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１．平成18年９月期の業績（平成17年10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 営業利益又は損失(△) 経常利益又は損失(△)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月期 4,449 △15.0 △145 － △123 －

17年９月期 5,234 △8.4 171 9.3 175 37.7

当期純利益又は損失
(△)

１株当たり
当期純利益又は損

失(△)

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年９月期 △299 － △5,850 56 － － △27.6 △6.5 △2.8

17年９月期 99 40.2 1,921 23 1,910 40 9.6 9.7 3.3

（注）①期中平均株式数 18年９月期 51,210株 17年９月期 48,676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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

④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であるため記載しておりません。 

(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月期 2,034 1,102 54.2 20,544 17

17年９月期 1,743 1,065 61.1 21,773 45

（注）①期末発行済株式数 18年９月期 53,676株 17年９月期 48,676株

②期末自己株式数 18年９月期 －株 17年９月期 －株

２．平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 2,300 10 4

通期 5,300 110 100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　1,863円03銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）  配当金総額

（百万円）

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 その他 年間

17年９月期 － 900.0 － 900.0 43 46.8 4.2

18年９月期 － 550.0 － 550.0 29 － 2.6

19年９月期（予想） － 900.0 － 900.0    

※　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。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

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 ※１ 639,503 283,979

２．売掛金  ※２ 531,597 433,680

３．商品 110,032 120,042

４．前払費用 27,209 15,351

５．繰延税金資産 7,502 －

６．未収入金  ※２ 61,159 69,095

７．未収還付法人税等 － 30,754

８．その他 3,051 2,086

貸倒引当金 △6,708 △5,111

流動資産合計 1,373,347 78.8 949,879 46.7

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物附属設備 5,982 210

減価償却累計額 △2,697 3,284 △14 195

２．工具器具備品 51,546 52,124

減価償却累計額 △12,466 39,080 △15,330 36,793

有形固定資産合計 42,365 2.4 36,988 1.8

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 184,920 177,798

２．電話加入権 3,138 3,242

無形固定資産合計 188,058 10.8 181,040 8.9
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前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

(3）投資その他の資産

１．関係会社株式 － 749,611

２. 関係会社出資金 80,279 44,981

３．長期貸付金 15,735 8,876

４．関係会社長期貸付金 － 7,073

５．長期前払費用 435 160

６．繰延税金資産 726 －

７．敷金等 42,240 55,876

８．その他 812 825

貸倒引当金 △704 △319

投資その他の資産合計 139,525 8.0 867,086 42.6

固定資産合計 369,949 21.2 1,085,115 53.3

資産合計 1,743,297 100.0 2,034,995 100.0
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前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

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 ※１ 381,588 306,441

２. １年内長期借入金  － 167,196

３．未払金 ※２ 27,235 31,329

４．未払費用 52,397 57,998

５．未払法人税等 57,884 4,171

６．前受金 282 1,558

７．預り金 143,112 110,149

８．未払消費税等 11,277 －

９．その他 134 181

流動負債合計 673,912 38.7 679,027 33.4

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 － 251,939

２. 長期預り金 3,650 1,300

固定負債合計 3,650 0.2 253,239 12.4

負債合計 677,562 38.9 932,266 45.8
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前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金  352,100 20.2 － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 320,732 －

資本剰余金合計 320,732 18.4 － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 10,003 －

２．任意積立金

別途積立金 20,000 －

３．当期未処分利益 362,898 －

利益剰余金合計 392,902 22.5 － －

資本合計 1,065,734 61.1 － －

負債資本合計 1,743,297 100.0 － －

 （純資産の部）

 Ⅰ　株主資本

 １. 資本金  － － 545,250 26.8

 ２．資本剰余金

  (1) 資本準備金 － 513,882

 資本剰余金合計 － － 513,882 25.3

 ３．利益剰余金

 (1) 利益準備金 － 10,003

 (2) その他利益剰余金

 別途積立金 － 20,000

 繰越利益剰余金 － 13,593

 利益剰余金合計 － － 43,596 2.1

 株主資本合計 － － 1,102,729 54.2

 純資産合計 － － 1,102,729 54.2

 負債純資産合計 － － 2,034,995 100.0
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  ※１ 5,234,396 100.0 4,449,040 100.0

Ⅱ　売上原価

１．商品期首たな卸高 110,594 110,032

２．当期商品仕入高 3,838,174 3,270,633

合計 3,948,768 3,380,665

３．商品期末たな卸高 ※２ 110,032 3,838,735 73.3 120,042 3,260,623 73.3

売上総利益 1,395,660 26.7 1,188,417 26.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．役員報酬 33,900 45,480

２．給与手当 560,548 612,070

３．賞与 13,850 －

４．福利厚生費 69,071 72,691

５．旅費交通費 73,390 76,948

６．広告費 30,207 30,839

７．通信費 26,738 30,321

８．顧問料 29,824 35,413

９．減価償却費 32,088 38,653

10．賃借料 75,258 81,489

11．業務委託費  ※１ － 141,894

12．貸倒引当金繰入額 1,356 1,229

13．その他 278,133 1,224,369 23.4 166,930 1,333,961 30.0

営業利益又は営業損失
(△)

171,290 3.3 △145,544 △3.3

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 712 653

２．受取手数料 1,938 466

３．経営指導料 － 27,184

４．保険解約返戻金 1,647 －

５．その他 353 4,652 0.1 77 28,382 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 － 2,306

２．株式交付費 － 3,723

３．為替差損 737 452
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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

４. その他 － 737 0.6 69 6,552 0.1

経常利益又は経常損失
(△)

175,204 3.3 △123,714 △2.8

Ⅵ　特別損失

１．損害賠償金 － 6,653

２．関係会社出資金評価損 － 49,552

３．固定資産除却損  ※３ － 4,468

４．本社移転費用 － 6,470

５．関係会社買収手数料  － 88,164

６．仲介手数料 － － － 2,500 157,809 3.5

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失(△)

175,204 3.3 △281,524 △6.3

法人税、住民税及び事業
税

75,975 9,854

法人税等調整額 △178 75,797 1.4 8,228 18,082 0.4

当期純利益又は当期純損
失(△)

99,407 1.9 △299,607 △6.7

前期繰越利益 263,490 －

当期未処分利益 362,898 －
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(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）  

株主資本

純資産合計
 資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金 
 資本剰余金

合計
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 
別途積立金 

繰越利益剰
余金 

平成17年９月30日　残高

（千円）
352,100 320,732 320,732 10,003 20,000 362,898 392,902 1,065,734 1,065,734

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 193,150 193,150 193,150     386,300 386,300

剰余金の配当（千円）（注）      △43,808 △43,808 △43,808 △43,808

役員賞与（千円）（注）      △5,890 △5,890 △5,890 △5,890

当期純損失（千円）      △299,607 △299,607 △299,607 △299,607

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）

（千円）

         

事業年度中の変動額合計

（千円）
193,150 193,150 193,150 － － △349,305 △349,305 36,994 36,994

平成18年９月30日　残高

（千円）
545,250 513,882 513,882 10,003 20,000 13,593 43,596 1,102,729 1,102,729

 （注）平成17年12月の定時株主総会における利益処分項目であります。　
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17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

税引前当期純利益 175,204

減価償却費 32,088

権利金償却 2,119

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

1,130

受取利息 △712

売上債権の増減額
（増加：△）

57,225

たな卸資産の増減額
（増加：△）

561

その他流動資産の増減額
（増加：△）

△5,901

仕入債務の増減額
（減少：△）

△227,873

未払消費税等の増減額
（減少：△）

5,261

その他流動負債の増減額
（減少：△）

△26,494

長期預り金の増減額
（減少：△）

1,455

小計 14,066

利息及び配当金の受取額 713

法人税等の支払額 △25,842

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△11,062
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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

貸付けによる支出 △23,000

貸付金の回収による収入 7,864

出資による支出 △63,494

有形固定資産の取得による
支出

△37,894

無形固定資産の取得による
支出

△125,566

敷金等の増減額 1,856

その他 191

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△240,042

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

配当金の支払額 △41,752

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△41,752

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

－

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △292,857

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

757,361

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

※ 464,503

 （注）当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

関係会社出資金

　移動平均法による原価法を採用しており

ます。

関係会社株式及び関係会社出資金

　移動平均法による原価法を採用しており

ます。

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

　移動平均法による低価法を採用しており

ます。

商品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。 

なお主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物附属設備　15～18年

工具器具備品　５～８年

 建物附属設備　15年

 工具器具備品　５～８年

(2）無形固定資産

　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）

に基づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　少額固定資産（10万円以上20万円未

満）については、均等償却（３年）をし

ております。

(3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 ― 　株式交付費は、支出時に全額費用として

処理しております。

５．引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権・貸付金等の貸倒損失に備える

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検討し、回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金

同左

６．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

７．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か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。

―

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 ──────  （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。これによる損

益の影響はありません。

 ──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 　　当事業年度より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は1,102,729千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 ──────

 

 （損益計算書）

前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表

示しておりました「業務委託費」は、販売費及び一般管理

費の100分の５を超えたため区分掲記しました。

なお、前期における「業務委託費」の金額は59,515千円で

あります。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

※１．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。

※１．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。

定期預金        115,000千円 定期預金 115,000千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

買掛金        60,667千円 買掛金 50,073千円

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．　　―

 

授権株式数　　　普通株式       176,400株

発行済株式総数　普通株式       48,676株

  

  

  

※３．関係会社に係る注記

　　　区分掲記したもの以外で各科目に含まれている関係

会社に対するものは次のとおりであります。

※３．関係会社に係る注記 

　　　区分掲記したもの以外で各科目に含まれている関係

会社に対するものは次のとおりであります。

未払金       11,487千円  売掛金  　26,544千円

 未収入金 15,227千円　

 未払金 3,209千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１．　―　 ※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

  　　関係会社への売上高　　　　　　　　70,272千円

  　　関係会社への業務委託費　　　　　　38,669千円

※２．　― ※２．商品期末たな卸高には、次のものが含まれておりま

す。 

  　　商品評価損　　　　　　　　　　　　12,936千円

※３．　― ※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

  　　建物附属設備　　　　　　　　　　　 4,468千円

（株主資本等変動計算書関係）

 当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

（１）自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

※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17年９月30日現在）

現金及び預金勘定 639,503千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △175,000千円

現金及び現金同等物 464,503千円

 　（注）当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

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

及び期末残高相当額

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

及び期末残高相当額

     当事業年度末において、リース契約残高がないため、

該当事項はありません。
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

建物附属設備 7,993 1,065 6,927

工具器具備品 21,298 4,182 17,116

長期前払費用 919 746 172

合計 30,211 5,995 24,215

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

     当事業年度末において、リース契約残高がないため、

該当事項はありません。

１年内 5,724千円

１年超 18,732千円

合計 24,456千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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      3,441千円

減価償却費相当額      3,112千円

支払利息相当額   73千円

支払リース料 4,198千円

減価償却費相当額 3,920千円

支払利息相当額 456千円

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。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

５．利息相当額の算定方法

同左

 

 

 （減損損失について）

 　リース資産に配分された減損損失はありません。

②　有価証券

前事業年度（平成17年９月30日現在）

　該当事項はありません。

当事業年度（平成18年９月30日現在）

　関係会社株式及び関係会社出資金で時価のあるものはありません。

③　デリバティブ取引

前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日） 

 当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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④　退職給付

前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

　当社は、退職給付制度を採用しておりませんので該当事項はありません。

 当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

⑤　税効果会計

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税    5,192千円

貸倒引当金繰入超過額  2,596　　

ソフトウェア償却超過額      439

繰延税金資産合計     8,228千円

繰延税金資産

貸倒引当金繰入超過額 2,165千円

商品評価損 5,264

ソフトウェア償却超過額 1,143

関係会社出資金評価損 20,163 

支払手数料 35,874 

損害賠償金 244 

税務上の繰越欠損金 59,327 

繰延税金資産小計 124,179千円

評価性引当金 △124,179 

繰延税金資産の純額 ―　千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については、税引前当期純損失を計上している

ため記載しておりません。

（％）

法定実効税率 40.7

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.7

住民税均等割等 1.4

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.3

 

  

 

  

  

  

  

⑥　持分法損益等

前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日） 

 当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 伊藤秀博 － －

当社代表

取締役社

長

(被所有)

直接

17.6％

－ －

当社仕入債

務に対する

保証

37,854 買掛金 －

当社事業所

等賃借契約

保証

－ － －

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社等

株式会社

インフォ

ニックス

愛知県

名古屋市
225,000

通信サー

ビス・ビ

リング

サービス

提供

－
兼任

１名

当社販

売商品

の仕入 

当社販売商

品の仕入 
8,740 買掛金 1,412

　（注）１．当社は、西日本電信電話株式会社の仕入債務に対して代表取締役社長伊藤秀博より債務保証を受けておりま

す。なお、保証料の支払いは行っておりません。

２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等は、一般の取引先と同様に両社間の交渉により決定しており、支払条件

も一般の取引先と同様であります。

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

－ 17 －



（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額      21,773.45円

１株当たり当期純利益金額         1,921.23円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
        1,910.40円

 当社は、平成16年10月20日付で株式１株につき４株

の株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 20,727.22円 

１株当たり当期純利益金額 1,545.96円 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
1,528.23円 

１株当たり純資産額 20,544.17円

１株当たり当期純損失金額 5,850.56円

 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であるため記載しておりま

せん。

 

  

  

  

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は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。

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 99,407 △289,355

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,890 －

（うち利益処分による役員賞与金） (5,890) （　－　）

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

(△)（千円）
93,517 △289,355

期中平均株式数（株） 48,676 51,210

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 276 －

　（うち新株引受権（株）） (276) （　－　） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

―  ―
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

①株式の取得による子会社化

  平成17年９月16日開催の取締役会決議に基づき、株

式会社コムズの株式取得について、既存株主との間で

株式譲受契約を平成17年10月３日に締結し、当社の

100％子会社となりました。

１．目的　

 　 株式会社コムズは、ビジネスホンの販売を中心に

オフィスの通信インフラ構築を事業とし、インター

ネットを活用して販売しております。

 　 当社は、チャネル拡大戦略の一環として創業来培っ

てきたプッシュ型営業手法と株式会社コムズが培っ

てきたプル型の営業手法を融合させることにより、

グループとして販売シナジーが図れ、事業の一層の

拡大と事業基盤拡充に寄与すると見込まれることか

ら、同社の株式を取得することに関し合意にいたり

ました。

２．当該会社の概要　　　

 　 商　号　　　　　　株式会社コムズ

　　主な事業内容　　　各種電話回線の加入取次ぎ　

　

 　　　　　　　　　　各社通信機器の販売・買入

 　資本金　　　　　　120,000千円

①株式の取得による子会社化

  平成18年８月18日開催の取締役会決議に基づき、株

式会社アレックシステムサービスの株式取得について、

既存株主との間で株式譲受契約を平成18年10月２日に

締結し、当社の子会社となりました。

１．目的　

 　 情報通信機器販売の分野においては、当社の営業

拠点のない北関東、信越地区をカバーすることとな

り、全国展開に向けた大きなステップとなります。

 　 また、当社に不足している携帯電話販売における

キャリアとの密接な取引関係を獲得するためです。

 

２．当該会社の概要　　　

 　 商　号　　　株式会社アレックシステムサービス

　　所在地　　　群馬県前橋市下石倉町26番５号　　

 　代表者　　　奥山　　千秋　　　　　　　

 　資本金　　　79,975千円

 従業員数　　78名

 

 　　　　　　　　　　（平成17年12月現在）

３．株式取得の時期 

 平成18年10月２日

 　売上高　　　　　　488,618千円

　　　　　　　　　　　　（平成17年６月現在）

３．株式取得の時期　　　

　　平成17年10月３日

４．取得株式数、取得価額及び取得後の所有株式の異

動　

 　 取得株式数　　　　800株

 　取得価額　　　　　225,236千円

　　取得による所有株式数の異動　

　　　取得前所有株式数　　　　　 －株

 　　　　　　　　　　　　（所有比率　　　－％）

 　　 取得後所有株式数　　　　　800株

  　　　　　　　　　　　　（所有比率　100.00％）

 ②当社は、平成17年12月17日開催の定時株主総会にお

いて、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定によ

るストックオプション（新株予約権）の発行につい

て、以下のとおり決議いたしました。

 　(1）発行の対象者

　当社の取締役、監査役および従業員、当社子

会社の取締役および従業員、当社フランチャイ

ズ加盟店の加盟店法人ならびにその取締役およ

び従業員

 　(2）新株予約権の目的たる株式の種類

　　普通株式　

 　 (3）新株予約権の発行価額

　　無償

４．取得株式数、取得価額及び取得後の所有割合　　

　

 　 取得株式数　　　　　 4,992株

 　取得価額　　　　　60,000千円

　　所有割合　　　　　　 62.40％　
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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 　(4）新株予約権の権利行使期間

平成19年12月18日から平成24年12月17日まで
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