより一層激しいものとなっております。このような環境のもと、当社で

は、ユビキタス時代におけるワイヤレスブロードバンドサービスの実現に向けて、国内で初めてＷｉＭ

ＡＸネットワークを構築し、サービスを提供しております。 

また、不採算事業であったＰＨＳ事業について平成18年6月にて完全終了させ、営業固定費の大幅な

削減を実現させるとともに、無線呼出し事業につきましても、平成18年４月より衛星インフラによるサ

ービスを開始し低コスト運営を実現しました。 

当中間連結会計期間は、ＷｉＭＡＸサービスが市場にて初期導入段階であること、またＰＨＳ事業撤

退に関する将来費用及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連結会計期間に

て全額引当計上したため、営業収益827百万円、営業損失3,002百万円、経常損失3,263百万円、中間純

損失10,706百万円となりました。 

②事業別の状況 

（ＷｉＭＡＸ事業） 

当社は、平成17年12月より日本初のＷｉＭＡＸサービスを開始しております。 

当社のＷｉＭＡＸインフラは、280MHzページャと世界 先端技術である次世代世界標準の無線ブロー

ドバンド技術を基に、世界の 先端技術を使った4.95GHzノマディックＷｉＭＡＸで構成されています。

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

ト接続の需要が飛躍的に拡大することが期待されています。 

また、ＷｉＭＡＸ規格は比較的低コストにて、高速なサービスエリアを広く展開できることから、経

済的に有線ブロードバンドの敷設が困難であった場所や地域（デジタル・デバイド）でもブロードバン

ド環境を構築・活用できることが期待されております。 

総務省北陸総合通信局が実施する無線を使ったブロードバンド通信試験に、当社のＷｉＭＡＸ規格が

採用され、平成18年11月より公開通信試験が行われることとなりました。この試験を通じてサービス拡

大の基盤を築き、ブロードバンド空白地域（デジタル・デバイド）の解消に広く貢献してまいります。 

また、サービス面及び販売チャネルの拡充を図るため株式会社スパークワンとの業務提携により当社

の「ＢｉｔＳｔａｎｄサービス」とスパークワン社のインターネットＩＰ電話サービス「スパークフォ

ンｆｏｒＰＣサービス」を組み合わせ、「インターネット接続や音声による通信を『いつでも』『どこ

でも』利用できるサービス」を展開しております。 

さらに、当社グループは、インターネットが目覚しく普及する中において、第二世代ポータル（これ

までの文字と静的画像に加えて、動画画像、音声を付加したポータル）の勝者が今後のポータル市場を

支配すると考え、「ＷｉＭＡＸ Ｗｅｂ ３Ｄ」サービスを開始いたしました。 

当中間連結会計期間につきましては、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っておりませんが、当該サービスに関する関心は非常に高く、現在多数の法人と協

議・商談を進めております。 

当社は、そのような多様なニーズに応えるためにも、まず、ＷｉＭＡＸネットワークを効率的かつ迅

速に拡張させてゆくとともに、平成18年10月に解禁されたＰＬＣとＷｉＭＡＸを活用した屋内外シーム

レス環境を構築し今までの事業とは異なった新しいビジネスモデルによって、日本政府が進める

「u-Japan政策」を見据えてユビキタス社会の創生に貢献してまいります。 

当中間連結会計期間のＷｉＭＡＸ事業は、営業収益1百万円、営業費用1,391百万円、営業損失は1,390

百万円となりました。 

－  － 
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（無線呼出し事業） 

ページャサービスにおいては、まず平成18年4月より衛星インフラによるサービスを開始し、運用費

を削減することが可能となりました。 

一方、「地域情報配信システム」においては、東京都品川区における防災システム、埼玉県和光市に

おける福祉情報配信システムに続いて、東京都江東区にて衛星とページャ電波を活用した防災システム

として受注し、運用を開始していただきました。災害協力隊・学校・公民館などの公共施設、避難所・

消防団などへ災害緊急情報や区からのお知らせ等を受信端末へ配信して、文字と音声で確実な情報伝達

が実現でき、大変好評をいただいております。 

この「地域情報配信システム」の 大の特長は、周波数280MHz、出力250Wの電波浸透力と電波到達力

を活かしたシステムであり、地震・水害等の災害が生じた際に寸断のおそれのある地上回線だけでなく、

衛星回線も使用する冗長構成とすることで災害時の情報通信をいっそう確実に行うことが可能という

点です。 

更なる事業の拡張を目的に、アジア太平洋地域における 大規模の衛星通信事業者であるＪＳＡＴ株

式会社と事業提携に向けた協議を開始いたしました。本事業提携の実現にて両社がもつ事業上の強みを

相互保有することにより、営業体制を強化しサービスの全国展開を加速化してまいります。 

さらに、メータ自動検針化やホームセキュリティの普及など多様な用途で期待されている「センサネ

ットワーク（テレメトリ）」の構築にも取り組んでおります。 

「Ｄ－ＦＡＸサービス」につきましても、前期に引き続き新規契約数及びサービス利用数が順調に増

加し、収益に貢献いたしました。 

当中間連結会計期間の無線呼出し事業は、営業収益284百万円、営業費用741百万円、営業損失457百

万円となりました。 

 

（ＰＨＳ事業） 

ＰＨＳ事業につきましては、平成18年6月にて完全終了し、併せて事業撤退に伴う将来費用を全額引

当計上いたしました。従いまして当連結会計年度下期より、これまで事業継続のために費やした固定

費を大幅に削減することになります。 

当中間連結会計期間のＰＨＳ事業は、営業収益87百万円、営業費用1,240百万円、営業損失1,153百万

円となりました。 

 

（駐車場等事業） 

株式会社新総企にて、駐車場等事業を営んでいる新潟市においては、市街地の一部において、依然駐

車場不足という状況があり、また、平成18年6月1日より施行された駐車違反取締りの民間委託も追い

風となり、引き続き市場の成長が見込まれておりますが、同時に、競業者の増加により供給過多の傾

向となりつつあります。 

その中で、不動産会社、金融機関等のネットワークの強化によりいち早い物件情報の取得、新規顧客

開拓獲得に向けた営業努力を重ねる一方、既存駐車場の更なる収益アップのための販促活動にも注力

いたしました。また、新規ビジネスについても、アパート・マンションサブリース業の拡大展開を図

っており、駐車場事業と不動産事業の融合化にも取り組んでおります 

当中間連結会計期間の駐車場等事業は、営業収益392百万円、営業費用358百万円、営業利益34百万円

となりました。 

 

（その他の事業） 

株式会社沖縄テレメッセージは、沖縄地域にてＷｉＭＡＸ営業活動及び無線呼出し事業の他に、ＡＤ

ＳＬサービスを中心としたブロードバンドサービスを展開しております。また、収益機会を拡大する

ため、ネットワークカメラシステムを開発し、学校を始めとする地方公共団体・法人をターゲットに

販売活動に取り組んでおり、早期の収益獲得が見込まれる段階に至っております。 

当中間連結会計期間のその他の事業は、営業収益61百万円、営業費用109百万円、営業損失35百万円

となりました。 
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(2) 財政状態 

①資産、負債及び純資産の状況 

(a) 資産の状況 

当中間連結会計期間の流動資産は、現金及び預金516百万円を主なものとして1,795百万円であります。

固定資産は、ＷｉＭＡＸインフラ建設等に関する有形固定資産6,772百万円や投資有価証券1,604百万円

を主なものとして9,584百万円であります。資産合計では11,380百万円であります。 

(b) 負債の状況 

当中間連結会計期間の流動負債は、未払金539百万円を主なものとして1,111百万円であります。固定

負債は、転換社債型新株予約権付社債4,260百万円及び基地局撤去引当金3,988百万円を主なものとして

9,213百万円であります。負債合計では10,324百万円であります。 

(c) 純資産の状況 

当中間連結会計期間の純資産は1,055百万円となり、自己資本比率は7.1％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの概要 

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

損失が10,694百万円となったものの、有形固定資産取得による支出等の要因により全体キャッシュ・フ

ローが△5,020百万円となり、当中間連結会計期間末には513百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

当中間連結会計期間における営業活動の結果使用された資金は2,615百万円となりました。これは、

ＰＨＳ事業の撤退費用及びＷｉＭＡＸ事業展開のための初期費用の計上により、税金等調整前中間純損

失が10,694百万円となったことが主たる要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における投資活動の結果使用された資金は、2,279百万円となりました。これは、

ＷｉＭＡＸ基地局建設等のための有形固定資産の取得による支出2,115百万円、無形固定資産の取得233

百万円及び貸付けによる支出275百万円が主たる要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動の結果使用された資金は125百万円となりました。これは、社

債の発行による収入4,710百万円及び、社債の償還による支出4,800百万円が主たる要因であります。 

 

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17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

 中間（個別） 期末（個別） 中間（個別） 期末（個別） 中間（連結）

自己資本比率(％) △18.6 60.6 33.0 62.9 7.1

時価ベースの自己資本比率(％) 194.8 761.7 150.7 171.3 72.3

債務償却年数(年) ― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ

(倍) 
― ― ― ― ―

※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 

１．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。 

２．当社は有利子負債がないため、有利子負債に関連した財務指標の記載は行っておりません。

－  － 
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 (3) 通期の見通し 

ＷｉＭＡＸ事業につきましては、基地局設置推進を平成18年11月より積極的に推進し、さらに他社と

の提携によるネットワークの相互構築、ローミング等を活用し早期のネットワーク拡大を目指してまい

ります。またデジタル・デバイド解消の推進、さらにはＰＬＣとの融合による屋内外シームレスを実現

させ、市場拡大を目指します。また、低コスト、短期間で提供可能なＷｉＭＡＸ Ｗｅｂ ３Ｄサービス

により、早期に収益を確保し、通期の収支に貢献できるよう取り組んでおります。 

無線呼出し事業につきましても、センサネットワークの構築に取り組むと同時に、地域情報配信シス

テムの営業体制を強化させ契約自治体数の増加を目指してまいります。 

当中間連結会計期間にてＰＨＳ事業撤退等、抜本的なコスト削減施策は実施済ですが、引き続き経営

の効率化を通じてコスト削減を行ってまいります。 

しかしながら、以上の施策が当社グループの収支に大きく貢献するのは次期からとなり、当初の業績

予想をカバーすることは困難な状況であることから見直しを行い、通期の業績予想といたしましては、

営業収益2,294百万円、経常損失5,869百万円、当期純損失13,602百万円と見込んでおります。 

 

（4）事業等のリスク 

当社グループの事業展開におい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には以下の

ようなものがあります。当社はこれらのリスクの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、事業活動を行なっております。 

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

 

①業績の変動について 

当社グループ平成17年12月に開始したＷｉＭＡＸサービスを主たる事業の柱に転換したことにより、

ＷｉＭＡＸサービスによる収益が安定拡大するまでの間、一時的に会社全体の売上高が減少することは

不可避であると考えます。また、現状当社グループを取り巻く通信事業環境が短期的に大きく変動する

傾向にあるため、当社グループの業績にも大きく影響を及ぼす可能性があります。 

 

②システム障害について 

当社グループは、高速ワイヤレスブロードバンドサービスを提供するため、国内外の通信ネットワー

クに依存しております。これら通信ネットワークについてシステム障害等が発生する可能性は否定でき

ません。システム障害が発生し復旧に時間を要した場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

 

③電気通信に関する法規制について 

当社グループは、「電気通信事業法」「電波法」に基づき事業活動を行なっておりますが、法律・規

制の改廃または政策決定等の内容が、ＷｉＭＡＸサービスの早期拡大展開を主軸とする当社グループの

事業戦略に不利な方向で改正された場合、中期経営計画の軌道修正を要する等、影響を及ぼす可能性が

あります。 

 

 

－  － 
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４．中間連結財務諸表等 

(中間連結財務諸表) 

① 中間連結貸借対照表 

  
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

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  829,084

２ 建物  251,264

３ 工具、器具及び備品  568,328

４ 土地  284,000

５ 建設仮勘定  3,091,545

６ その他の 
有形固定資産 

 34,225

有形固定資産合計  5,058,448 44.5

(2) 無形固定資産  

１ ソフトウェア  321,025

２ その他の 
無形固定資産 

 107

無形固定資産合計  321,132 2.8

電気通信事業固定資産
合計 

 5,379,580 47.3
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当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

Ｂ 附帯事業固定資産  

１ 有形固定資産 ※１,２ 1,713,756

２ 無形固定資産  

   (1) のれん  231,286

   (2) その他  28,718

附帯事業固定資産合計  1,973,761 17.3

Ｃ 投資その他の資産  

１ 投資有価証券  1,604,200

２ その他の資産  633,502

 貸倒引当金  △6,604

投資その他の資産合計  2,231,099 19.6

固定資産合計  9,584,441 84.2

Ⅱ 流動資産  

１ 現金及び預金  516,865

２ 売掛金  100,027

３ たな卸資産  265,533

４ 前渡金  417,542

５ 未収消費税等  314,192

６ その他の流動資産  187,981

貸倒引当金  △6,475

流動資産合計  1,795,668 15.8

資産合計  11,380,109 100.0
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当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

（負債の部）  

Ⅰ 固定負債  

１ 転換社債型 
 4,260,000

新株予約権付社債 

２ 長期借入金 ※２ 823,401

３ 退職給付引当金  19,960

４ 基地局撤去引当金  3,988,200

５ その他の固定負債  121,997

固定負債合計  9,213,558 80.9

Ⅱ 流動負債  

１ 買掛金  385,941

２ 未払金  539,145

３ 賞与引当金  7,460

４ その他の流動負債 ※２ 178,613

流動負債合計  1,111,159 9.8

負債合計  10,324,718 90.7

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金  14,877,517 130.7

２ 資本剰余金  16,158,535 142.0

３ 利益剰余金  △30,216,562 △265.5

４ 自己株式  △3,709 △0.0

株主資本合計  815,781 7.2

Ⅱ 評価・換算差額等  

１ その他有価証券評価差額金  △2,199

評価・換算差額等合計  △2,199 △0.0

Ⅲ 少数株主持分  241,810 2.1

純資産合計  1,055,391 9.3

負債純資産合計  11,380,109 100.0

  

  

－  － 

 

11



 

② 中間連結損益計算書 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

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  351,448 42.4

(2) 営業費用 ※１ 

１ 営業費  377,304

２ 施設保全費  935,158

３ 管理費  706,201

４ 試験研究費  43,330

５ 減価償却費  314,913

６ 固定資産除却費  119,187

７ 通信設備使用料  243,432

８ 租税公課  141,233 2,880,760 347.9

電気通信事業営業損失  2,529,312 △305.5

Ⅱ 附帯事業営業損益  

(1) 営業収益  476,477 57.6

(2) 営業費用 ※１ 949,864 114.7

附帯事業営業損失  473,387 △57.1

営業損失  3,002,699 △362.6

（営業外損益の部）  

Ⅲ 営業外収益  

１ 受取利息  2,821

２ 受取配当金  1,304

３ 設備賃貸収入  14,302

４ 役員保険返戻金  8,730

５ 負ののれん償却額  1,756

６ その他  11,193 40,109 4.8

Ⅳ 営業外費用  

１ 支払利息  8,883

２ 社債発行費  289,166

３ その他  2,641 300,691 36.3

経常損失  3,263,281 △394.1

 

－  － 

 

12



 

－  － 

 

13

 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

（特別損益の部）  

Ⅰ 特別利益  

１ 固定資産売却益 ※２ 52,287

２ 投資有価証券売却益  17,505

３ その他特別利益  658 70,450 8.5

Ⅱ 特別損失  

１ 投資有価証券売却損  599,501

２ 基地局撤去引当金繰入 ※３ 3,988,200

３ 投資有価証券評価損  1,373,967

４ ＰＨＳ事業撤退損失 ※４ 604,689

５ 減損損失 ※５ 836,967

６ その他特別損失  98,502 7,501,829 906.1

税金等調整前中間純損失  10,694,660 △1,291.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 23,214

法人税等調整額  13,563 36,778 4.4

少数株主損失  25,298 3.0

中間純損失  10,706,139 △1,293.1

  

(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、他の第一種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） 
14,307,447 15,588,604 △19,510,422 △3,709 10,381,920 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 570,069 569,930  1,140,000 

中間純損失   △10,706,139  △10,706,139 

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） 
570,069 569,930 △10,706,139 - △9,566,139 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
14,877,517 16,158,535 △30,216,562 △3,709    815,781 

評価・換算差額等 

  
その他有価証券評価

差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
△200,593 - 10,181,327 

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行   1,140,000 

中間純損失   △10,706,139 

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）  198,393 241,810 440,203 
中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
198,393 241,810 △9,125,935 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
△2,199 241,810 1,055,391 
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失  △10,694,660 

減価償却費  378,282 

減損損失  836,967 

のれん償却額  7,687 

負ののれん償却額  △1,756 

貸倒引当金の増加額  211 

賞与引当金の増加額  7,460 

退職給付引当金の増加額  4,420 

受取利息及び受取配当金  △4,126 

支払利息  8,883 

固定資産売却益  △52,287 

固定資産除却損  34,090 

契約解除金  17,254 

基地局撤去引当金繰入  3,988,200 

施設移転費  6,013 

基地局撤去費用  39,557 

投資有価証券売却益  △17,505 

投資有価証券売却損  599,501 

投資有価証券評価損  1,373,967 

設備賃貸料収入  △14,302 

役員保険返戻金  △8,730 

社債発行費  289,166 

売上債権の減少額  129,766 

未収入金の減少額  118,692 

たな卸資産の増加額  △161,311 

前渡金の減少額  158,596 

前払費用の減少額  346,769 

仕入債務の増加額  367,474 

未払金の減少額  △233,551 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

ＰＨＳ事業撤退損失  604,689 

その他  △46,584 

小計  △1,917,162 

利息及び配当金の受取額  3,550 

利息の支払額  △8,883 

保険金の受取額  8,730 

基地局撤去等に係る支払額  △688,245 

法人税等の支払額  △13,583 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,615,593 

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  △2,115,127 

有形固定資産の売却による収入  1,147 

無形固定資産の取得による支出  △233,273 

無形固定資産の売却による収入  51,140 

投資有価証券の取得による支出  △259,681 

投資有価証券の売却による収入  353,944 

貸付けによる支出  △275,000 

貸付金の回収による収入  314,068 

敷金保証金の差入による支出  △103,111 

敷金保証金の返還による収入  72,669 

設備賃貸料の受取額  14,302 

その他  △100,762 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,279,684 

 



 

－  － 

 

17

 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △36,444 

社債の発行による収入 4,710,834 

社債の償還による支出  △4,800,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △125,610 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △5,020,888 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,201,374 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物
の増加額 

 333,177 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 513,662 
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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） 

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） 

当社グループは当中間連結会計期間において、ＷｉＭＡＸ事業を推進させるべく、ネットワークの敷設及びデジ

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

関する将来費用及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連結会計期間にて全額引当計上

したため、売上高は827百万円、営業損失は3,002百万円となり、中間純損失は10,706百万円となっております。ま

た、当中間連結会計期間において営業キャシュフローはマイナス2,615百万円となっております。 

当該状況により、当社グループには、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。 

当社グループは、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。Ｗｉ

ＭＡＸ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。 

当社グループは、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。 

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、ＷｉＭＡＸ 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の通信インフラの早

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、当中間連結会計期間にて、ＰＨＳ事業の将来撤退費用及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。 

中間連結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連結財務諸表

には反映しておりません。 
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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 

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.連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 2社 

主要な連結子会社名 

株式会社新総企 株式会社沖縄テレメッセージ 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

株式会社ＷｉＭＡＸソリューションズ 

株式会社ＹＯＺＡＮスカイキャストコミュニケーションズ 

アイエンコム株式会社 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、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)等は、いずれも

中間連結財務諸表に大きな影響を及ぼしていないためであります。

２.持分法の適用に関する事項 (1)持分法を適用していない非連結子会社 

株式会社ＷｉＭＡＸソリューションズ 

株式会社ＹＯＺＡＮスカイキャストコミュニケーションズ 

アイエンコム株式会社 

(2)持分法を適用していない関連会社 

    Ｎｕｖｏｉｚ,Inc 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、小規模で 

あり、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)等は、いずれも中間連結財務諸表に大きな影響を及ぼしてい

ないためであります。 

３.連結子会社の中間決算日等に関する事項 連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しております。 

４.会計処理基準に関する事項  (1）重要な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 

中間連結決算日に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）

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

②たな卸資産 

移動平均法による原価法 
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項目 

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） 

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 

①有形固定資産 

定率法 

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 

定額法 

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 

定額法 
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項目 

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） 

 (3）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。 

 

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

連結会計期間の負担額を計上しております。 

 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当中間連結会計期末における退職

給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 

 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、社内規定に基づく当中間連

結会計期末要支給額を計上しております。 

 

⑤ 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）重要な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。 

 

 (5）その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

 

５．中間連結キャッシュ・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っております。  
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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の変更 

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） 

（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 

当中間連結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。 

 

 (中間連結貸借対照表関係) 

 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、2,475,257千円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に提供している資産は、次のとおりであります。 

建物 88,970千円

土地 503,973千円

計 592,943千円

担保付債務は、次のとおりであります。 

一年以内返済予定長期借入金 24,306千円

長期借入金 450,279千円

計 474,585千円
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 (中間連結損益計算書関係) 
 

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 当中間連結会計期間における営業費用に含まれる研究開発費の総額は44,309千円であります。 

 
 
※２ 固定資産売却益はＰＨＳ事業完全終了により、不要となった施設利用権（通信回線）の売却等に伴うものであり

ます。 

 

※３ 基地局撤去引当金繰入は、当中間連結会計期間にて事業を完全終了しているＰＨＳ事業に関する基地局、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の見積額であります。 

 

※４ ＰＨＳ事業撤退損失は、ＰＨＳ事業終了後に発生した整理費用であります。 

 

※５ 当中間連結会計期間において、当社グループ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 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。 

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。 

 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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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

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 

 前連結会計年度末

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末

株式数（株） 

発行済株式   

普通株式（注） 1,398,351.31 151,720 ― 1,550,071.31

合計 1,398,351.31 151,720 ― 1,550,071.31

自己株式   

普通株式 44.62 ― ― 44.62

合計 44.62 ― ― 44.62

（注）普通株式の増加数は、第四回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による増加31,130株及び2009年7月満

期円建無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による増加120,590株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 

   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) 

 

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 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） 

  現金及び預金勘定 516,865千円

  預入機間が３ヶ月を越える定期預金 △ 3,202千円

  現金及び現金同等物 513,662千円
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(リース取引) 

 

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 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) 

期末残高
相当額
（千円）

工具器具 
及び備品 74,778 43,376 － 31,402

合計 74,778 43,376 － 31,402
  
(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 13,656千円

１年超 21,322千円

合計 34,979千円

リース資産減損勘定の残高 －千円
  
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 7,542千円

リース資産減損勘定の取崩額 －千円

減価償却費相当額 8,406千円

支払利息相当額 451千円

減損損失 －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。 
 
(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。 
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（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（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 間連結貸 借対照 表

計上額(千円) 
差額(千円) 

株式  1,052,364 1,057,018  4,653  
その他 20,865 20,897  32  

計 1,073,229 1,077,916  4,686  
 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

子会社株式及び関連会社株式 514,742 
その他有価証券  
非上場株式（店頭売買株式を除く） 11,542 

計 526,284 
 

（デリバティブ取引関係） 

当中間連結会計期間末（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、該当事項はありません。 

  

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 
ＷｉＭＡＸ

事業（千円） 

無線呼出

し事業

（千円）

ＰＨＳ事業

（千円）

駐車場

等事業

（千円）

その他の

事業 

（千円）

 計（千円） 

消去又は

全社 

（千円）

連結 

（千円）

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高 1,035 284,785 87,205 392,974 61,922 827,925 － 827,925

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － 11,518 11,518 △11,518 －

  計 1,035 284,785 87,205 392,974 73,441 839,444 △11,518 827,925

営業費用 1,391,843 741,960 1,240,615 358,580 109,145 3,842,143 △11,518 3,830,624

営業利益（又は営業損失） △1,390,807 △457,174 △1,153,409 34,394 △35,703 △3,002,699 － △3,002,699

 

【所在地別セグメント情報】  

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） 

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。 

 

【海外売上高】  

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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 



 

－  － 

 

27

(１株当たり情報) 

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株当たり純資産額 524 円 88 銭

１株当たり中間純損失 7,495 円 76 銭

  
 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。 

 (注) １株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 

項目 
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株当たり中間純損失金額  

中間純損失（千円） 10,706,139 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る中間純損失（千円） 10,706,139 

期中平均株式数（株） 1,428,292 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

中間純利益調整額（千円） ― 

普通株式増加数（株） ― 

 うち新株予約権 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 
 

①円建無担保転換社債型新株

予約権付社債 

（券面総額5,000百万円） 

 

（重要な後発事象） 

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） 

当社グループは、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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５．仕入実績 

端末機器については、当社グループ独自の仕様により、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 
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） 

ＷｉＭＡＸ機器 (千円) 11,906

無線呼出し機器 (千円) ―

ＰＨＳ端末機器 (千円) 551,908

駐車場関連機器 (千円) 12,004

その他 (千円) 1,100

合計(千円) 576,918

 (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。 

 

６．営業実績 

(1) 主なサービスの契約数 

区分 
当中間連結会計期間 

（平成18年９月30日現在） 
（千契約） 

ＷｉＭＡＸサービス 0

無線呼出しサービス 144

 

(2) 売上高実績 

区分 
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） 

ＷｉＭＡＸ事業 (千円) 1,035

無線呼出し事業 (千円) 284,785

ＰＨＳ事業 (千円) 87,205

駐車場等事業 (千円) 392,974

その他の事業 (千円) 61,922

合計(千円) 827,925

 (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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