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1.18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

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期        2,712   △18.6        △426 －         △556 －
17年 9月中間期        3,331   120.9         863－          894－

18年 3月期        5,600－          266－          211－

1株 当 た り 中 間 潜在株式調整後1株当中間(当期)純利益 (当 期 )純 利 益 たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 9月中間期       △4,115－         △96.39 －
17年 9月中間期          334   977.4           8.40          8.22

18年 3月期       △2,235－         △55.16 －

(注 )1.持分法投資損益 18年 9月中間期 △2,189百万円 17年 9月中間期 百万円－
18年 3月期         △117百万円

2.期中平均株式数(連結)18年 9月中間期     42,701,502株 17年 9月中間期     39,864,168株
18年 3月期     40,535,250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

( 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
百万円 百万円 ％ 円 銭

18年 9月中間期        6,776       2,761     38.5          61.15
17年 9月中間期       11,550       9,061     78.4         223.86

18年 3月期       10,952       6,867     62.7         160.82
(注 )期末発行済株式数(連結)18年 9月中間期     42,701,502株 17年 9月中間期     40,476,562株

18年 3月期     42,701,502株

( 3 )連結キャッシュ ･ フローの状況
営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年 9月中間期         △226         △655          △43          895
17年 9月中間期          390        △784        1,383       2,190

18年 3月期          249      △2,492        2,859       1,820

( 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    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   10 －     1

( 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    1 － － －

2.19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        6,000        △600       △3,960

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )         △92円74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10ペ ー ジ を 参 照 し て 下 さ い 。
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１．企業集団の状況 
当社グループの企業集団は、連結財務諸表提出会社及び子会社１０社並びに持分法適用

関連会社１社で構成されており、システム開発事業、機器販売事業、ＩＴセキュリティ事

業、ＥＣ・マーケティング事業及び、投資事業を主要な事業内容としております。 

 

 当企業集団の各社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。 

・システム開発事業 

連結財務諸表提出会社が、情報システムの調査分析からプロ

グラム設計、プログラム制作及び、アンケート調査集計・分

析サービスを行っております。 

また、子会社アドバンストアイ㈱、オープンアクセスフィア

㈱が主に金融系のシステムコンサルティング、システム構築

を行っております。 

・機器販売事業 

連結財務諸表提出会社が、情報システム機器、付随するソフ

トウェア、関連消耗品及び、遊戯機器の部材販売を行ってお

ります。 

持分法適用関連会社であります大和工業㈱が遊戯機器製造を

行っており、連結財務諸表提出会社を通じて部材を調達して

おります。 

・ＩＴセキュリティ事業 

㈱ティーディー・セキュリティが、ＩＴセキュリティ関連事

業を行っております。 

LODOGA  Security Limited は英国子会社で、欧州でのＩＴセ

キュリティ関連事業を行っております。 

・ＥＣ・マーケティング事業 

連結財務諸表提出会社が、ＥＣサイトで自社取扱商品であるシ

ステム機器関連消耗品や、事務機器、美容関連商品等を販売し

ております。また、ＥＣ関連販売促進のためのポイントカード

システムの取扱を行っております。 

子会社であるウーマン・ジャパン㈱が、女性向Ｗｅｂサイト

「womenjapan.com」を運営し、各種情報提供や商品開発、美容

健康関連商品の通信販売を行っている㈱フォリアルの株式を

１００%保有しております。 

子会社であるサイバーリンクトランスデジタル㈱は、ＥＣサイ

トで映像、音楽等マルチメディア関連のパッケージソフトウェ

アを販売しております。 

子会社であるキムラヤネット㈱がキムラヤセレクト㈱のＥＣ

サイトの運営を行っております。 

・投資事業     

連結財務諸表提出会社が、不動産、株式等有価証券の投資事業

を行っております｡ 

・その他 

子会社である㈱ピー・ジー・エムが、衣料品小売販売を行って

おります。 

４月に設立したメディア２４１㈱がスカイパーフェクトＴＶ

のチャンネル 

「ハッピー２４１」の運営を行っております。 
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企業集団の事業系統図は、次の通りであります。 
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 ２ ．経営方針 

（１） 会社の経営の基本方針 

当社グループは、ＩＴソリューションサービス事業、ＩＴセキュリティ事業、ＥＣ・マ

ーケティング事業を３つのコアビジネスとする総合ソリューションプロバイダグループと

して、さまざまな事業を展開しております。 
当中間連結会計期間においては、スカイパーフェクトＴＶのチャンネル「ハッピー２４

１」の運営会社であるメディア２４１㈱を設立したことにより、当中間連結会計期間末現

在、連結子会社１０社（内連結孫会社３社）、持分法適用会社１社のグループ構成となって

おります。当社グループはお客様に対し、ＩＴソリューション分野において常に 善の問

題解決の提案と、 適なサービスを提供してゆくことを経営の基本方針としております。 
 
（２） 会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、「継続的な株主価値の向上」を基本政策と位置付けておりますが、当社

グループをとりまく業界は、急速な技術革新や市場構造の変化の状況下にあり、その中で

さらなる収益力の向上と成長の確保をめざすため、財務体質の強化を図ると同時に積極的

な再投資が必要となります。新しい技術に対する研究開発への投資、社員に対する教育研

修への投資、システム関連への投資、顧客サービスおよび品質向上への投資、他企業との

提携等による事業領域拡大への投資、ならびにコアビジネスの高付加価値化への投資等を

再投資の目的としております。また、キャッシュポジションを高め、これらによる経営基

盤の強化、当社グループを含めた積極的な事業展開による収益力の強化を通じ、株主の皆

様のご期待にお応えできるよう、株主配当と内部留保とのバランスに配慮しつつ適正な利

益配分を行なうことを基本方針としております。 
 
（３） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社グループは、当社株式の流動性の向上および株主数増加を資本政策上の重要な課題

と認識しておりますが、現在当社株式の投資単位の水準からみて投資単位の引下げは必要

ないものと考えております。当社の株価がさらに長期的、継続的に現在の水準を上回って

推移する状態になった場合に改めて検討したいと考えております。 

 

（４） 目標とする経営指標 

当社グループは機動的で積極的な経営を展開することにより、一層の利益拡大と資本効

率の向上を図っていくことを経営方針としており、株主価値の向上を数値的に判断する指

標として適当である、連結株主資本利益率(ＲＯＥ)２０％以上、および連結売上高経常利益

率１０％以上を目標とする経営指標としてまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 －5－

（５） 中長期的な会社の経営戦略 

当中間連結会計期間におきましては、既存事業であるシステム開発事業、機器販売事業

の事業拡大に加え、前期より参入いたしましたＩＴセキュリティ事業、ＥＣ・マーケティ

ング事業が安定収益事業となるよう追加投資、資金投入を行ない、事業拡大に注力してま

いりました。 

しかし、新規事業の基盤確立、新会社の安定化には想定以上の費用と時間を要し、これ

らの追加投資が当社グループの収益性、財務体質の悪化要因となっております。 

現状の事業戦略に基づく事業継続は、今後の当社の経営に重大な影響を及ぼす可能性が

あると判断し、今中間決算を機に事業戦略を見直し、早期に業績回復を目指すことといた

しました。 

セグメント別の中期的事業戦略は以下のとおりです。 

 

① システム開発事業 

システム開発事業におきましては機動力の向上、業務受注体制の拡充を目的として同

業他社との協業体制を整えおります。これらの体制整備に加え、今後は収益性向上を

目指して、技術力の向上、収益性の高い業務受注を行ってまいります。 

なお、連結子会社であるアドバンストアイ㈱は当社が株式を取得した後、顧客ニーズ

に応じて事業内容を変更しており（金融アプリケーションシステムの開発からファイ

ナンシャルアドバイザリー事業へ変更）、当社のコア事業から外れたため、株式の一

部を譲渡し、連結子会社から外す方針です。※業務連携は継続して行ないます。 

これに伴いにアドバンストアイ㈱の子会社であるオープンアクセスフィア㈱も連結

子会社から外れることとなります。 

② 機器販売事業 

機器販売事業におきましては、従来より手がけているプリンターや複写機のトナー販

売事業と、前期に資本提携、業務提携を行った大和工業㈱に対する遊技機製造に対す

る部材供給事業を行っております。大和工業㈱向け遊技機部材の供給事業につきまし

ては多大な先行投資が必要であり、当社の財務状況を圧迫しているため、当社は本事

業の取り組み方針を速やかに見直す予定です。 

なお、トナー販売事業におきましては、利益率は低いものの安定的な利益計上が可能

であり、引き続き、取引先の拡大を図ってまいります。 

③ ＩＴセキュリティ事業 

連結子会社である㈱ティーディー・セキュリティがＩＴセキュリティ事業を行ってお

り、同社が短期に市場シェアを獲得するため事業提携、営業譲受等の集中投資を行っ

てまいりました。しかし、同社が利益計上可能な体制を確立するためには、より一層

の時間と費用が必要であり、現段階では当社グループの業績に貢献できず、当社の財

務状況に影響を与える可能性があります。本事業に付きましては一旦縮小し、時間を

かけて育成していく方向で方針転換いたします。 
④ ＥＣ・マーケティング事業 

本事業に付きましては、当社並びに連結子会社数社が各自でインターネット・ショッ

ピングモールへの出店、サイト運営を行っておりますが、経営資源を効率的に活用す

るために、Ｗｅｂサイトの統合による人員削減、固定費削減をはかり、グループ全体

としての事業効率を高めてまいります。 

⑤ その他の事業 

その他の事業として衣料品販売を行う㈱ピー・ジー・エムおよび、スカイパーフェク

トＴＶのチャンネル運営会社であるメディア２４１㈱が連結子会社となっておりま

すが、これらの事業につきましては、事業の収益性を検討し、柔軟に方針を策定して

行く予定です。 
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（６） 会社の対処すべき課題 

当社グループは成長を持続させると同時に高収益体制を整えていくために、対処すべき

課題の設定や想定リスクの設定、その他対応計画の策定を行っております。 

① グループ連携の強化 

当社並びにグループ会社及びグループ会社相互の連携によるシナジー性を高めるべ

く、効率的なグループ経営を行ってまいります。そのため、人的資源の 適化と各社

の役割の明確化、当社によるグループ管理体制の確立、当社を含めたグループ全体と

しての情報の共有化と意識統一が重要課題であります。 

② リスク管理 

ＩＴセキュリティ事業、ＥＣ・マーケティング事業への進出に伴い、個人情報の保護、

安全なネットワーク環境の確保は当社の重要な課題と認識しております。当社はプラ

イバシーマークの認証取得並びにＩＴセキュリティ事業においてＩＳＭＳ（情報セキ

ュリティマネジメントシステム）適合性評価制度の認証を取得しておりますが、これ

ら認証取得企業として社内・外に対して指導及び啓発を行ってまいります。また、管

理本部内にＩＴ統括室を設置し、同室においてネットワークの安全な環境確保のため

に社内、グループ内のネットワーク環境整備に努めております。 

③ システム開発事業の技術力強化について 

システム開発事業においては国内景気の回復に伴い、受注の増加が見込まれます。し

かし、顧客ニーズは多様化・複雑化しており、また厳しい価格競争を求められており

ます。このような状況の中で優位性を保つためには差別化されたより高い技術力が不

可欠であります。そのため、より高度な専門技術・管理技術の向上に向けた人材育成

に努め、教育体制を整備し、技術力の強化を図ってまいります。 

④ 優秀な人材の確保について 

当社は業容拡大のためにシステム開発事業をコアビジネスとして重要視しており、そ

のためには技術者の人材確保と強化・育成が課題であると認識しております。特に、

開発案件の鍵を握るプロジェクトマネージャーや開発の上流工程における提案力の

ある技術者の確保が不可欠であり、今後ともこれらの人材確保を主眼とした積極的な

採用活動を行う所存であります。 

 

（７） 親会社等に関する事項 
当社は、親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

  
（８） その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１） 経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高止まりや金利上昇などの不安

定要素はあるものの、輸出環境の好転や企業収益の改善による個人消費、設備投資などの

増加により、景気は堅調な動向を示し推移いたしました。 

このような状況下、当社は既存事業（システム開発事業、機器販売事業）の規模拡大と

新規参入した事業の基盤確立、新規設立した子会社の安定化を今期の方針として定め、施

策を展開してまいりました。以下に事業分野別の活動状況を報告します。 
■ システム開発事業 

機動力の向上、受注体制の拡大を目指して、同業他社との協業体制を進めるとともに

品質管理、プロジェクト採算管理、技術教育の推進をはかる事により、利益率の向上

や、大型案件への受注体制を構築しております。 
当中間連結会計期間におきましては、売上高７億７百万円（前年同期比２億７百万円

の増収）、営業利益１億５５百万円（前年同期は５５百万円の営業損失）と大幅な増

収増益となりました。 
■ 機器販売事業 

トナー販売事業におきましては、販売拠点を集約し効率的な販売に努めると同時に、

仕入れルートの見直しにより利益率の向上を進めております。 
また、遊技機メーカーである大和工業㈱向けの機器部材の受注業務につきましては関

係当局からの許可、認定を受け生産、販売を開始いたしましたが、遊技機型式認定の

遅れや出荷後のトラブル等により、期初の販売計画に大幅な遅れが生じております。 
当中間連結会計期間におきましては、売上高１１億４４百万円（前年同期比２百万円

の増収）、営業利益１９百万円（前年同期比１９百万円の増益）と増収増益となりま

した。 
■ ＩＴセキュリティ事業 

ＩＴセキュリティ事業につきましては、連結子会社である㈱ティーディー･セキュリ

ティ並びに同社の子会社である英国ＬＯＤＯＧＡ社で行っております。 
システムの各フェーズに対応するセキュリティ製品を揃え、販売活動を行っておりま

すが、受注成約には想定以上の時間を要し、安定収益を上げるに至っておりません。 
当中間連結会計期間におきましては、売上高９１百万円（前年同期比８３百万円の増

収）、営業損失１億３４百万円（前年同期比８０百万円の減益）と増収減益となりま

した。 
■ ＥＣ・マーケティング事業 

自社Ｗｅｂサイトでのトナー販売、連結子会社である㈱キムラヤネットでブランド品

や家電製品販売、サイバーリンク･トランスデジタル㈱にてマルチメディア関連パッ

ケージソフトの販売を行っております。 
当中間連結会計期間におきましては、新サイト構築、新商材発掘のための先行投資的

な費用の発生により売上高３億６３百万円（前年同期比１２百万円の減収）、営業損

失４１百万円（前年同期は１百万円の営業利益）と減収減益となりました。 
■ 投資事業 

投資事業におきましては、当中間連結会計期間は売上高３０百万円（前年同期比１２

億７５百万円の減収）、営業損失７９百万円（前年同期は１１億１百万円の営業利益）

と大幅な減収減益となりました。 
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■ その他 
㈱ピー・ジー・エムが古着等の衣料品を販売する事業を行っており、メディア２４１

㈱がスカイパーフェクトＴＶのチャンネル「ハッピー２４１」の運営を行っておりま

す。 
当中間連結会計期間におきましては、売上高３億７４百万円（前年同期はその他セグ

メントはありません）、営業損失１億３３百万円となりました。 
なお、現在のところ両社ともに利益を計上するには至っておりません。 
 

上記によりまして当中間連結会計期間におきましては、連結売上高２７億１２百万円

（前年同期比６億１９百万円の減収）、営業損失４億２６百万円（前年同期は８億６３百

万円の営業利益）と大幅な減収減益となりました。 
これらの業績結果を踏まえ、今後、現状の体制で事業を進めていくことは、当社にと

って大きな経営負担になると判断し、平成１８年１１月１７日付当社発表資料「財務体

質の抜本的見直しに伴う特別損失の追加計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」の

通り、抜本的に事業戦略を見直すことを決定いたしました。 
事業戦略見直しの基本方針は、当社グループの主要事業（システム開発事業、機器販

売事業、ＩＴセキュリティ事業、ＥＣ・マーケティング事業及び、投資事業）を逸脱し

ない事業であること及び、事業の収益性を勘案し、事業撤退、事業縮小、事業継続のグ

ループに分類し、撤退、縮小する事業については保有する有価証券やのれんの一括減損

処理、未収入金の貸倒引当金設定などの特別損失を計上することといたしました。 
 特別損失の内訳は下記の通りです。 
Ａ：持分法による投資損失 ２０億４５百万円 

持分法適用会社である大和工業㈱の株式を再評価して計上いたしました。 
Ｂ：のれん一括償却 ５億１６百万円 

連結子会社である㈱ピー・ジー・エムののれんを一括減損処理いたしました。 
Ｃ：営業用投資有価証券評価損等 ８億３７百万円 

保有有価証券の再評価を行ない、営業用投資有価証券の評価損等を計上いたしまし

た。 
Ｄ：その他特別損失 １億２５百万円 

未収入金に対する貸倒引当金の計上および子会社の扱う商品の評価損等の計上を行

ないました。 
※１０月３日並びに１１月１７日に発表させていただいた特別損失見込み額に子会社で発生した固定資産

除却損、商品の棚卸評価損等９３百万円が追加されています。 

 
これらの特別損失合計３５億２４百万円計上することにより、中間純損失４１億１５

百万円となりました。 
なお、中間純損失の計上により、平成１８年９月３０日現在の総資産は６７億７６百

万円（前年同期比４７億７４百万円の減少）となり、純資産は２７億６１百万円（前年

同期比６２億９９百万円の減少）となりました。 
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（２） 財政状態 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 
当中間連結会計期間末連結ベースにおける現金及び現金同等物（以下「資金」という）

は、８億９５百万円となり前当中間連結会計期間末２１億９０百万円に比べ１２億９４百

万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
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、２億２６百万円（前年同

期は３億９０百万円の資金獲得）となりました。これは、税金等調整前中間純損失、持分

法による投資損失、営業用投資有価証券評価損等によるものです。 
（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いて投資活動の結果使用した資金は、６億５５百万円（前年同

期は７億８４百万円の資金使用）となりました。これは主に関連会社に対する貸付金の増

加によるものです。 
（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いて財務活動の結果使用した資金は、４３百万円（前年同期は

１３億８３百万円の資金獲得）となりました。これは主に短期借入金の返済によるもので

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 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） ８９.５ ８８.０ ７８.４ ６２．７ ３８.５

時価ベース自己資本比率（％） ６２.０ ２５０.７ １４４.１ １５４．０ ９３.９

債務償還年数（年） － － ３.７ １２．０  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － １１９.３ ８．０ －

 自己資本比率：自己資本（純資産合計 － 少数株主持分 － 新株予約権）／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ･フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ･フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

しております。 

※ 営業キャッシュ･フローは、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、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

つきましては、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。 
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（３） 通期の見通し 

当社グループは本中間決算におきまして抜本的な事業戦略の見直しに伴い、多大なる特

別損失を計上いたしました。 

本通期におきましては、当社並びにグループ内事業を抜本的に見直し、撤退並びに縮小

する事業を明確化し、速やかに事業改革を行ってまいります。これら収益構造の改善によ

り早期の業績回復に努めてまいります。 
 事業撤退、縮小による売上高の減少等を見込んだ通期の見通しは、連結売上高６０億円、

連結経常損失６億円、連結当期純損失３９億６０百万円となる予定です。 
 

（４） 事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性がある事項は以下の

ようなものがあります。なお、将来に関する事項は当中間連結会計期間末現在において当

社が判断したものであります。 
 

① 業績の下期偏重について 
当社グループのシステム開発事業におきましては、売上高が下期に偏重する傾向があ

ります。これは、企業の新システム導入の時期を４月とするところが多く、これに伴

った納品検収が下期に集中するためであります。この納品が翌期にずれこむ場合、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。このリスクの軽減のために、フ

ェーズごとの契約を結ぶよう対処しております。 

 

② 個人情報の保護について 

当社グループは、受託開発、調査集計業務並びにＥＣ・マーケティング事業において

個人情報の取扱いを行っております。個人情報保護は当社の重要課題と位置づけてお

り、プライバシーマークの継続取得による取扱い体制の整備、ＩＳＭＳ（情報セキュ

リティマネジメントシステム）適合性評価制度の認証の継続などグループ全体として

のリスクマネジメント体制強化に対処してまいります。 

 

③ 一括請負形態での業務受注におけるリスク 

システム開発事業における受注形態としての「一括請負」受注は、顧客からの詳細な

ヒアリングによる設計及び工数算出によって見積金額を算出しておりますが、時とし

て、明示できない部分での設計（例外処理等）や、顧客からの追加、変更により、実

工数が膨らみ予定利益率に影響を及ぼす可能性があります。この対処として顧客との

密接なコミュニケーションと、詳細な開発工程の進捗管理を行っております。 
 

④ 遊技機への部材供給によるリスク 

遊技機の機種開発は「型式試験」の認定が生産の前提となりますので、認定に時間を

要する場合があります。これによりメーカーの生産計画が乱れ、部材を供給している

当社の業績にも影響を及ぼす可能性があります。また、生産した機種が、愛好者の嗜

好に合わない場合も計画した部材供給ができず、業績への影響が考えられます。 

 

⑤ 機器販売事業の在庫リスク 

機器販売事業の商品販売においては、顧客から受注後、発注する事により在庫リスク

を軽減させておりますが、納品までのタイムラグが失注の原因になるケースもあり、

常に一定の在庫を確保しておく必要があります。滞留在庫を発生させないため、正確

な受注予想を立て、常に在庫圧縮を意識する必要があります。 
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４．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

                   期　　別

科　　目 構成比 構成比 構成比

　  ％ 　  ％ 　  ％

Ⅰ  流　動　資　産

1 現金及び預金 2,250,641       1,020,612       1,968,124       
2 受取手形及び売掛金 1,036,486       950,836       937,293       
3 たな卸資産 218,665       227,253       210,457       
4 営業用投資有価証券 1,300,211 374,625 1,424,375
5 未収入金 1,282,591 295,434 504,024
6 短期貸付金 2,209,477 1,202,372 741,287
7 その他 31,673 148,167 173,278

貸倒引当金 △ 31,732 △ 340,705 △ 351,715
8,298,014 71.8 3,878,596 57.2 5,607,125 51.2

Ⅱ  固　定　資　産

1 有 形 固 定 資 産
(1) 土地 44,387 44,387 44,387
(2) その他 118,796 186,949 185,895

有形固定資産合計 163,184 1.4 231,337 3.4 230,282 2.1
2 無 形 固 定 資 産
(1) 連結調整勘定 376,492 　　－ 877,147
(2) のれん 　　－ 349,610 　　－ 
(3) その他 30,569 70,998 63,864

無形固定資産合計 407,061 3.5 420,609 6.2 941,012 8.6
3 投 資 そ の 他 の 資 産
(1) 投資有価証券 2,007,951 1,934,005 1,962,225
(2) 関係会社株式 　　－ 24,500 1,896,406
(3) 長期貸付金 646,116 5,140 5,140
(4) 破産債権・更生債権

その他これらに準ずる債権
(5) その他 184,081 296,586 270,724

貸倒引当金 △ 965,645 △ 619,108 △ 573,299
投資その他の資産合計 2,682,638 23.3 2,245,781 33.2 4,174,190 38.1

3,252,884 28.2 2,897,728 42.8 5,345,485 48.8

11,550,898 100.0 6,776,324 100.0 10,952,611 100.0

Ⅰ  流　動　負　債
1 支払手形及び買掛金 333,153 650,662 567,553
2 短期借入金 360,963 1,620,848 1,720,984
3 一年以内償還社債 100,000 100,000 100,000
4 未払法人税等 27,197 48,388 26,517
5 繰延税金負債 135,090 7,324 103,505
6 新株予約権 35,600 　　－ 　　　　－
7 賞与引当金 26,131 4,599 23,172
8 その他 183,397 285,845 192,831

1,201,533 10.4 2,717,669 40.1 2,734,565 25.0
Ⅱ  固　定　負　債

1 社債 400,000 895,000 445,000
2 長期借入金 587,480 319,954 726,998
3 退職給付引当金 55,674 44,660 49,421
4 債務保証損失引当金 20,000 　　－ 　　　　－
5 繰延税金負債 7,118 7,019 8,410
6 その他 17,762 30,179 19,388

1,088,035 9.4 1,296,813 19.2 1,249,219 11.4
2,289,569 19.8 4,014,483 59.3 3,983,784 36.4

　   少　数　株　主　持　分 200,111 1.8 　　－ - 101,504 0.9

（単位：千円）千円未満切捨

（負　債　の　部）

資　産　合　計

流　動　資　産　合　計

固　定　資　産　合　計

前連結会計年度
要約貸借対照表

当中間連結会計期間末

（平成18年9月30日）（平成17年9月30日）

前中間連結会計期間末

（資　産　の　部）

流　動　負　債　合　計

固　定　負　債　合　計

（少　数　株　主　持　分）

（平成18年3月31日）

負　債　合　計　

金　　　額 金　　　額 金　　　額

810,134 604,657 612,994
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                   期　　別

科　　目 構成比 構成比 構成比

Ⅰ  資　　本　　金 5,359,792 46.4 5,571,167 50.9
Ⅱ  資　本　剰　余　金 3,062,617 26.5 3,271,767 29.9
Ⅲ  利　益　剰　余　金 437,819 3.8 △ 2,132,809 △ 19.5
Ⅳ  その他有価証券評価差額金 207,285 1.8 163,129 1.5
Ⅴ  為替換算調整勘定 　　－ - 387 0.0
Ⅵ　自　己　株　式 △ 6,296 △ 0.1 △ 6,319 △ 0.1

9,061,217 78.4 6,867,322 62.7

11,550,898 100.0 10,952,611 100.0

Ⅰ　株主資本
1. 資本金 　　－ 5,571,167 　　－ 
2. 資本剰余金 　　－ 1,494,893 　　－ 
3. 利益剰余金 　　－ △ 4,471,787 　　－ 
4. 自己株式 　　－ △ 6,319 　　－ 

株主資本合計 　　－ 　　－ 2,587,954 38.2 　　－ 　　－ 

Ⅱ　評価・換算差額等
1. その他有価証券

評価差額金
2. 為替換算調整勘定 　　－ 2,275 　　－ 

評価・換算差額等合計 　　－ 　　－ 23,182 0.3 　　－ 　　－ 

Ⅲ　新株予約権 　　－ 　　－ 41,500 0.6 　　－ 　　－ 

Ⅳ　少数株主持分 　　－ 　　－ 109,204 1.6 　　－ 　　－ 
純資産合計 　　－ 　　－ 2,761,841 40.7 　　－ 　　－ 
負債及び純資産
合計

及び資本合計
負債・少数株主持分

資　本　合　計

（資　本　の　部）

　（純資産の部）

　　－ 20,906 　　－ 

　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 6,776,324 100.0

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度
要約貸借対照表

（平成17年9月30日） （平成18年9月30日） （平成18年3月31日）

金　　　額 金　　　額 金　　　額
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②　中間連結損益計算書

                   期　　別

科　　目 百分比 百分比 百分比

　  ％ 　  ％ 　  ％
Ⅰ 売上高 3,331,954 100.0 2,712,707 100.0 5,600,302 100.0
Ⅱ 売上原価 1,852,137 55.6 2,094,671 77.2 3,937,035 70.3

売上総利益 1,479,817 44.4 618,036 22.8 1,663,266 29.7
                  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 616,692 18.5 1,044,883 38.5 1,396,487 24.9
営業利益又は営業損失（△） 863,125 25.9 △ 426,847 △ 15.7 266,779 4.8

                  
Ⅳ 営業外収益

1 受取利息 58,202 80,469 153,306
2 受取配当金 141 － 141
3 その他 9,657 68,000 2.0 7,123 87,593 3.2 14,562 168,010 3.0

Ⅴ 営業外費用
1 支払利息 3,075 30,842 28,565
2 手形売却損 243 　　－ 305
3 新株発行費償却 14,285 　　－ 34,253
4 株式交付費 　　－ 2,821 　　－ 
5 社債発行費償却 18,000 25,238 18,000
6 持分法による投資損失 　　－ 144,315 117,718
7 その他 1,258 36,862 1.1 14,305 217,522 8.0 24,446 223,288 4.0

経常利益又は経常損失（△） 894,263 26.8 △ 556,776 △ 20.5 211,501 3.8

Ⅵ 特別利益
1 固定資産売却益 　　－ 　　－ 2248
2 投資有価証券売却益 33,440 　　－ 44,310
3 関係会社株式売却益 　　－ 　　－ 251
4 その他 14,262 47,702 1.5 6,710 6,710 0.2 50,441 97,252 1.7

Ⅶ 特別損失
1 営業用投資有価証券評価損 　　－ 813,375 　　　　－
2 投資有価証券評価損 126,792 24,000 127,300
3 投資有価証券売却損 10,776 300 68,246
4 貸倒引当金繰入額 201,915 34,798 423,222
5 たな卸資産評価損 28,980 44,645 104,081
6 貸倒損失 9,552 　　－ 14,776
7 商品廃棄損 47,019 3,729 54,864
8 債権売却損 　　－ 　　－ 1,590,653
9 商号変更関連費用 　　－ 　　－ 51,628

10 前期損益修正損 39,590 2,493 　　　　－
11 固定資産除却損 97,152 12,575 115,415
12 減損損失 53,954 24,029 53,954
13 持分法による投資損失 　　－ 2,045,348 　　－ 
14 のれん一括償却額 　　－ 516,767 　　－ 
15 その他 20,208 635,943 19.1 2,417 3,524,480 129.9 64,537 2,668,680 47.7

税金等調整前
中間（当期）純利益又は
中間（当期）純損失（△）

法人税、住民税
及び事業税 5,658 0.2 33,013 1.2 21,657 0.3
法人税等調整額 　　　　－ - △ 400 △ 0.0 △ 2,913 △ 0.0
少数株主利益又は
少数株主損失（△）
中間（当期）純利益又は
中間（当期）純損失（△）

△ 2,235,733 △ 39.9334,894 10.0 △ 4,115,851 △ 151.7

△ 2,359,927 △ 42.2

△ 34,531 △ 1.0 8,692 0.3 △ 142,938 △ 2.6

306,022 9.2

（単位：千円）千円未満切捨

前連結会計年度の
要約損益計算書

自 平成17年4月 1日

当中間連結会計期間

金　　　額

至 平成18年3月31日
自 平成17年4月 1日
至 平成17年9月30日

自 平成18年4月 1日
至 平成18年9月30日

△ 150.2△ 4,074,546

前中間連結会計期間

金　　　額 金　　　額
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③　中間連結剰余金計算書
（単位：千円）千円未満切捨

　　　　　　　　　　　期　　別

 　　科　　目

（資本剰余金の部）
Ⅰ  資本剰余金期首残高 2,895,767 2,895,767

Ⅱ  資本剰余金増加高
　　　 増資による新株の発行 166,850 376,000

Ⅲ  資本剰余金中間期末（期末）残高 3,062,617 3,271,767

（利益剰余金の部）
Ⅰ　利益剰余金期首残高 113,893 113,893

Ⅱ　利益剰余金増加高
　　  1  資本剰余金減少による

　　　利益剰余金増加高 　　－ 
　　  2  中間 （当期） 純利益 334,894 334,894 　　－ 

Ⅲ　利益剰余金減少高
     1  土地再評価差額金取崩額 10,968 10,968
　　 2  中間 （当期） 純損失 　　－ 2,235,733 2,246,702

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高 437,819 △ 2,132,809

金　　額

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

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
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④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)
（単位：千円）千円未満切捨

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 5,571,167 3,271,767 △ 2,132,809 △ 6,319 6,703,805

中間連結会計期間中の
変動額

　欠損てん補のための取崩額 　　－ △ 1,776,873 1,776,873 　　－ 　　－ 

　中間純損失 　　－ 　　－ △ 4,115,851 　　－ △ 4,115,851

　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

　　－ △ 1,776,873 △ 2,338,977 　　－ △ 4,115,851

平成18年9月30日残高 5,571,167 1,494,893 △ 4,471,787 △ 6,319 2,587,954

その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価･換算
差額等合計

平成18年3月31日残高 163,129 387 163,516 　　－ 101,504 6,968,826

中間連結会計期間中の
変動額

　欠損てん補のための取崩額 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 

　中間純損失 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ 　　－ △ 4,115,851

　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)

△ 142,222 1,887 △ 140,334 41,500 7,700 △ 91,133

中間連結会計期間中の
変動額合計

△ 142,222 1,887 △ 140,334 41,500 7,700 △ 4,206,985

平成18年9月30日残高 20,906 2,275 23,182 41,500 109,204 2,761,841

株主資本

評価･換算差額等
純資産合計新株予約権 少数株主持分
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⑤ 中間連結キャッシュ･フロー計算書

                            期　　別

科　　目
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー　

1 税金等調整前中間（当期）純利益 306,022 △ 4,074,546 △ 2,359,927
2 減価償却費　 38,616 27,806 59,770
3 減損損失 53,954 24,029 53,954
4 連結調整勘定償却額 11,753 　　－ 44,416
5 のれん償却額 　　－ 19,577 　　－ 
6 のれん一括償却額 　　－ 516,767 　　－ 
7 貸倒引当金の増加額（△減少額） △ 802,034 42,925 △ 985,694
8 賞与引当金の減少額 △ 19,487 △ 18,572 △ 22,446
9 退職給付引当金の減少額 △ 13,355 △ 4,761 △ 19,608
10 訴訟損失引当金の減少額 △ 20,000 　　－ △ 20,000
11 債務保証等損失引当金の減少額 　　－ 　　－ △ 20,000
12 受取利息及び受取配当金 △ 58,342 △ 80,512 △ 153,447
13 支払利息及び手形売却損 3,318 30,871 28,867
14 繰延資産償却額 32,285 28,059 52,253
15 為替差損益（△差益） △ 3,397 237 △ 3,426
16 貸倒損失 　　－ 　　－ 14,776
17 固定資産売却益 △ 798 　　－ △ 2,248
18 固定資産除却損 97,152 12,575 115,415
19 投資有価証券評価損 126,792 24,000 127,300
20 投資有価証券売却益 △ 33,440 　　－ △ 44,310
21 関係会社株式売却益 　　－ 　　－ △ 251
22 投資有価証券売却損 10,776 300 68,246
23 持分法による投資損失 　　－ 2,189,663 117,718
24 債権売却損 　　－ 　　－ 1,590,653
25 営業用投資有価証券評価損 　　－ 813,375 　　－ 
26 破産更生債権の減少額 1,023,263 210 1,278,041
27 売上債権の減少額（△増加額） 22,021 △ 178,173 172,140
28 たな卸資産の減少額（△増加額） △ 20,118 △ 16,188 1,263,298
29 仕入債務の増加額（△減少額） △ 41,918 72,438 57,722
30 営業用投資有価証券の減少額(△増加額) △ 468,211 　　－ △ 1,170,000
31 未払消費税等の増加額（△減少額） 3,520 △ 24,135 27,723
32 その他の流動資産の減少額（△増加額） 39,709 296,350 △ 91,561
33 その他の固定資産の減少額（△増加額） 27,823 △ 34,826 23,127
34 その他の流動負債の増加額（△減少額） 68,051 68,171 △ 2,532
35 その他の固定負債の増加額 14,922 10,457 7,955
36 その他 　　－ 145 8,050

小　　　計 398,881 △ 253,753 215,975

37 利息及び配当金の受取額 31,331 54,933 109,211
38 利息の支払額 △ 3,272 △ 16,993 △ 31,345
39 法人税等の支払額 △ 36,359 △ 10,890 △ 43,931

自 平成17年4月  1日
至 平成18年3月31日

自 平成17年4月  1日
至 平成17年9月30日

自 平成18年4月  1日
至 平成18年9月30日

（単位：千円）千円未満切捨
当中間連結会計期間前中間連結会計期間 前連結会計年度

営業活動によるキャッシュ・フロー 390,580 △ 226,704 249,910
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                            期　　別

科　　目

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 定期預金の預入による支出 △ 60,160 △ 48,125 △ 147,500
2 定期預金の払戻しによる収入 20,159 70,625 20,159
3 有形固定資産の取得による支出 △ 18,570 △ 21,423 △ 33,797
4 有形固定資産の売却による収入 10,435 　　－ 14,092
5 無形固定資産の取得による支出 △ 3,290 △ 41,009 △ 24,114
6 無形固定資産の売却による収入 4,132 773 4,132
7 投資有価証券の取得による支出 △ 527,000 　　－ △ 128,400
8 投資有価証券の売却による収入 120,440 500 180,347
9 貸付による支出 △ 871,974 △ 736,240 △ 2,383,146
10 貸付金の回収による収入 655,124 144,553 2,120,518
11 保険積立金の減少による収入 　　－ 　　－ 31,032
12 連結子会社の取得による支出 △ 107,445 △ 9,800 △ 123,802
13 関連会社株式の取得による支出 　　－ △ 21,500 △ 2,016,000
14 敷金の供出による支出 　　－ 　　－ △ 16,236
15 敷金の回収による収入 　　－ 10,236 10,929
16 その他 △ 6,540 △ 3,710 △ 490

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 短期借入による増減額 8,240 △ 376,900 1,294,387
2 長期借入による収入 600,000 　　－ 623,388
3 長期借入金の返済による支出 　　－ △ 130,280 △ 158,350
4 社債の発行による収入 482,000 474,761 482,000
5 社債の償還による支出 　　－ △ 50,000 △ 50,000
6 株式の発行による収入 292,789 　　－ 658,140
7 新株予約権の発行による収入 　　－ 38,678 　　－ 
8 少数株主への株式の発行による収入 　　－ 　　－ 9,800
9 自己株式の取得による支出 △ 28 　　－ △ 51

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

自 平成17年4月  1日
至 平成17年9月30日

自 平成18年4月  1日

（単位：千円）千円未満切捨

△ 2,492,275△ 655,121

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

△ 784,688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 1,383,001 △ 43,739 2,859,315

現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 988,893 △ 925,012 619,037

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,086　　－ 553

現金及び現金同等物の期首残高 1,201,587 1,820,624 1,201,587

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 2,190,480 895,612 1,820,624
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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 
 連結子会社  連結子会社  連結子会社 

 全ての子会社を連結子会社とし

ております｡ 

㈱オーピー 

シージワークス・インターナショ

ナル㈱ 

フォリアルホールディングス㈱ 

㈱フォリアル 

アドバンストアイ㈱ 

Ｌ Ｏ Ｄ Ｏ Ｇ Ａ  Security 

Limited(英国) 

サイバーリンクトランスデジタ

ル㈱ 

オープンアクセスフィア㈱ 

計 ８社 

アドバンストアイ㈱､ＬＯＤＯＧ

Ａ Security Limited､サイバー

リンクトランスデジタル㈱､オー

プンアクセスフィア㈱は取得に

より連結の範囲に含めておりま

す｡ 

全ての子会社を連結子会社とし

ております｡ 

㈱ティーディー・セキュリティ 

ウーマン・ジャパン㈱ 

㈱フォリアル 

アドバンストアイ㈱ 

LODOGA Security Limited 

サイバーリンクトランスデジタ

ル㈱ 

オープン･アクセスフィア㈱ 

㈱ピー・ジー・エム 

キムラヤネット㈱ 

メディア２４１㈱ 

計１０社 

 メディア２４１㈱は設立によ

り連結の範囲に含めております｡

全ての子会社を連結子会社とし

ております｡ 

㈱ティーディー・セキュリティ 

フォリアルホールディングス㈱ 

㈱フォリアル 

アドバンストアイ㈱ 

LODOGA Security Limited 

サイバーリンクトランスデジタ

ル㈱ 

オープン・アクセスフィア㈱ 

㈱ピー・ジー・エム 

キムラヤネット㈱ 

計 ９社 

㈱ティーディー・セキュリテ

ィは当連結会計年度においてシ

ージワークス・インターナショ

ナル㈱より社名を変更しており

ます｡ 

 ㈱オーピーは当連結会計年度

において､株式の全部を売却し

たため連結の範囲から除いてお

ります｡ 

 キムラヤネット㈱は設立によ

り､アドバンストアイ㈱､LODOGA 

Security Limited､サイバーリン

クトランスデジタル㈱､オープ

ン・アクセスフィア㈱及び㈱ピ

ー・ジー・エムは取得により連

結の範囲に含めております｡ 

 ２ 持分法の適用に

関する事項 

 

 

 

(1)持分法適用の関連会社 

――― 

 

 

 

(1)持分法適用の関連会社 

 大和工業㈱ 

 

 

 

 

(1)持分法適用の関連会社 

 大和工業㈱ 

  なお､大和工業㈱は当連結会

計年度において新たに株式を

取得したため､持分法適用の関

連会社に含めております｡ 

 (2)持分法非適用の関連会社 

――― 

(2)持分法非適用の関連会社 

 ＪＥＭ㈱ 

  ＪＥＭ㈱は当期純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり､かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適

用から除外しております｡ 

 ジェイ・ベックス㈱ 

  株式の一時保有のため連結

の範囲から除外しております｡

(2)持分法非適用の関連会社 

 ＪＥＭ㈱ 

  ＪＥＭ㈱は当期純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり､かつ全体としても

重要性がないため､持分法の適

用から除外しております｡ 
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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) 

３ 連結子会社

の(中間)決

算日等に関

する事項 

会社名 中間決算日

㈱オーピー 2月28日

フォリアルホール

ディングス㈱ 
12月31日

㈱フォリアル 12月31日

サイバーリンクト

ランスデジタル㈱ 
6月30日

なお､中間連結財務諸表作成に

あたり中間連結決算日9月30日に

仮決算を行っている連結子会社

は次のとおりであります｡ 

㈱オーピー 

フォリアルホールディングス㈱ 

㈱フォリアル 

サイバーリンクトランスデジタ

ル㈱ 

会社名 中間決算日

ウーマン・ジャパン㈱ 12月31日

㈱フォリアル 12月31日

サイバーリンクトラン

スデジタル㈱ 
6月30日

キムラヤネット㈱ 8月31日

 

なお､中間連結財務諸表作成に

あたり中間連結決算日9月30日に

仮決算を行っている連結子会社は

次のとおりであります｡ 

ウーマン･ジャパン㈱ 

㈱フォリアル 

サイバーリンクトランスデジタ

ル㈱ 

キムラヤネット㈱ 

会社名 決算日 

フォリアルホールディ

ングス㈱ 
6月30日

㈱フォリアル 6月30日

サイバーリンクトラン

スデジタル㈱ 
12月31日

キムラヤネット㈱ 2月28日

なお､フォリアルホールディング

ス㈱､㈱フォリアル､サイバーリン

クトランスデジタル㈱及びキムラ

ヤネット㈱については連結財務諸

表の作成にあたり連結決算日3月31

日に仮決算しております｡ 

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 

(イ)有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

   原価法 

――― 

――― 

③その他有価証券 

   時価のあるもの 

   中間連結決算日の市場価格

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､投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合へ

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 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｡ 

(イ)有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

同左 

  ②関係会社株式 

   移動平均法による原価法 

③その他有価証券 

時価のあるもの 

    中間連結決算日の市場価格

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) 

時価のないもの 

    同左 

 

(イ)有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

同左 

   ②関係会社株式 

       同左 

③その他有価証券 

時価のあるもの 

連結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 

    同左 

 

 

 
(ロ)たな卸資産 

  商品 

  総平均法による原価法 

  仕掛品  

  個別法による原価法 

(ロ)たな卸資産 

  商品 

    同左 

  仕掛品 

同左 

(ロ)たな卸資産 

 商品 

   同左 

 仕掛品 

   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)

 (2) 重要な減価償

却資産の減価償

却方法 

(イ)有形固定資産 

   定率法 

   ただし､平成10年 

4月１日以降に取得し

た建物(建物付属設備

は除く)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｡ 

(イ)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (イ)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物 ６年～45 年

車輌運搬具及び

工具器具備品 
２年～20 年

 

同左 同左 

  (ロ)無形固定資産 

   定額法 

   ただし､自社利用のソ

フトウエアについては､

社内における見込利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法、市場販売目的

のソフトウエアについ

ては､販売見込数量に基

づく方法によっており

ます｡ 

 (ハ)長期前払費用 

   法人税法に規定する

期間にわたる均等償却

によっております｡ 

 (ロ)無形固定資産 

   定額法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハ）長期前払費用 

同左 

 (ロ)無形固定資産 

   定額法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ハ)長期前払費用 

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) 

(3) 重要な引当

金の計上基準 

 

 (イ)貸倒引当金 

   債権の貸倒れに備え

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｡ 

 (イ)貸倒引当金 

同左 

 (イ)貸倒引当金 

同左 

  (ロ)賞与引当金 

   連結財務諸表提出会

社は､従業員に対して

支給する賞与の支出に

充てるため､実際の支

給見込額に基づき計上

しております｡ 

 (ロ)賞与引当金 

   一部の子会社につい

て従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため､実際の支給見

込額に基づき計上して

おります｡ 

 (ロ)賞与引当金 

連結財務諸表提出会

社は､従業員に対して

支給する賞与の支出に

充てるため､実際の支

給見込額に基づき計上

しております｡ 

 (ハ)退職給付引当金 

   連結財務諸表提出会

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

退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づ

き､当中間連結会計期

間末において発生して

いると認められる額を

計上しております｡  

(ハ)退職給付引当金 

同左 

(ハ)退職給付引当金 

   連結財務諸表提出会

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

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき､当連

結会計年度において発

生していると認められ

る額を計上しておりま

す｡ 

   (ニ)債務保証損失引当金 

   保証先への債務保証

等の損失に備えるた

め､被保証者の財政状

態を勘案し､損失負担

見込額を計上しており

ます｡ 

 (ニ)債務保証損失引当金

同左 

 

 

 

 

 (ニ)債務保証損失引当金  

――― 
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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) 

 (4) 中間連結財務

諸表(連結財務

諸表)の作成の

基礎となった連

結会社の中間財

務諸表(財務諸

表)の作成に当

たって採用した

重要な外貨建の

資産又は負債の

本邦通貨への換

算の基準 

外貨建金銭債権債務は､

中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し､換算差額は損益として

処理しております｡ 

外貨建金銭債権債務

は､中間連結決算日の直

物為替相場により円貨に

換算し､換算差額は損益

として処理しておりま

す｡ 

なお､在外子会社等の

資産及び負債は､中間連

結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し､収

益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し､

換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定

に含めております｡ 

外貨建金銭債権債務は､

連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し､換

算差額は損益として処理

しております｡ 

なお､在外子会社等の資

産及び負債は､連結決算日

の直物為替相場により円

貨に換算し､収益及び費用

は期中平均相場により円

貨に換算し､換算差額は資

本の部における為替換算

調整勘定に含めておりま

す｡ 

(5) 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｡ 

同左 同左 

(6) 重要なヘッジ

会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについ

ては､特例処理の要件を

満たしておりますので､

特例処理を採用してお

ります｡ 

 ②ヘッジ手段とヘッジ

対象 

(ヘッジ手段) 

  金利スワップ 

 (ヘッジ対象) 

  借入金の利息 

 ③ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利

スワップ取引を行ってお

り､ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っており

ます｡ 

 ①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 ②ヘッジ手段とヘッジ

対象 

同左 

 

 

 

 ③ヘッジ方針 

同左 

 ①ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについ

ては､特例処理の要件を

満たしておりますので､

特例処理を採用してお

ります｡ 

 ②ヘッジ手段とヘッジ

対象 

(ヘッジ手段) 

  金利スワップ 

 (ヘッジ対象) 

  借入金の利息 

 ③ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利

スワップ取引を行ってお

り､ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っており

ます｡ 
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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) 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方

法 

  リスク管理方針に従

って､以下の条件を満

たす金利スワップを締

結しております｡ 

 ⅰ 金利スワップの想

定元本と長期借入金

の元本金額が一致し

ている｡ 

 ⅱ 金利スワップと長

期借入金の契約期間

及び満期が一致して

いる｡ 

 ⅲ 長期借入金の変動

金利のインデックス

と金利スワップで受

払いされる変動金利

のインデックスがＴ

ＩＢＯＲ＋1.0％で

一致している｡ 

 ⅳ 長期借入金と金利

スワップの金利改定

条件が一致してい

る｡ 

 ⅴ 金利スワップの受

払い条件がスワップ

期間を通して一定で

ある｡ 

  従って､金利スワップ

の特例処理の要件を

満たしているので中

間連結決算日におけ

る有効性の評価を省

略しております｡ 

 ④ヘッジ有効性評価の

方法 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方

法 

  リスク管理方針に従

って､以下の条件を満

たす金利スワップを締

結しております｡ 

 ⅰ 金利スワップの想

定元本と長期借入金

の元本金額が一致し

ている｡ 

 ⅱ 金利スワップと長

期借入金の契約期間

及び満期が一致して

いる｡ 

 ⅲ 長期借入金の変動

金利のインデックス

と金利スワップで受

払いされる変動金利

のインデックスがＴ

ＩＢＯＲ＋1.0％で

一致している｡ 

 ⅳ 長期借入金と金利

スワップの金利改定

条件が一致してい

る｡ 

 ⅴ 金利スワップの受

払い条件がスワップ

期間を通して一定で

ある｡ 

  従って､金利スワップ

の特例処理の要件を

満たしているので連

結決算日における有

効性の評価を省略し

ております｡ 
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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)

(7) その他中間連結財

務諸表(連結財務諸

表)作成のための基

本となる重要な事項 

 

 (イ)消費税等の処理方

法 

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｡ 

(ロ)買取債権の会計処理 

買取債権の代金回収

に際しては､個別債権

毎に回収代金を買取債

権の取得価格より減額

し､個別債権毎の回収

代金が取得価格を超過

した金額を純額で収益

計上しております｡ 

(ハ)営業用投資有価証券

の会計処理 

当社グループがＭ

＆Ａ事業の営業取

引として営業投資

目的で取得した有

価証券については､

｢営業用投資有価証

券｣として｢流動資

産の部｣に計上して

おり､かつ､その損

益は営業損益とし

て表示することと

しております｡ 

なお､当該投資に

より､一時的に営業

投資先の意思決定機

関を支配している要

件及び､営業投資先

に重要な影響を与え

ている要件を満たす

こともありますが､

その所有目的は営業

投資であり､傘下に

入れる目的で行われ

ていないことから､

当該営業投資先は子

会社及び関連会社に

該当しないものと

し､連結の範囲に含

めず､また､持分法も

適用いたしません｡ 

 (イ)消費税等の処理方

法 

同左 

 

 

 

(ロ)買取債権の会計処理

――― 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ)営業用投資有価証券

の会計処理 

同左 

 (イ)消費税等の処理方

法 

同左 

 

 

 

(ロ)買取債権の会計処理 

買取債権の代金回収

に際しては､個別債権

毎に回収代金を買取債

権の取得価格より減額

し､個別債権毎の回収

代金が取得価格を超過

した金額を純額で収益

計上しております｡ 

(ハ)営業用投資有価証券

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､要求払預

金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来

する流動性の高い､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

負わない短期的な投資

であります｡ 

同左 同左 
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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 

 

 
 
 
 

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) 

 当中間連結会計期間から｢固定資

産の減損係る基準｣(｢固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する

意見書｣(企業会計審議会 平成14

年8月9日))及び｢固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針｣(企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号)を適

用しております｡ 

 これにより税金等調整前中間純

利益が53,954千円減少しておりま

す｡ 

 なお､減損損失累計額について

は､改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控

除しております｡ 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から｢固定資産の

減損に係る会計基準｣(｢固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書｣(企業会計審議会 平成

14年8月9日))及び｢固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針｣(企業

会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用しております｡ 

 これにより税金等調整前純損失

が53,954千円増加しております｡ 

 なお､減損損失累計額について

は､改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該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

関する会計基準等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正) 

当中間連結会計期間から｢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)並びに改正後の

｢自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準｣(企業会計基準

委員会 終改正平成18年８月11

日 企業会計基準第１号)及び｢自

己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準の適用指針｣(企業

会計基準委員会 終改正平成18

年８月11日 企業会計基準適用指

針第２号)を適用しております｡ 

この変更が損益に与える影響はあ

りません｡ 

なお､従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は2,611,136千円であ

ります｡ 

中間連結財務諸表規則の改正によ

り､当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は､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｡ 

――― 
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(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関係） 

 前中間連結会計期間において｢連結調整勘定｣として

掲記されていたものは､｢のれん｣と表示しております｡ 

 

(中間連結損益計算書) 

 前中間連結会計期間において､特別損失の｢その他｣

に含めて表示しておりました｢固定資産除却損｣(前中

間連結会計期間1百万円)については､特別損失の総額

の100分の10超となったため当中間連結会計期間より

区分掲記しております｡ 

(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間において､区分掲記しておりまし

た営業外収益の｢受取配当金｣(当中間連結会計期間42千

円)及び営業外費用｢手形売却損｣(当中間連結会計期間

29千円)については､金額が僅少となったため､当中間連

結会計期間よりそれぞれ営業外収益の｢その他｣､営業外

費用の｢その他｣に含めて表示しております｡ 

 前中間連結会計期間において､｢連結調整勘定償却額｣

として掲記されていたものは､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｡ 

 

――― 

 

 

(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において､｢連結調整勘定償却

額｣として掲記されていたものは､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。 

 
 

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) 

 (ストック・オプション等に関する

会計基準) 

 当中間連結会計期間より｢ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準｣(企業会計基準第８号 平成17

年12月27日)及び｢ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準の適用指

針｣(企業会計基準適用指針第11号

平成18年５月31日)を適用しており

ます｡ 

この変更に伴う損益への影響は

ありません｡ 
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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) 

前連結会計年度末 

(平成18年 3月31日) 

１ 有形固定資産の減価償却累計額

は､146,841千円であります｡ 

１ 有形固定資産の減価償却累計額

は､172,890千円であります｡ 

１ 有形固定資産の減価償却累計額

は､174,595千円であります｡ 

２ 受取手形割引高は12,914千円で

あります｡ 

２ 受取手形裏書譲渡高は63,609千

円であります｡ 

２     ――― 

３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次

のとおりであります｡ 

取引先の金融機関からの借入の担

保 

現金及び預金 20,160千円

金融機関からの借入金の担保 
現金及び預金 40,000千円

営業用投資有価証券 502,000千円

投資有価証券 27,225千円

対応する債務 
短期借入金 162,510千円

長期借入金 437,490千円 

３ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次

のとおりであります｡ 

取引銀行からの借入金の担保 
 
現金及び預金 125,000千円

営業用投資有価証券 374,625千円

投資有価証券 24,750千円

 
 
対応する債務 
短期借入金 474,680千円

長期借入金 179,140千円 

３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の

とおりであります｡ 

取引銀行からの借入金の担保 
 
現金及び預金 147,500千円

営業用投資有価証券 924,375千円

投資有価証券 28,170千円

 
 
対応する債務 

短期借入金 687,510千円

長期借入金 287,480千円 

４ 偶発債務 

 係争事件 

平成10年４月28日付のイタリ

ア国のイタルコム社からのL/C発

行手続不履行等による損害賠償

請求の提訴については､平成17年

６月２日付で相手側との和解が

成立し､解決いたしました｡ 

４ 偶発債務 

 係争事件 

オオタコーポレーションは平

成18年７月31日付で当社及びメデ

ィア２４１㈱を被告とする詐害行

為取消等請求(メディア２４１㈱

が㈱シーエス東京より譲受けたＣ

Ｓ放送事業に関するものであり､

請求金額8,595万円)の提訴を行な

っておりますが､当社及びメディ

ア２４１㈱は､今回の提訴は正当

性のないものと考えており､今後

裁判において当社の主張が正しい

ことを明らかにする所存でありま

す｡ 

４ 偶発債務 

 係争事件 

平成10年４月28日付のイタリ

ア国のイタルコム社からのL/C発

行手続不履行等による損害賠償

請求の提訴については､平成17年

６月２日付で相手側との和解が

成立し､解決いたしました｡ 

 

――― ５ 期末日が金融機関の休日であっ

た場合の手形の処理 

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末日

が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 681千円 

――― 
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 (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 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とおりでありま

す｡ 

・役員報酬 66,874千円

・給与手当 109,707千円

・支払手数料 63,798千円

・賞与引当金 

 繰入額 
5,172千円

・減価償却費 24,913千円

・貸倒引当金 

 繰入額 
20,032千円

 

１ 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とおりでありま

す｡ 

・役員報酬 75,034千円

・給与手当 274,298千円

・支払手数料 104,093千円

・減価償却費 14,036千円 

１ 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とおりでありま

す｡ 

・役員報酬 138,117千円

・給与手当 269,550千円

・支払手数料 175,057千円

・賞与引当金 

 繰入額 
11,378千円

・減価償却費 32,150千円

・貸倒引当金 

 繰入額 
15,927千円

 
２ 固定資産除却損の主な内容は次のと

おりであります｡ 

・ソフトウェア 93,542千円

・その他 3,609千円 

２ 固定資産除却損の主な内容は次のと

おりであります｡ 

・建物付属設備 9,071千円

・その他 3,503千円 

２ 固定資産除却損の主な内容は次のと

おりであります｡ 

・建物 12,162千円

・器具備品 3,886千円

・ソフトウェア 99,032千円 
３ 減損損失  

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ております｡ 

場所 用途 種類 

静岡県沼津市 
事業用資産 

(支社事務所) 
土地 

静岡県裾野市 遊休資産 土地 

東京都他 事業用資産 
無形固定資

産(その他) 

当社グループは､事業用資産に関しては

所在地別にグルーピングし､共有資産､遊休

資産については物件ごとにグルーピングし

ております｡ 

営業活動から生ずる損益が継続してマイ

ナスである資産グループ及び時価の下落の

著しい資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し当該減少額を減損損失

(53,954千円)として特別損失に計上してお

ります｡ 

資産別内訳は､土地 43,790 千円､無形固

定資産 10,164 千円であります｡ 

なお､回収可能価額は固定資産税評価額

等に基づいて算定しております｡  

３ 減損損失 

   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ております｡ 

場所 用途 種類 

東京都他 事業用資産 
有形固定資

産(その他)

東京都他 事業用資産 
無形固定資

産(その他)

 

当社グループは事業用資産に関しては所

在地別にグルーピングしております｡ 

営業活動から生ずる損益が継続してマイ

ナスである資産グループ及び時価の下落の

著しい資産グループの帳簿価格を回収可能

価額まで減額し当該減少額を減損損失

(24,029千円)として特別損失に計上してお

ります｡ 

３ 減損損失  

当連結会計年度において､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ております｡ 

場所 用途 種類 

静岡県沼津市 
事業用資産 

(支社事務所)
土地 

静岡県裾野市 遊休資産 土地 

東京都他 事業用資産 
無形固定資

産(その他)

当社グループは､事業用資産に関しては

所在地別にグルーピングし､共有資産､遊

休資産については物件ごとにグルーピン

グしております｡ 

営業活動から生ずる損益が継続してマ

イナスである資産グループ及び時価の下

落の著しい資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額し当該減少額を減損

損失(53,954 千円)として特別損失に計上

しております｡ 

なお､回収可能価額は固定資産税評価

額等に基づいて算定しております｡  
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 
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並びに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（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 42,712,485 ― ― 42,712,485

合 計 42,712,485 ― ― 42,712,485

自己株式  

普通株式 10,983 ― ― 10,983

合 計 10,983 ― ― 10,983

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

 区 分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる株

式の種類 
前連結会計

年度末 

当中間連結

会計期間増加

当中間連結 

会計期間減少 

当中間連結

会計期間末

当中間連結会

社期間末残高

(千円) 

平成 18 年 8 月 30 日発

行トランスデジタル株

式会社新株予約権 

普通株式 ― 4,500,000 ― 4,500,000 40,500

平成 21 年 8 月 30 日満

期無担保転換社債型新

株予約権付社債 

普通株式 ― 3,623,188 ― 3,623,188 ―
提出会社 

ストック・オプション

としての新株予約権 
 ―

連結子会社   1,000

合   計  41,500

 
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)  
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)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 

(平成17年 9月30日現在) 

現金及び預金残高 2,250,641千円

預入期間が３か月 
を超える定期預金等 △60,160千円

現金及び現金同等物 2,190,480千円 

(1)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 

(平成18年 9月30日現在)

現金及び預金残高 1,020,612千円

預入期間が３か月 
を超える定期預金等

△125,000千円

現金及び現金同等物 895,612千円 

(1)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18年 3月31日現在)

現金及び預金残高 1,968,124千円

預入期間が３か月 
を超える定期預金等 △147,500千円

現金及び現金同等物 1,820,624千円 
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セグメント情報 

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) 

  

  

システム

開発事業

(千円) 

ｼｽﾃﾑ機器 

販売事業 

(千円) 

投資事業

 

(千円) 

ＩＴセキュ

リティ事業

(千円) 

EC･ﾏｰｹﾃｨ

ﾝｸﾞ事業

(千円) 

計 

  

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

  

(千円) 

Ⅰ 売上高及び 

  営業損益 
   

 

 
     

  売上高    
 

 
     

１ 外部顧客に 

  対する売上高 
499,253 1,142,643 1,306,798 7,774 375,484 3,331,954 ― 3,331,954

２ セグメント 

  間の内部 

  売上高又は 

  振替高 

5,494 ― ― ― ― 5,494 (5,494) ―

計 504,747 1,142,643 1,306,798 7,774 375,484 3,337,448 (5,494) 3,331,954

  営業費用 560,659 1,142,146 205,076 61,646 374,112 2,343,641 125,188 2,468,829

  営業利益又は 

  営業損失(△) 
△55,911 497 1,101,721 △53,871 1,371 993,807 (130,682)  863,125
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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) 

  

  

システム

開発事業

(千円) 

機器販売 

事業 

(千円) 

投資事業

 

(千円) 

ＩＴセキュ

リティ事業

(千円)

EC･ﾏｰｹﾃｨ

ﾝｸﾞ事業

(千円)

その他

 

(千円)

計 

  

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

  

(千円)

Ⅰ 売上高及び 

  営業損益 
   

 

 
     

  売上高    
 

 
     

１ 外部顧客に 

  対する売上高 
707,222 1,144,874 30,876 91,633 363,475 374,624 2,712,707 ― 2,712,707

２ セグメント 

  間の内部 

  売上高又は 

  振替高 

35,922 ― ― ― 33,879 10,000 79,801 (79,801) ―

計 743,145 1,144,874 30,876 91,633 397,354 384,624 2,792,509 (79,801) 2,712,707

  営業費用 587,517 1,125,308 110,012 226,453 438,877 517,744 3,005,915 133,639 3,139,555

  営業利益又は 

  営業損失(△) 
155,627 19,566 △79,135 △134,820 △41,523 △133,120 △213,406 (213,440) △426,847

  
(注) １ 事業区分は､売上集計区分によっております｡ 

 

２ 各事業の主要な内容 

(1) システム開発事業…………………ソフトウェアの開発･販売及び､受託計算､システム等管理

運営受託等 

(2) 機器販売事業………………………情報システム機器及び付随するソフトウェアの販売 

(3) 投資事業……………………………有価証券の売買､債券の売買､不動産の売買 

(4) ＩＴセキュリティ事業……………セキュリティ診断､コンサルティング及び教育等 

(5) ＥＣ・マーケティング事業………Ｗｅｂサイトでの情報提供及び販売 

(6) その他………………………………衣料品･服飾雑貨の販売､衛星放送チャンネルの運用､その 

                 他 

 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

 前中間連結会計 
期間（千円） 

当中間連結会計 
期間（千円） 

主な内容 
 

消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営

業費用の金額 

130,682 213,440 

親会社の管理部門

に係る費用であり

ます｡ 
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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) 
  

  

システム 

開発事業 

(千円) 

機器販売 

事業 

(千円) 

ＩＴセキュ

リティ事業

(千円) 

EC・マーケ

ディング

(千円) 

投資事業

(千円) 

その他 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社

(千円) 

連結 

  

(千円) 

Ⅰ 売上高及び 

  営業損益 
            

  売上高         

１ 外部顧客に 

  対する売上高 
 1,213,577 2,256,402 85,984 589,549 1,337,987 116,801  5,600,302 ―  5,600,302

２ セグメント 

  間の内部 

  売上高又は 

  振替高 

 ―  ―  ― ― ―  ― ―   ― ― 

計 1,213,577 2,256,402 85,984 589,549 1,337,987 116,801 5,600,302 ― 5,600,302

  営業費用 1,215,491 2,227,680 168,589 837,004 211,576 189,602 4,849,944 483,577 5,333,522

  営業利益又は 

  営業損失(△) 
△1,914 28,721 △82,605 △247,455 1,126,411 △72,800 750,357 (483,577) 266,779

(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております｡ 

２ 各事業の主要な内容 

(1) システム開発事業……………ソフトウェアの開発･販売及び受託計算､システム等管理運用

受託等 

(2) 機器販売事業…………………情報システム機器及び付随するソフトウェアの販売 

(3) ＩＴセキュリティ事業………セキュリティ診断､コンサルティング及び教育等 

(4) ＥＣ・マーケティング事業…Ｗｅｂサイトでの情報提供及び販売 

(5) 投資事業………………………有価証券の売買､債券の売買､不動産の売買 

(6) その他…………………………衣料品･服飾雑貨の販売､その他 

３ 当連結年度における営業費用のうち消却または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額

は483,577千円であり､その主なものは､親会社の管理部門に係る費用であります｡ 



 －34－

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) 

本邦の売上高は､全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため

所在地別セグメント情報の記載を省略しております｡ 

 

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) 

本邦の売上高は､全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため､

所在地別セグメント情報の記載を省略しております｡ 

 

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) 

本邦の売上高は､全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため､

所在地別セグメント情報の記載を省略しております｡ 

 
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) 

海外売上高が､連結売上高の10％未満のため､海外売上高の記載を省略しております｡ 

  

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､連結売上高の10％未満のため､海外売上高の記載を省略しております｡ 

  

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) 

海外売上高が､連結売上高の10％未満のため､海外売上高の記載を省略しております｡ 
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リース取引関係 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております｡ 
 
有価証券関係 

Ｉ 前中間連結会計期間(平成17年 9月30日) 

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) 

その他有価証券    

株式 183,923 533,418 349,495

  
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) 満期保有目的の債券 

    非上場外国債券 
1,500,000 

(2) その他有価証券 

    非上場株式 
276,533 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組

合への出資 
998,211 

  
Ⅱ 当中間連結会計期間(平成18年 9月30日) 

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) 

その他有価証券    

株式 677,500 399,375 △278,125 

 （注）当中間連結会計期間において､上記時価との差額のうち 313,375 千円を減損処理しております｡ 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 満期保有目的の債券 

    非上場外国債券 
1,500,000 

(2) その他有価証券 

    非上場株式 
108,363 

非上場国内社債 101,400 

投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資 
199,492 

(注) 当中間連結会計期間においてその他有価証券で時価評価されていない株式について 524,000 千円減

損処理を行っております｡ 
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Ⅲ 前連結会計年度(平成18年 3月31日) 

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) 

その他有価証券       

株式 677,500 952,545 275,045 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 満期保有目的の債券 

非上場外国債券 
1,500,000

(2) その他有価証券 

    非上場株式 
(注)133,163

非上場国内社債 101,400

匿名組合出資金 ―

投資事業有限責任組合 

 及びそれに類する組 

 合への出資 
699,492

(注) 当連結会計年度においてその他有価証券で時価評価されていない株式について 126,792 千円減損処

理を行っております｡ 

 
デリバティブ取引関係 

 半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております｡ 

 

ストック･オプション等関係 

 半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております｡ 
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(１株当たり情報) 
  

 

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株当たり純資産額 223.86円 61.15円 160.82円

１株当たり中間(当期)純利益 8.40円 △96.39円 △55.16円

潜在株式調整後１株当たり中間

(当期)純利益  8.22円 －円 －円

   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､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｡ 

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､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｡ 

 
１．1 株当たり純資産額 

項目 
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) 

前連結会計年度末 

(平成18年３月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

(千円) 
－ 2,761,841 －

普通株式に係る純資産額(千円) － 2,611,136 －

差額の主な内訳(千円)  

 新株予約権 － 41,500 －

 少数株主持分 － 109,204 －

普通株式の発行済株式数(千株) － 42,712 －

普通株式の自己株式数(千株) － 10 －

1株当たり純資産の算定に用いられた普通

株式の数(千株) 
－ 42,701 －

 

２．1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 

項目 
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) 

前連結会計年度末 

(平成18年３月31日)

中間連結損益計算上の中間(当期)純利益 

(千円) 
334,894 △4,115,851 △2,235,733

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 334,894 △4,115,851 △2,235,733

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

普通株式の期中平均株式数(千株) 39,864 42,701 40,535

潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純

利益の算定に用いられた中間(当期)純利

益調整額の主要な内訳(千円) 

 

 支払利息(税額相当額控除後) － － －

 事務手数料(税額相当額控除後) － － －

中間(当期)純利益調整額(千円) － － －

潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純

利益の算定に用いられた普通株式増加数

の主要な内訳(千株) 

 

 新株予約権 895 － －

普通株式増加数(千株) 895 － －

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

に含まれなかった潜在株式の概要 

平成17年１月27日臨

時株主総会決議､平成

17年１月27日取締役

会決議によるストッ

ク･オプション(株式

の数1,814千株) 

平成18年８月30日発

行トランスデジタル

株式会社新株予約権

(株式の数4,500千株) 

平成21年８月30日満

期無担保転換社債型

新株予約権付社債(株

式の数3,623千株) 

平成17年１月27日臨

時株主総会決議､平

成17年１月27日取締

役会決議によるスト

ック･オプション(株

式の数2,300千株) 
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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) 

  １ メディア２４１株式会社の設立 

  連結財務諸表提出会社は平成18年3月

29日開催の取締役会において､株式会

社シーエス東京より放送免許の実地権

を譲受し､スカパー241チャンネルの運

営を行う子会社｢メディア２４１株式

会社｣の設立を決議し､平成18年4月3日

に設立いたしました｡ 

(1) 会社の概要 

  ① 商号：メディア２４１株式会社 

  ② 代表者：毛利 洋一 

  ③ 所在地：東京都千代田区永田町 

        2-4-3 

  ④ (登記上の本店)：東京都港区赤坂

        1-12-32 

  ⑤ 資本金：6,500万円 

(平成18年4月現在) 

  ⑥ 従業員数：４名 

(平成18年4月現在) 

  ⑦ 主な事業内容 

    ａ スカパー241チャンネルを利

用した､当社各関連企業のEC

マーケティング事業における

物販業務 

    ｂ ＴＶ通販業務 

    ｃ 広告宣伝プロデュース業務 

２ 子会社であるフォリアルホールディン

グス株式会社の商号変更 

  連結財務諸表提出会社の子会社である

フォリアルホールディングス株式会社

は､平成18年3月30日開催の株主総会に

おいて､商号を｢ウーマン・ジャパン株

式会社｣に変更の決議を行い､平成18年

4月1日より商号を変更しております｡ 
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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 

(自 平成17年 4月 1日 

至 平成18年 3月31日) 

  ３ 新株予約権(ストック･オプション)の

取得､消却について 

  当社は平成18年５月29日開催の取締役

会において､平成17年１月27日開催の

臨時株主総会決議に基づく新株予約権

を取得し､無償で消却することを決議

いたしました｡ 

 (1) 取得､消却の対象となる新株予約権

臨時株主総会決議の日 平成17年1月27日

新株予約権の数 

23,000個（新株予

約権1個につき100

株） 

新株予約権の目的たる

株式の種類 
普通株式 

新株予約権の目的たる

株式の数 
2,300,000株

新株予約権の発行 

価額 
無償 

新株予約権行使時の払

込金額 
666円

新株予約権行使状況 行使実績なし 

(2) 新株予約権取得､消却の理由 

  当該新株予約権を発行後､当社の株価 

が低迷し､行使価格と時価が乖離して

おり､ストック・オプションの目的を果

たすことが現実的でない状況となった

ためであります｡ 
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５． 生産、受注及び販売の状況 

 

（１）生産実績
当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

金額 (千円)
前年同期比

　　　(%)

システム開発事業 214,871 44.2

ＩＴセキュリティ事業 83,859 1078.7

合計 298,730 60.4

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。
　　　２．金額は、販売価格によっております。
　　　３. 上記の金額に、消費税等は含まれておりません。
　　　４. 機器販売事業、ＥＣ・マーケティング事業及び投資事業につきましては、生産実績を定義する
　　　　　ことが困難なため、生産実績は記載しておりません。

（２）受注実績
当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

受注高
金額 (千円)

受注残高
金額(千円)

受注高
金額 (千円)

受注残高
金額(千円)

受注高
金額 (千円)

受注残高
金額(千円)

システム開発事業 394,561 278,839 1,036,964 631,211 642,403 352,372

ＩＴセキュリティ事業 7,774 　　－ 91,633 　　－ 83,859 　　－ 

合計 402,337 278,839 1,128,597 631,211 726,262 352,372

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。
　　　２. 上記の金額に、消費税等は含まれておりません。
　　　３. 機器販売事業、ＥＣ・マーケティング事業及び投資事業につきましては、受注高、受注残高を
　　　　　定義することが困難なため、受注高、受注残高は記載しておりません。

（３）販売実績
当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

金額 (千円)
前年同期比

　　　(%)

システム開発事業 207,969 41.7

機器販売事業 2,231 0.2

ＩＴセキュリティ事業 83,859 1,078.7

EC･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業 △ 12,009 △ 3.2

投資事業 △ 1,275,922 △ 97.6

その他 374,624 　　－ 

合計 △ 619,248 △ 18.6

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。
　　　２. 上記の金額に、消費税等は含まれておりません。
　　　３. 投資事業につきましては、販売実績を定義することが困難なため、営業実績を記載しております。

7,774

1,142,643

499,253

金額 (千円)

3,331,954

　　－ 

1,306,798

375,484

91,633

1,144,874

707,222

金額 (千円)

2,712,707

374,624

30,876

363,475

至 平成17年9月30日
自 平成17年4月 1日
前中間連結会計期間

至 平成18年9月30日
自 平成18年4月 1日
当中間連結会計期間

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

486,703

7,774

494,477

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

金額 (千円)

701,574

91,633

793,207

事業の種類別
セグメントの名称

事業の種類別
セグメントの名称

比較増減

事業の種類別
セグメントの名称

比較増減

比較増減
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

金額 (千円)

 
 
 
 
 


