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１．平成18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

（注）当社は、平成18年12月期より連結財務諸表を作成しているため、平成17年12月期の数値及び対前期増減率について

は記載しておりません。

(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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 2,703 － 22 － 18 －

17年12月期 － － － － － －

当期純利益
１株当たり
当期純利益

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12月期 11 － 1,224 71 1,180 27 1.2 1.1 0.7

17年12月期 － － － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年12月期 －百万円 17年12月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年12月期 9,398株 17年12月期 －株

③会計処理の方法の変更 有

④当期は連結初年度でありますので、自己資本当期純利益率及び総資産経常利益率の計算において期首の純資産額

及び総資産額は、前事業年度の金額により算出しております。

(2）連結財政状態 （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12月期 1,612 1,018 63.2 107,420 88

17年12月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月期 9,483.44株 17年12月期 －株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年12月期 0 △86 32 134

17年12月期 － － － －

(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 1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） 1社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31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 1,534 11 6

通期 3,445 113 65

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6,934円07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連結添付資料の６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（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社株式会社ジャパン・モバイル・プラットホームにより構

成されております。当社グループは、ネットワーク関連商品の輸入、開発、販売とサポート及びネットワークインテグレー

ションを主な事業としており、主要取扱分野及び製品は次の通りであります。

 

事業部門 製品分野 主要取扱製品

 

 ネットワークソリューション事業

 

インフラ・ネットワーク製品
スイッチ、ルータ、無線LAN、ケーブリ

ング、組込型無線モジュール

セキュリティ製品
ファイアウォール/VPN、ウイルス・ス

パム対策

認証・アプリケーション製品 帯域制御、ログ監視・分析、認証系

 ネットワークサービス事業
コンサルティングと提案、設置・構築、

技術サポート、保守

設置、構築、サポート、保守、遠隔監

視、管理分析、業務受託等

 

当社グループの事業系統図及び関係会社の業況は次の通りであります。

 

[事業系統図]
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・ 顧客にサービス等の付加
価値を提供し、継続的な
取引関係を確立。 
・ 営業部門と技術部門との
情報共有により、顧客ニ
ーズを把握。 

・ 技術的に次世代を担う商
品であること。 
・ ディストリビュータ契約
を締結または自社で開発。 

・ 「ネットワークサービス事
業」において、顧客の問題
点、ニーズを創出。 
・ 「ネットワークソリューシ
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　[関係会社の業況]

当連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。

名称 住所
資本金

（千円）
主要な事業の内容

議決権の

所有割合(%)
関係内容

（連結子会社）

㈱ジャパン・モバイ

ル・プラットホーム

神奈川県

横須賀市
10,000  通信機器事業 51 役員の兼任1名。
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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、創業当初より「日本に紹介されていない技術力を持った商品によって顧客を啓蒙し、新しいマーケッ

トを確立する」という戦略をかかげ、通信事業者や一般企業を対象に、ネットワークソリューション事業及びネットワー

クサービス事業を展開しております。先進的なソリューション及び商品の開発、顧客の多様な要望に柔軟に対応可能な高

い技術力をコアコンピタンスとして、さらなる安定と成長の実現を目指してまいりたいと考えております。

（2）会社の利益分配に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと考えております。経営基盤の一層の強化と事業拡大に必要な

内部留保の充実を考慮しつつ、業績に連動した株主配当を行うことを基本方針としております。具体的には単体業績ベー

スの配当性向25％を目処とし、特別な損益等の特殊要因により税引後当期純利益が大きく変動する営業年度については、

その影響を考慮し配当額を決定いたします。

　この方針に基づき、平成18年12月期につきましては、１株につき300円の配当を実施する予定であります。

 

（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、株式市場における株式の流動性向上のため、投資単位の引き下げを重要事項として認識しております。

今後につきましては、株式市場の動向、当社株価の推移、引下げに伴う費用等を勘案し慎重に検討していく方針でありま

す。

（4）目標とする経営指標

　売上高成長率及び売上高経常利益率を重要な経営指標と考えております。機器の販売を中心とした「ネットワークソ

リューション」事業による売上規模の拡大、収益性の高い「ネットワークサービス」事業、この二つの事業の相乗効果に

より、効率的な売上及び利益計上を目指してまいります。 

 

（5）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　当社グループの属するネットワーク市場におきましては、企業の設備投資に対する投資効果の厳格化やネットワーク関

連商品のコモディティ化が進むほか、同市場における企業間の競争はより一層激しさを増していくものと予想されますが、

インターネットを中心としたブロードバンド化やセキュリティ関連等の派生的分野のニーズは引き続き堅調に推移するも

のと期待されております。

　当社グループといたしましては、①全国的な拠点展開を視野に入れた営業力・サポート力強化による顧客満足度の継続

的な向上、②当社が創業以来培ってきた"商品開拓力"を生かした先端的な技術・製品の積極的な市場への投入、③コモディ

ティ化傾向にあるルータ・スイッチについては有望なアジア圏ベンダの発掘、④付加価値の高い独自サービス事業や新規

分野での開発受託事業の事業化、⑤優秀な人材の確保及び教育、を通じて継続的な成長を実現してまいります。

 

（6）親会社に関する事項

　該当事項はございません。
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３．経営成績及び財政状態
当連結会計期間は、連結財務諸表の作成初年度であるため、前連結会計期間との対比は行っておりません。

（1）経営成績

　当連結会計期間におけるわが国の経済情勢は、原油価格の動向や米経済の減速などが懸念されつつも、企業収益は高水

準で推移し設備投資も引き続きの増加を見せるなど、国内景気は緩やかに上向きの方向で推移しました。しかしながらネッ

トワーク市場におきましては、設備投資需要の高まりは感じられるものの、投資効果がより厳格に問われる状況に変わり

はなく、設備投資に対して慎重な状況が続いております。

　このような経済状況の中、当社グループは、商品ラインアップのより一層の強化に取り組み、当連結会計期間中に新た

にLogLogic社、Isilon Systems社、Crossbeam Systems社、Secure Associates社、Imperva社など計７社と代理店契約を締

結し販売を開始しました。また、新しい分野での取り組みとしてマネージドVPNサービスの提供を１月に開始したほか、８

月にはFMC市場やEmbedded市場への参入のための活動を開始し、９月の日本シティネットワーク株式会社との業務提携、11

月の株式会社ジャパン・モバイル・プラットホームの買収などを通じてFMCサービスや組込型無線モジュールの提供体制の

早期確立に努めました。

　しかしながら、セキュリティ分野の特定の商品群及びネットワークサービス事業の売上は堅調に推移したものの、中国

Huawei-3Com社を始めとしたルータ・スイッチ等や認証・アプリケーション分野の商品の売上が不振に終わった結果、当連

結会計期間の売上高は2,703,252千円と下方修正後の売上計画である3,000,000千円を達成するには至りませんでした。

　一方、利益につきましては、業務フロー及びコストの見直しに関わる各種施策の実行により、業務効率の向上、販売費

及び一般管理費の削減を図った結果、当連結会計期間の営業利益は22,236千円、経常利益は18,417千円、当期純利益は

11,510千円となり、下方修正後の利益計画である経常利益17,000千円、当期純利益10,000千円をそれぞれ僅かながら上回

りました。　

　

事業部門別の営業概況は次のとおりであります。 

①ネットワークソリューション事業

　ネットワークソリューション事業の売上高は、1,963,468千円となりました。Fortinet社・Ironport社等のセキュリティ

分野の商品は、販売強化に取り組んだ結果、堅調に推移しましたが、市場での立ち上がりの遅れにより当連結会計期間中

に計画・戦略の見直しを行った中国Huawei-3Com社の商品が低調に推移したほか、特定通信事業者向けスイッチ継続納入案

件の年度末における急激な出荷の落ち込み、また、認証・アプリケーション分野商品で当連結会計期間中に受注・出荷を

予定しておりました大口案件についても顧客による計画見直し等の要因が重なり厳しい結果となりました。

②ネットワークサービス事業　

　ネットワークサービス事業の売上高は、739,784千円となりました。保守及び技術サポートサービスが好調に推移したほ

か、当連結会計期間より提供を開始した当社独自のサービス商品であるマネージドVPNサービスも教育事業者の全国拠点向

け案件が順調に拡がりを見せており、着実に伸長しております。

　なお、事業部門別構成比は次のとおりであります。

 事業部門別

平成18年12月期

金額(千円) 構成比(％)

ネットワークソリューション事業 1,963,468 72.6

ネットワークサービス事業 739,784 27.4

合計 2,703,252 100.0

 

（2）財政状態

①資産・負債・資本の状況

　当連結会計年度末における総資産は1,612,866千円となりました。主な内訳は流動資産1,145,520千円、固定資産463,166

千円、流動負債594,146千円、株主資本1,018,170千円であります。

②キャッシュ・フロー分析

　当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。）の期末残高は134,323千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、678千円となりました。これは、主に売上債権が107,957千円

増加し、たな卸資産が105,591千円減少したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
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　当連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、86,779千円となりました。これは、主に有形固定資産の取得

による93,802千円の支出と、敷金保証金の払戻による8,794千円の収入によるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は、32,286千円となりました。これは、主に新株の発行による

45,335千円の収入と配当金の支払い13,049千円があったことによるものです。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

 平成18年12月期

自己資本比率（％） 63.2

時価ベースの自己資本比率（％） 113.5

債務償還年数（年） －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 2.6

※自己資本比率：自己資本/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

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・

フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

 （3）次期の見通し

　企業各社の業績は緩やかな改善傾向が続いており、今年度も上向きで推移するものと予想される中で、当社グループの

属するネットワーク市場におきましては、ブロードバンド化を中心にインターネットを取り巻く環境は更に発展し、電子

商取引、モバイル環境、セキュリティ対策といった様々な関連分野のニーズも昨年に引き続きいっそう高まっていくもの

と考えております。一方、企業の設備投資に対する投資効果の厳格化、とりわけネットワークのインフラ設備に対する投

資には逡巡・手控えや検討段階から実導入までの長時間化が顕著になっております。また、ネットワーク関連商品のコモ

ディティ化は更に進むと思われ、同市場における企業間の競争は一層熾烈になるものと予想されます。

　当社グループといたしましては、前述の基本方針に基づき事業運営を行ってまいりますが、①J-SOX法対策商品である米

国LogLogic社や次世代クラスタストレージ分野の米国Isilon社のような先進的な新規商品の積極的な市場への投入、②コ

モディティ化傾向にあるルータ・スイッチについては中国Huawei-3Com社商品の国内市場への浸透、③マネージドVPNサー

ビスやFMCサービスをはじめとする独自のトータルソリューションの積極展開、④組込型無線モジュールビジネスの確立等

への取組みを通じて事業の拡大と収益性の向上に取り組んでまいります。

　以上により、平成19年12月期の当社グループ連結の業績見通しにつきましては、売上高3,445百万円、経常利益113百万

円、当期純利益65百万円、当社単体の業績見通しにつきましては、売上高3,100百万円、経常利益100百万円、当期純利益

58百万円を見込んでおります。

 

（注）上記の業績予想は、現在入手可能な情報に基づき、当社グループが判断したものであり、将来の業績を確約・保証

するものではありません。業績予想には、様々な不確定要素が内在しており、実際の業績は本業績予想とは異なる場合が

あります。従いまして、本業績予想に全面的に依拠して投資判断を行うことは控えられるようお願いいたします。

 

 （4）事業等のリスク

 　当社グループの事業展開その他に関してリスク要因となる可能性がある主な事項を記載しております。また、投資判断

に重要な影響を及ぼす可能性のある事項についても、株主及び投資家に対する情報開示の観点から積極的に記載しており

ます。なお、文中における将来に関する事項は、本書類発表日現在において当社グループが判断したものであります。

①事業内容に関するリスクについて 

 （a）当社グループの属する市場の状況について

　ネットワーク関連市場は、ネットビジネスの新興企業の勃興のみならず一般企業へのネットワークの普及により、今後

も堅調に推移するものと予想されますが、市場の成長が当社グループの予測に見合わない場合には、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。また、市場規模の拡大に伴い競合他社との競争が激化するものと予想され、当社グルー

プの競争力及び市場の状況いかんによっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 （b）製品の陳腐化、適正在庫の確保等について

　ネットワーク関連市場は、市場規模が拡大しているのと同時に、短期間のうちに技術が進化しております。仕入製品の
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選択、製品開発にあたっては、積極的な最新技術動向の調査や市場調査の実施による顧客ニーズの見極め、特定の仕入先

への依存回避により市場への対応力を強化してまいりますが、製品の競争力いかんによっては、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。

　また、ネットワーク関連市場の急速な技術革新は当社グループの取扱商品及びサービスのライフサイクルを比較的短い

ものにしているため、保有在庫品の陳腐化により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　その他顧客ニーズへの迅速な対応、販売機会の最大化を目的に、適正在庫水準の維持に努めておりますが、当社グルー

プの対応を超える変動により製品の供給不足が生じた場合、顧客との間のビジネスチャンスを逸失し、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

 （c）製品の不具合が生じた場合の責任について

　当社グループは、ネットワーク関連商品の輸入、開発、販売とネットワーク構築等のサービス提供を主な業務としてお

ります。当社グループが納入するネットワーク関連機器やネットワーク構築等の請負業務については、機器単体の入出荷

検査等の実施や自社内での動作確認により不具合が生じないようにするための体制を整えておりますが、何らかの不具合

が生じた場合、顧客の信頼を喪失すると共に業績に影響を及ぼす可能性があります。

 （d）為替変動による影響について

　当社グループの取扱製品には、海外メーカの製品が占める割合が多く、仕入の大半が米ドル建決済となっているため、

仕入債務について為替リスクを有しています。日本円と米ドル間の為替相場が円安傾向となった場合、円換算した仕入価

格が増加することになりますが、その時点のネットワーク関連市場における競争状況いかんでは、かかる増加分を適正に

製品の販売価格に反映できず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 （e）各メーカとの代理店契約について

　当社グループは、特定メーカに依存しないマルチベンダ対応を基本方針として事業を行っており、当社グループのネッ

トワークソリューション事業における商品群は多様なメーカの商品で構成しているため、特定のメーカとの契約が終了し

た場合でも利益計画に影響が出にくい構造となっております。現在各メーカとは良好な関係を構築しておりますが、特定

のメーカとの契約が現状予測し得ない理由により終了に至るという事態が発生した場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。

②現在の人材確保の対応状況について

　ネットワークインテグレータは知識集約ビジネスであるため、エンジニアをはじめとして有能な人材の確保が必須です

が、労働市場の逼迫等により必要な人員の確保が今後計画通りに進まない場合には、当社グループの利益計画に影響を及

ぼす可能性があります。

③創業者社長への依存について

　当社は設立以来、現代表取締役渡部進が製品・ソリューションの決定、対象市場の決定を実質的に行ってきており、そ

れらの選択の結果が現在の当社のユニークな気風となり、結果としてその規模にも関わらず業界で注目されてきました。

現在は初期の新卒入社のメンバーが中堅幹部として社内的にその存在感が増してきており、かつ外部からの人材の登用を

進めマネージメント層を形成しつつあります。彼らは当社の経営戦略に直接的に寄与しはじめておりますが、外部から見

たときの創業者の知名度を補うにはあと数年を要すると考えられることから、この間に創業者が不測の事故その他の事情

により当社の経営に関与できない事態となった場合には、当社グループの利益計画に影響を及ぼす可能性があります。

④その他

 （a）新興企業への投資や戦略的提携、及び企業買収について

　当社グループは、当社グループの販売先となる新しいビジネスモデルを模索する新興企業や当社グループの有力仕入先

となる可能性がある海外の新技術開発のベンチャー企業などに対して、対象企業との関係強化を主目的として小規模な投

資を実施しており、今後も継続して投資を実施する方針であります。投資先の選定にあたっては慎重を期しておりますが、

それら投資先の成長が期待した通りいかず投資回収が不能となった場合や、保有株式の減損処理が必要となった場合、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また当社グループは、既存の事業基盤を拡大するため、あるいは新

たな事業における進出・補強等のために、事業戦略の一環として企業買収や資本提携を含む戦略的提携を行う可能性があ

ります。企業買収や戦略的提携に際しては十分な検討を行いますが、新しい事業戦略が成功する保証はなく、各種事由に

より事業計画が当初計画通りに進捗しない場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 （b）新規事業について

　当社グループは、市場のニーズに呼応した新たな事業を積極的に展開しておりますが、これらの新規事業の推進が予定
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通り実行できる保証はなく、損失を被る可能性もあります。また、環境や競合状態の変化等により、これらの事業展開が

不可能になったり、有用性を失ったりする可能性もあります。このような場合、当社グループの業績に悪影響を与える可

能性があります。

 （c）新株予約権の付与と株式の希薄化について

　当社は、役員、従業員及び社外協力者に対して業績向上の意欲や、士気を高めることを目的として新株引受権及び新株

予約権（ストックオプション）を付与しております。

　平成18年12月31日現在、ストックオプションによる潜在株式数は564株で、発行済株式総数に対する比率は5.9％となっ

ております。現在付与しているストックオプションの行使や行使により取得された株式の売却が行われた場合には、株式

価値の希薄化や株式売買の需給への影響をもたらし、株価形成へ影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは、

役員・従業員の士気を高め有能な人材を獲得するためのインセンティブプランとして今後も新株予約権の付与を行う可能

性がありますが、さらなる新株予約権の付与は、株式価値の希薄化をまねく恐れがあります。

（d）情報管理について

　当社グループの事業においては、顧客に関わるデータを取り扱うことがあり、その中には顧客の機密情報や個人情報が

含まれる場合があります。これらの重要情報を適切に保護することは、業務運営上重要事項と認識しており、情報管理に

ついての方針策定、情報環境の整備及び社員教育等を通じて、当社グループ内部からの漏洩防止及び社外からの不正アク

セス防止等に努めていく所存でありますが、万一、当社から重要情報が外部に流出するような事態が生じた場合には、社

会的信用を失い、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がある他、当社グループに対する損害賠償請求、その他責任

追及がなされる可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   134,323  

２．受取手形及び売掛金 ※２  624,526  

３．たな卸資産   298,456  

４．未収法人税等   23,216  

５．繰延税金資産   1,924  

６．その他   63,320  

貸倒引当金   △249  

流動資産合計   1,145,520 71.0

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  40,351   

減価償却累計額  △18,568 21,782  

(2）車両運搬具  4,162   

減価償却累計額  △2,991 1,170  

(3）工具器具備品  472,031   

減価償却累計額  △296,508 175,523  

(4）土地   17,113  

有形固定資産合計   215,589 13.4

２．無形固定資産     

(1）その他   18,750  

無形固定資産合計   18,750 1.1
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当連結会計年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   170,981  

(2）繰延税金資産   1,061  

(3）その他   56,784  

投資その他の資産合計   228,826 14.2

固定資産合計   463,166 28.7

Ⅲ　繰延資産     

１．新株発行費   4,179  

繰延資産合計   4,179 0.3

資産合計   1,612,866 100.0

     

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   336,554  

２．前受金   164,227  

３．その他   93,364  

流動負債合計   594,146 36.8

Ⅱ　固定負債     

固定負債合計   － －

負債合計   594,146 36.8

     

（純資産の部）    

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   366,609  

２．資本剰余金   382,859  

３．利益剰余金   268,701  

　　株主資本合計   1,018,170 63.2

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額
金

  2,006 0.1

　　評価・換算差額等合計   2,006 0.1

Ⅲ　少数株主持分   △1,457 △0.1

純資産合計   1,018,719 63.2

負債純資産合計   1,612,866 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,703,252 100.0

Ⅱ　売上原価   1,956,626 72.4

売上総利益   746,626 27.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１、２  724,390 26.8

営業利益   22,236 0.8

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  18   

２．受取配当金  7   

３．受取家賃収入  1,468   

４．補助金収入  752   

５．雑収入  1,351 3,597 0.2

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  259   

２．為替差損  965   

３．新株発行費償却  4,179   

４．新株交付費  964   

５．解約精算金  977   

６．雑損失  69 7,416 0.3

経常利益   18,417 0.7

Ⅵ　特別利益     

１．固定資産売却益 ※３ 1,665   

２．貸倒引当金戻入  514 2,179 0.1

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※４ 1,394 1,394 0.1

税金等調整前当期純利益   19,202 0.7

法人税、住民税及び事業
税

 5,518   

法人税等調整額  2,692   

未払法人税等戻入額  518 7,692 0.3

少数株主利益   － －

当期純利益   11,510 0.4
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

（単位：千円）

株主資本 評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高 343,459 359,709 270,882 974,051 69 69 － 974,120

当連結会計年度中の変動額

新株の発行 23,150 23,150  46,300    46,300

剰余金の配当   △13,691 △13,691    △13,691

当期純利益   11,510 11,510    11,510

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    1,936 1,936 △1,457 479

当連結会計年度中の変動額合計 23,150 23,150 △2,180 44,119 1,936 1,936 △1,457 44,598

平成18年12月31日　残高 366,609 382,859 268,701 1,018,170 2,006 2,006 △1,457 1,018,719

 （注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、平成17年12月31日残高は前事業年度の金額によってお

ります。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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

  

税金等調整前当期純利益  19,202

減価償却費  91,163

貸倒引当金の減少額  △264

受取利息及び受取配当金  △26

支払利息  259

為替差益  △491

新株発行費償却  4,179

株式交付費  964

有形固定資産売却益  △1,665

有形固定資産除却損  1,394

売上債権の増加額  △107,957

たな卸資産の減少額  105,591

前渡金の増加額  △27,553

長期前払費用の増加額  △3,756

その他流動資産の減少額  13,654

仕入債務の減少額  △19,794

未払金の増加額  10,812

未払消費税等の増加額  13,521

前受金の増加額  46,583

未払費用の減少額  △44,586

 預り金の減少額  △9,551

小計  91,680

利息及び配当金の受取額  26

利息の支払額  △259

法人税等の支払額  △90,767

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 678
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当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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

  

投資有価証券の取得によ
る支出

 △1,000

投資有価証券の売却によ
る収入

 1,030

有形固定資産の取得によ
る支出

 △93,802

有形固定資産の売却によ
る収入

 3,666

無形固定資産の取得によ
る支出

 △619

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出

※２ △5,002

貸付金の回収による収入  155

敷金保証金の払戻による
収入

 8,794

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △86,779

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

株式の発行による収入  45,335

配当金の支払額  △13,049

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 32,286

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 491

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

 △53,322

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 187,646

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残
高

※１ 134,323
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　1社

連結子会社の名称

株式会社ジャパン・モバイル・プラッ

トホーム

株式会社ジャパン・モバイル・プラット

ホームは平成18年11月９日の株式取得に伴

い、当連結会計年度より連結の範囲に含め

ております。なお、みなし取得日を当連結

会計年度末としたため、当連結会計年度は

貸借対照表のみを連結しております。

２．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、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

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）を採用しており

ます。

時価のないもの

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

・商品、仕掛品

　総平均法による原価法を採用してお

ります。

(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、建物（建物附属設

備を除く）については定額法）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　５年～39年

工具器具備品　２年～15年

車両運搬具　　４年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（３年ないし５年）に基づく償却をし

ております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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。

(4）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、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。

(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。

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　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．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

６．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。
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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

　当連結会計年度

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） 

　当連結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。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計期間より、「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1,020,176千円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する

当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11

日　実務対応報告19号）を適用しております。これに伴

い、「新株発行費」については「株式交付費」として表

示しております。これにより、当連結会計年度において

新たに発生した新株交付費については、年数を基準とし

た償却方法から、発生時に全額を費用処理とする方法に

変更しております。

　この結果、従来の基準に基づく償却方法によった場合

に比べ、経常利益、税引前当期純利益は各々642千円減少

しております。

（企業結合及び事業分離等に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月

27日　企業会計基準第７号）ならびに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準適用指

針第10号）を適用しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

１．当座貸越契約について

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

 （千円）

当座貸越限度額の総額        800,000

借入実行残高  －

差引額        800,000

※２．当連結会計年度末日満期手形

　当連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

当連結会計年度末日は金融機関の休日でしたが、満期

日に決済が行われたものとして処理しております。当

連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりであり

ます。

受取手形 21,310千円

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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。

 （千円）

給料手当 312,702

地代家賃 87,840

貸倒引当金繰入 249

※２．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費　

2,555千円

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 （千円）

工具器具備品 1,665

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 （千円）

建物 518

工具器具備品 876

計 1,394
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 9,127.44 356 － 9,483.44

合計 9,127.44 356 － 9,483.44

（注）普通株式の発行済株式総数の増加356株は、新株引受権及び新株予約権の行使による増加であります。

２．新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）

前連結会計

年度末

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

平成13年１月

新株引受権（注）１
普通株式 92 － 86 6 －

平成14年４月

新株予約権（注）２
普通株式 96 － 96 － －

平成15年３月

新株予約権（注）３
普通株式 152 － 110 42 －

平成16年３月

新株予約権（注）４
普通株式 162 － 78 84 －

平成16年３月

新株予約権（注）５
普通株式 20 － 8 12 －

平成17年３月

新株予約権（注）６
普通株式 282 － 24 258 －

平成18年３月

新株予約権（注）７
普通株式 － 200 38 162 －

連結子会社  － － － － － － －

合　計  合　計 － 804 200 440 564 －

 

（注）１．平成13年１月新株引受権の当連結会計年度の減少は、新株引受権の行使によるものです。

２．平成14年４月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の行使によるものです。

３．平成15年３月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の行使及び新株予約権の消却によるもの

です。

４．平成16年３月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の行使及び新株予約権の消却によるもの

です。

５．平成16年３月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の行使によるものです。

６．平成17年３月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものです。

７．平成18年３月新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行、当連結会計年度の減少は、新株

予約権の消却によるものです。
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３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式 13,691 1,500 平成17年12月31日 平成18年３月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 2,845 利益剰余金 300 平成18年12月31日 平成19年３月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成18年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 134,323

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
－

現金及び現金同等物 134,323

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たに株式会社ジャパン・モバイ

ル・プラットホームを連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに新規連結子会社株式の取

得価額と新規連結子会社取得に伴う純支出との関係は

次のとおりであります。

 （千円）

流動資産 2,119

のれん 6,616

流動負債 △5,094

少数株主持分 1,457

連結子会社株式の取得価額 5,100

連結子会社の現金及び現金同等物
△97

差引：連結子会社株式取得のための支

出
5,002
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①　リース取引

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31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

（借主側）

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

 

有形固定資産

(建物)

（千円）

有形固定資産

(工具器具備品)

（千円）

合計

 

（千円）

取得価額相当額 3,082 3,666 6,748

減価償却累計額

相当額
2,905 366 3,271

期末残高相当額 176 3,299 3,476

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内    1,280千円

１年超    2,566千円

合計      3,846千円

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    1,200千円

減価償却費相当額    771千円

支払利息相当額   40千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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、残価保証金額を残存価

額として計算した法定定率法の償却費に、10／９を

乗じる方法（10／９定率法) によっております。

利息相当額の算定方法

・　支払利息相当額は利息法に基づくものであります。

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失がないため、項目等の記

載は省略しております。
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②　有価証券

 １．その他有価証券で時価のあるもの

種類

当連結会計年度（平成18年12月31日）

取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

 (千円)

差額（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

株式 1,465 606 △858

小計 1,465 606 △858

合計 1,465 606 △858

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 170,375

③　デリバティブ取引

当連結会計年度（自 平成18 年１月１日 至 平成18 年12月31 日）

当社グループは、デリバティブ取引が消滅したため、該当事項はありません。

 

④　退職給付

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定拠出型退職給付制度として前払退職金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。

２．退職給付費用に関する事項

　確定拠出型退職給付制度に係る費用　　　4,073千円

⑤　ストック・オプション等

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

－ 23 －



⑥　税効果会計

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

 （千円）

（繰延税金資産）  

未払事業税 1,924

有価証券評価損 397

投資有価証券評価損 2,330

繰延税金資産計 4,652

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 1,666

繰延税金負債計 1,666

繰延税金資産の純額 2,985

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

との差異の原因となった主な項目別内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め、記載を省略しております。

⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　当社グループは、ネットワーク関連商品の輸入、開発、販売とサポート及びネットワークインテグレーショ

ンを主要な事業内容としており、単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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。

ｃ．海外売上高

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

⑧　関連当事者との取引

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額        107,420円88銭

１株当たり当期純利益金額       1,224円71銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額

      1,180円27銭

　（注）１株当たり当期純利益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。

 
当連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益（千円） 11,510

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る当期純利益（千円） 11,510

普通株式の期中平均株式数（株） 9,398

  

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） 354

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

――――――

（重要な後発事象）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

――――――
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５．生産、受注及び販売の状況
当連結会計年度は、連結財務諸表の作成初年度であるため、前連結会計年度との対比は行っておりません。

（1）生産実績

　　 該当事項はありません。

 

（2）仕入実績

 　　当連結会計年度の仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 

当連結会計年度

 （自　平成18年１月１日

  至　平成18年12月31日）

 金額（千円） 
構成比

（％） 

ネットワーク

ソリューション事業
1,535,913 86.4

ネットワーク　　　

サービス事業
242,337 13.6

 合計 1,778,251 100.0

  (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（3）受注実績

 　　当連結会計年度の受注実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別 

当連結会計年度

  （自　平成18年１月１日

   至　平成18年12月31日）

 
受注高　　　

（千円） 

受注残高　　

（千円） 

ネットワーク　　　

ソリューション事業
1,853,901 249,735

ネットワーク

サービス事業
793,581 81,379

 合計 2,647,483 331,114

 (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（4）販売実績

 　　当連結会計年度の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

 事業部門別 

当連結会計年度

   （自　平成18年１月１日

    至　平成18年12月31日）

 金額（千円） 
構成比

（％） 

ネットワーク　　　

ソリューション事業
1,963,468 72.6

ネットワーク　　　

サービス事業
739,784 27.4

 合計 2,703,252 100.0

  (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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