
 

 
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 エルミック・ウェスコム株式会社 上場取引所 東（マザーズ）
コード番号 ４７７０ 本社所在都道府県 神奈川県
(URL　http://www.elwsc.co.jp）
代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　村島　一彌
問合せ先責任者　役職名 取締役管理担当 氏名　安藤　貴三男 ＴＥＬ　　（０４５）６５０－４５００
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 有（１単元　100株）   

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 （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 838 36.6 △17  － △6  －

17年９月中間期 613 　11.1 △57   － △47  　　 －

18年３月期 1,609  32 　 53 　　  

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 36 　　 － 6 91

17年９月中間期 △136   　 － △27 03

18年３月期 △35    △6 91

（注）①期中平均株式数 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
②会計処理の方法の変更 無
③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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 2,445 2,133 87.2 407 34

17年９月中間期 2,624 2,161 82.3 403 03

18年３月期 2,752 2,274 82.6 424 15

（注）①期末発行済株式数 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
②期末自己株式数 18年9月中間期 　166,998株 17年9月中間期 　41,998株 18年3月期 41,998株

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

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 2,000 30 48

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　9円　16銭

３．配当状況　

・現金配当  　　　　　1株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 － 7.5 7.5

19年３月期（実績） － －
7.5

19年３月期（予想） － 7.5

※　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中間決算短信（連結）8ページを参照して下さい。
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６．中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 352,769 287,395 260,002

２．受取手形 ※３ 77,490 142,847 163,760

３．売掛金 283,873 408,245 447,960

４．有価証券 980,884 742,393 941,928

５．たな卸資産 132,945 118,340 117,134

６．その他  101,445 92,060 103,487

　　貸倒引当金 △100 △100 △100

流動資産合計  1,929,309 73.5  1,791,182 73.2 2,034,174 73.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 102,593 98,296 100,665

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア仮勘定 36,406 12,166 3,741

(2）その他 135,768 103,606 129,289

無形固定資産合計 172,174  115,772  133,030  

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 346,215 374,224 417,890

(2）関係会社株式 28,500 28,500 28,500

(3）破産債権等 240,554 162,498 219,820

(4）その他 45,326 41,505 41,876

　　貸倒引当金 △239,904 △166,433 △223,755

投資その他の資産合計 420,693  440,295  484,332  

固定資産合計 695,461 26.5 654,364 26.8 718,028 26.1

資産合計 2,624,771 100.0 2,445,547 100.0 2,752,202 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

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　流動負債

１．買掛金 82,784 90,514 103,704

２．未払法人税等 6,551 6,337 9,873

３．賞与引当金 54,379 34,806 28,216

４．その他 ※２ 67,215 76,787 64,073

流動負債合計 210,930 8.1 208,444 8.5 205,867 7.5

Ⅱ　固定負債

１. 社債 42,000 42,000 42,000

２. 退職給付引当金 30,408 33,151 32,552

３. 役員退職慰労引当金 177,660 28,271 185,960

４．その他 2,477 190 11,284

固定負債合計 252,546 9.6 103,613 4.3 271,797 9.9

負債合計 463,477 17.7 312,058 12.8 477,664 17.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,202,036 45.8 － － 1,202,036 43.7

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 300,000 － 300,000

２．その他資本剰余金 808,006 － 808,006

資本剰余金合計 1,108,006 42.2 － － 1,108,006 40.2

Ⅲ　利益剰余金

１．中間(当期)未処理損失 136,286 － 35,925

利益剰余金合計 △136,286 △5.2 － － △35,925 △1.3

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 2,161,293 82.3 － － 2,274,538 82.6

負債資本合計 2,624,771 100.0 － － 2,752,202 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,202,036 49.1  － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   300,000   －   

(2）その他資本剰余金  －   731,862   －   

資本剰余金合計   － －  1,031,862 42.2  － －

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   36,255   －   

利益剰余金合計   － －  36,255 1.5  － －

４．自己株式   － －  △99,185 △4.1  － －

株主資本合計   － －  2,170,968 88.7  － －

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  － －

純資産合計   － －  2,133,489 87.2  － －

負債純資産合計   － －  2,445,547 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１ 613,832 100.0 838,444 100.0 1,609,299 100.0

Ⅱ　売上原価 350,667 57.1 466,223 55.6 893,456 55.5

売上総利益 263,165 42.9 372,220 44.4 715,843 44.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 320,981 52.3 389,724 46.5 683,671 42.5

営業利益又は営業損失(△) △57,816 △9.4 △17,503 △2.1 32,171 2.0

Ⅳ　営業外収益 ※２ 14,791 2.4 12,384 1.5 26,692 1.7

Ⅴ　営業外費用 ※３ 3,981 0.7 1,027 0.1 5,862 0.4

経常利益又は経常損失(△) △47,006 △7.7 △6,146 △0.7 53,001 3.3

Ⅵ　特別利益 ※４ 54,750 8.9 66,061 7.9 71,653 4.5

Ⅶ　特別損失 ※５ 65,860 10.7 18,144 2.2 66,903 4.2

税引前中間(当期)純利益又は
税引前中間純損失(△)

△58,115 △9.5 41,770 5.0 57,751 3.6

法人税、住民税及び事業税 3,098 2,881 5,995

法人税等調整額 75,072 78,170 12.7 2,633 5,514 0.7 87,681 93,676 5.8

中間純利益又は
中間(当期)純損失（△）

△136,286 △22.2 36,255 4.3 △35,925 △2.2

中間(当期)未処理損失 136,286 － 35,925
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）　　　　　　　　　　　　　

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年3月31日　残高　　 (千円） 1,202,036 300,000 808,006 1,108,006 △35,925 △35,925 △15,810 2,258,307

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　（注）   △40,219 △40,219    △40,219

損失の填補　　（注）   △35,925 △35,925 35,925 35,925  －

中間純利益     36,255 36,255  36,255

自己株式の取得       △83,375 △83,375

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） － － △76,144 △76,144 72,180 72,180 △83,375 △87,338

平成18年9月30日　残高　 　(千円） 1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 36,255 36,255 △99,185 2,170,968

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高     (千円） 16,231 16,231 2,274,538

中間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   36,255

自己株式の取得   △83,375

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）
△53,710 △53,710 △53,710

中間会計期間中の変動額合計(千円） △53,710 △53,710 △141,049

平成18年9月30日　残高   　(千円） △37,479 △37,479 2,133,489

 （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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

(1）有価証券

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

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

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）

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

(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

２．固定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

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、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

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、将来支給見込額の当期負担分

を計上しております。
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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）

(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

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務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

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため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

４．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

(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

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） 　　　　　　　　　─── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業会計審議

会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第6号　平成15年10月31日)を適用

しております。これによる損益に与える影

響はありません。

　当期より固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会 平成14年

8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

6号　平成15年10月31日)を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はありま

せん。 

　　　　　　　── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

  当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第5号　平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第8号　平成17年12月9日）を適用し

ております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は、2,133,489千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。

　　　　　　　──
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追加情報

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）

 　　　　　　―――――― (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、前事業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、前中間会計期間は、従来の方法に

よっており、当中間会計期間と同一の方法に

よった場合に比較して、前中間会計期間の営

業損失、経常損失、税引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。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、税引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、当期からの変更することと

しました。また、当中間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、税引前中間純損失は

13,059千円少なく計上されております。 

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
　　　（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
　　　（平成18年９月30日）

前事業年度
　　　　（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、　

　　　127,306千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

　　　128,166千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、　

　　　125,547千円であります。

※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. 中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しており

ます。なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間期末日

満期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。

　　　受取手形　　39,738千円

※３. 　　 ――――――
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．当社の売上高は、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、事業年度の上半期の

売上高と下半期の売上高に季節的変動が

あります。

※１．　　　　同左 ※１．　　 ――――――

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 58千円

受取配当金 3,185千円

有価証券利息 8,409千円

業務受託料 1,770千円

受取利息 424千円

受取配当金 60千円

有価証券利息 9,164千円

業務受託料 1,820千円

受取利息 95千円

有価証券利息 18,271千円

受取配当金 3,277千円

業務受託料 2,790千円

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの

 社債利息 173千円

 新株発行費 595千円

 投資組合投資損失 3,212千円

社債利息 442千円

自己株式取得費用 235千円

投資組合投資損失 227千円

社債利息 509千円

新株発行費 595千円

投資組合投資損失 4,727千円

※４．特別利益のうち主要なもの ※４．特別利益のうち主要なもの ※４．特別利益のうち主要なもの

受取保険金 54,750千円 貸倒引当金戻入益 57,322千円

役員退職慰労引当金戻入益 8,039千円

訴訟和解金 700千円

受取保険金 54,750千円

貸倒引当金戻入益 16,903千円

※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 9,761千円

会員権評価損 700千円

貸倒引当金繰入額 1,095千円

合併費用 38,453千円

役員弔慰金等 15,619千円

投資有価証券評価損 229千円

投資有価証券評価損 8,728千円

棚卸資産廃棄損 9,397千円

固定資産除却損 10,050千円

会員権評価損 700千円

貸倒引当金繰入額 1,850千円

合併費用 38,453千円

役員弔慰金等 15,619千円

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 2,288千円

無形固定資産 43,680千円

有形固定資産 2,970千円

無形固定資産 30,592千円

有形固定資産 5,809千円

無形固定資産 81,636千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間(自　平成18年4月1日　至　平成18年９月30日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
　前事業年度末株式数　　　　

　(千株)

　当中間会計期間増加株式数

(千株)

　当中間会計期間減少株式数

(千株)

　当中間会計期間末株式数

（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。

（リース取引関係）

　　　該当事項はありません。

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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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   403円03銭

１株当たり中間純損失金額  27円03銭

１株当たり純資産額   407円34銭

１株当たり中間純利益金額    6円91銭

１株当たり純資産額 424円15銭

１株当たり当期純損失金額   6円91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。

 
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）

当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度末

（平成18年３月31日）

純資産の部の合計額               　    (千円) － 2,133,489 －

純資産の部の合計額から控除する金額　   (千円) － － －

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額（千円) － 2,133,489 －

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。

前中間会計期間

(自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日)

中間純利益又は中間(当期)純損失(△)　 (千円) △136,286 36,255 △35,925

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)
△136,286 36,255 △35,925

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。

（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、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
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