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問合せ先責任者　 役職名 取締役経営企画部長 氏名　 赤根　克洋  ＴＥＬ　（０３）５７７４－９６５１

決算取締役会開催日 平成19年２月15日

米国会計基準採用の有無　無

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）

(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 7,378 △62.0 △1,099 － △1,374 －

17年12月期 19,425 － 1,760 － 1,634 －

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 △4,616 － △2,856 69 － － △55.3 △7.7 △18.6

17年12月期 △24,448 － △39,187 43 － － △388.4 7.2 8.4

（注）①持分法投資損益 18年12月期 △291百万円 17年12月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年12月期        1,615,956株 17年12月期 623,892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、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。

(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 13,067 10,415 79.7 6,201 28

17年12月期 22,690 6,294 27.7 5,487 19

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月期         1,679,555株 17年12月期 1,147,121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 100 △3,701 △2,333 7,694

17年12月期 △4,652 △8,080 23,450 13,633

(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 ３社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ２社

(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） １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 1,177 68 67

通　期 2,101 128 125

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　74円 42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７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（ドリームテクノロジーズ株式会社）、子会社５社（オムニトラス

トジャパン株式会社、株式会社ベストシステムズ、ＤＴコミュニケーションズ株式会社、ＤＴエレクトロニクス株式会

社、ジャパンワイヤレス株式会社）及び関連会社３社（アジア航測株式会社、株式会社ＨＰＣソリューションズ、株式

会社キューウエーブ）で構成されております。

　なお、当社グループは平成19年１月１日に、持株会社体制に移行し、当社で展開していたＺＯＯＭＡ事業を、子会社

のオムニトラストジャパン株式会社に承継しました。また、関連会社であるアジア航測株式会社は、業務提携関係の締

結がなくなったことより、同社との関係を清算することを決定しております。

　当社グループは、ソフトウェアの開発・販売及び通信サービスを主な事業内容としております。これら事業の販路は

民間企業、地方自治体や美術館をはじめとしたアーカイブ市場、建設事業者、オークション事業者並びに情報通信事業

者と多岐にわたり、グループ各社が相互協力のもとに密接に連携し、開発、販売及びサービス活動を展開しております。

当社グループの事業内容及び当社と主要関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は

次のとおりであります。 

(1) ＩＴソリューション事業

　主要な製品は画像データ表示ビューワなどのＺＯＯＭＡ事業製品、セキュリティシステム、クラスタ関連製品、グ

リッド関連製品、情報機器、通信機器等であります。当社及び子会社であるオムニトラストジャパン株式会社並びに

株式会社ベストシステムズがソフトウェアの開発・販売を行っております。

(2) 通信サービス事業

　主要なサービスはＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ接続サービス、中

継電話サービス（マイライン）等であります。当社及び子会社であるＤＴコミュニケーションズ株式会社がサービス

を提供しておりましたが、平成18年６月16日付で日本テレコム株式会社に事業を譲渡しております。

　当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。

 

ＩＴソリューション 

通信サービス 製品・サービス 
※１ DT コミュニケーションズ株式会社 

製品・サービス 

ド
リ
ー
ム
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
株
式
会
社 

ＩＴソリューション 
※１ 株式会社ベストシステムズ 

製品・サービス 
※１ オムニトラストジャパン株式会社 

ＩＴソリューション 

技術供与 製品・サービス 

※２ 株式会社 HPC ソリューションズ 

※２ アジア航測株式会社 

 
ＩＴソリューション 

顧 
 

客 

※１ 連結子会社 

※２ 持分法適用関連会社 

その他非連結子会社 ２社  非持分法適用関連会社 １社 

（注） 
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関係会社の状況 

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の所有
割合又は被所
有割合(％)

関係内容

（連結子会社）

オムニトラストジャパン㈱ 東京都渋谷区 30 ＩＴソリューション 100.00

当社の仕入先である。

役員の兼任あり。

資金援助あり。

ＤＴコミュニケーションズ㈱

（注）２
東京都渋谷区 10 通信サービス 100.00

当社へ通信サービス

を提供している。

役員の兼任あり。

㈱ベストシステムズ

（注）３
茨城県つくば市 151 ＩＴソリューション 100.00 資金援助あり。

（持分法適用関連会社）

 アジア航測㈱ 東京都新宿区 1,272 ＩＴソリューション 29.26
当社製品の販売先で

ある。

 ㈱ＨＰＣソリューションズ 東京都中央区 50 ＩＴソリューション  30.00

子会社から技術供与

を受け、製品サービ

スを提供している。

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．ＤＴコミュニケーションズ株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売

上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　　　 (1)売上高　　　　5,905百万円

　　(2)経常利益　　　　283百万円

　　(3)当期純利益 　△ 729百万円

　　(4)純資産額　　 △ 113百万円

　　(5)総資産額　　　　417百万円

３．株式会社ベストシステムズについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占

める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　　　 (1)売上高　　　　1,211百万円

　　(2)経常利益　　　△ 27百万円

　　(3)当期純利益 　 △ 31百万円

　　(4)純資産額　　　　 92百万円

　　(5)総資産額　　　　440百万円
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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、次に揚げることを経営理念として、顧客、社会から信頼され、かつ競争に打ち勝つ強さを持った

企業となるべく技術力の強化、新規商品の開発に取組んでおります。

①　顧客本位の技術革新と創造力を重視する企業グループとなる。

②　社会・環境に対し責任ある行動を取りながら、経済的な成功を収める企業グループとなる。

③　従業員に安全で快適な労働環境・成長と学習の機会を提供できる企業グループとなる。

④　全てのステークホルダー（株主・顧客・従業員・取引先・地域社会等）と良好な関係を築く責任を全うする企業

　グループとなる。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として位置付けております。将来的には、業績に対応した配当に

よる利益配分も重視していく方針です。できるだけ早期に業績向上、黒字体質の定着化を図り、株主還元を実現させ

る所存です。

(3）投資単位に関する考え方及び方針等

　当社は、流動性向上並びに投資家層の拡大に資するため平成16年６月18日付で１株を10株とする株式分割を実施し

ました。今後の投資単位に関する施策につきましては、証券市場における望ましい投資単位への対応、売買単位の適

正化等を鑑み、株主及び投資家のメリット、業績、株式市場の動向、費用を勘案し決定したいと考えております。

(4）目標とする経営指標

　当社は、株主をはじめとする当社を取り巻くステークホルダーの皆様にとって、株主価値の向上が有意義であると

考えておりますので、業績の回復及び企業体質の強化が急務となっております。そのため、ボトムライン指向の経営

に努め、目標とする経営指標としては、従業員１人当たり当期利益の拡大と営業キャッシュフローの月次黒字化を目

標にしております。

(5）中長期的な経営戦略

 　　 当社グループの中核事業は、主力製品であるＺＯＯＭＡシリーズ、情報漏洩防止セキュリティ製品、クラスタリン

グ、グリッドコンピューティング技術などを有するＩＴソリューション事業であります。それぞれの市場でその優位

性を認められたプロダクトを提供しており、今後もその競争力を生かし事業基盤を強固にしていくことにより、継続

的成長を達成することを経営戦略の根幹としております。これらの事業の取引先は、官公庁、通信会社、美術館、金

融機関、商社、メーカーなど多種多様な業界にわたっており、さらなる需要拡大に向け営業を強化するとともに、各

顧客のニーズに対応したソフトウェア製品を提供してまいります。今後は特に国際航業株式会社との協業で、営業力

の強化が図れると期待しております。これらＩＴソリューション事業を中心としながら、さらに新規中核事業として

収益が期待できる事業に積極的に参入し、ＩＴコングロマリット、すなわちＩＴソリューション事業を主体とした多

角的複合企業体の実現に向けて努力してまいります。
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(6）会社の対処すべき課題

　当社グループは平成18年４月に、平成電電株式会社の再生支援中止という、大きな路線変更の決断をいたしました。

これを受け、当社グループでは利益体質が定着しきらなかった通信サービス事業においては後退をし、創業時からの

中核事業であるＩＴソリューション事業を軸とした事業展開を図ることとなりました。すなわち、ＩＴソリューショ

ン事業を主体とした多角的複合企業体であるＩＴコングロマリットの実現を目指し、新規事業ポートフォリオの獲得

を主要案件として努力を続けております。

　また、そのための体制整備として、平成19年１月１日付けをもって当社ドリームテクノロジーズ株式会社を純粋持

株会社とし、当社グループ全体に係る案件と各個別事業に係る案件とに分類整理のもと、それぞれ重要な意思決定の

迅速化が図れることとなりました。なお、持株会社の取締役はグループ全体の経営方針及び重要事項の決定とグルー

プ全体の業務執行についての監督機能を負い、一方、執行役員は、個別事業及び業務遂行の責任を全うする事として

おります。こうした責務の明確化がグループ全体の経営管理体制の強化につながると考えております。以下それぞれ

の課題に対処していく所存です。

①　ＩＴソリューション事業の充実 

　　創業以来当社グループの中核事業であるＩＴソリューション事業につきましては、特にＺＯＯＭＡ事業の販売方

法の見直しをし、今後の売上拡大を目指します。その中でも自治体向けの営業を一段と強化し、より収益性の高い

商品に引き上げられるような販売戦略を実行するべく、新規代理店の獲得・既存代理店の活性化を進めます。平成

18年12月に発表した国際航業株式会社との販売に関するアライアンスは、自治体市場において既に実績のある同社

の営業力に大きな期待ができるものと見込んでおります。

　また、セキュリティ商品につきましては、これまでの営業努力を結実させるべく、より一層の顧客開拓、販売拡

充を目指し、新規パートナーとのアライアンスも含め顧客獲得策を打ち立ててまいります。

　さらに、平成18年７月１日より株式会社アルゴグラフィックスとの共同出資で株式会社ＨＰＣソリューションズ

を設立、事業開始した株式会社ベストシステムズにつきましては、これまで通り先駆者として強みのあるクラスタ

関連製品・グリッド関連製品の販売拡大に努めてまいります。

②　新規事業への参入

　　当社グループはソフトウェア、ＩＴ業界に属しておりますが、依然として成長余地の大きい業種であると認識し

ております。これまで、当社グループは高精細画像処理、セキュリティ、クラスタリング、グリッドコンピューティ

ングなどのソフトウェアの開発・販売に注力してまいりましたが、こうした既存のビジネスとシナジー効果が期待

できる事業には、積極的に投資を行い、企業価値の拡大を目指してまいります。当社グループといたしましては、

新規事業についての研究・開発を独自に行っておりますが、新規事業開発のスピード及び効率性を高めるという点

から、安定性、成長性のある企業のＭ＆Ａを通じての事業ポートフォリオの獲得も、企業価値の増大を実現する上

で、重要な課題であると認識しております。

③　管理体制の充実

　　当社グループは、組織再編、既存事業の強化、新規事業への参入など、積極的な事業展開を実施していく所存で

す。一方で、内部管理体制の充実も重要な課題として認識しております。これまで以上にリスク管理体制を強化し、

グループの発展と経営管理のバランスの取れたグループ運営体制を整備することに努めます。

　また、コーポレートガバナンスへの取り組みの一環として、内部管理システムの構築を緊急案件とし、経営の透

明性・健全性・遵法性の確保をはじめ、各ステークホルダーへのアカウンタビリティーの重視・徹底、迅速且つ適

切な情報開示、経営責任・管理者責任の明確化を重視した組織体制を確立することに対して、より一層の努力をもっ

て取り組んでまいります。

④　人材の育成及び確保

　　当社グループは、今後、積極的な事業展開を図っていくなかで、営業、技術など直接的に商品を取り扱う部門に

おいても、またそれを後方から支援する管理部門においても、優秀な人材の確保、人材の継続的な開発・育成と適

材適所への配置が、今後の当社グループ発展の礎となると認識しております。

　既に、実力本位、実績主義の人事処遇制度を導入しており、優秀な人材を確保する手段は講じておりますが、こ

れ以外にも人材レベルを維持するためにも、また将来予想される事業拡大に対応するためにも、継続的に人員増強

に取り組んでまいります。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　①　当期の業績の概況

　当連結会計年度における我が国経済は、堅調さを持続している個人消費や企業業績の改善を背景とした設備投資

に支えられ景気回復の基調を維持しております。しかし、原油価格の動向や、金利上昇の影響など今後注視すべき

不透明な材料も多く、今後につきましては決して楽観できない状況であります。

　このような状況の中、当社グループはＩＴソリューション事業ならびに通信サービス事業を２本柱とする複合情

報通信企業として成長することを目指してまいりましたが、通信サービス事業については、平成電電株式会社に対

するスポンサーとしての支援を中止し、今後縮小することにいたしました。

　セグメント別の業績を示しますと以下のとおりであります。

（ＩＴソリューション事業）

　中核となる、ＩＴソリューション事業につきましては、①ＺＯＯＭＡ部門では、高精細画像の高速配信技術の

ＺＯＯＭＡシリーズの都市計画ＺＯＯＭＡ（台帳アーカイブソリューション）を新規開発し、自治体からの受注

を受け、好調な売上を継続しております。②セキュリティ部門では、情報セキュリティシステムのＯｍｎｉＴｒ

ｕｓｔ製品を取扱っており、それらは、情報漏洩リスクの防御を高める企業の機運からや内部統制やＣＲＳ（企

業の社会的責任）への意識の高まるなか、引合いが増加しておりますが、大幅な受注や販売増大には到ってはお

りません。なお、５月からは、日本独自開発の情報漏洩対策セキュリティシステムであるＯｍｎｉＴｒｕｓｔ　

ｆｏｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌａｔｆｏｒｍの販売を開始いたしました。③株式会社ベストシステムズ部門では、主力

製品であるＰＣクラスタシステムのマーケットは拡大を続けておりますが、競合企業も多く販売競争が激しさを

増しています。こうした状況下において販売力を強化するため、民間企業への販売に強みを持つ株式会社アルゴ

グラフィックスとの合弁により、ＰＣクラスタシステムの製造並びに販売に特化した新会社、株式会社ＨＰＣソ

リューションズを設立しました。また、次の収益源と期待しているグリッドコンピューティングについては、マー

ケットでの認知が広がり、実用化に向けた取り組みが進んでおります。

　当連結会計期間における、これらのＩＴソリューション事業の売上高は1,438百万円（前年同期比△86.2％減）

と大幅な減少となりました。これは、前連結会計期間では平成電電株式会社への受託開発、機器販売取引の売上

高9,694百万円があったことによります。また、営業損失は483百万円（前年同期比△131.2％減）となりました。

（通信サービス事業）

     　 一方、通信サービス事業につきましては、その売上高は、中継電話サービス事業の売上とＩＳＰ事業者向けダ

イヤルアップ接続事業の売上から構成されております。主要取引先でありました平成電電株式会社が平成17年10

月に民事再生法適用を申請し、当社が同社の再生支援のスポンサーとして選定されて以降、同社のための支援活

動を行ってきましたが、平成18年４月に、これ以上の支援は、当社グループに財政上の悪影響を及ぼす可能性が

高いためスポンサー支援の中止を決定しました。また、当社グループは、通信サービス事業の再編を余儀なくさ

れ、その中核でありましたＩＳＰ事業者向けダイヤルアップ接続事業と中継電話サービス事業の譲渡を平成18年

６月16日に行いました。なお、同年６月の平成電電株式会社の破産手続きの開始により、売上代金を代理受領し

ている同社からの回収が憂慮されることから、売上額893百万円を期首から遡及して取消し、不計上といたしまし

た。さらに、同社との当社コールセンターに係る業務受託取引収入や資産引渡しに係る損害賠償請求が不透明な

状況になっていることより、回収等に疑義があるものについては、貸倒引当金を計上するなど所要の処理を行い

ました。

　当連結会計期間における通信サービス事業の売上高は、5,940百万円（前年同期比△30.3％減）、営業利益102

百万円（前年同期比△87.2％減）となりました。

　　　　営業外損益に計上しております持分法による投資損益は、主にアジア航測株式会社に係る損益で、291百万円の

損失となりました。金融収益費用の純額△124百万円を加味し、経常損失は1,374百万円（前連結会計年度は1,634

百万円の利益）となりました。

 　　　 特別損益においては、マイライン事業の譲渡益として952百万円を計上したものの、通信サービス事業に係る事

業整理損を470百万円、国際通信事故など、平成電電株式会社等の破産更生債権に対する貸倒引当金繰入額1,850

百万円などの特別損失4,318百万円を計上いたしました結果、税金等調整前当期純損失は4,611百万円、当期純損

失は4,616百万円となりました。
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　②　次期の見通し

（ＩＴソリューション事業）

      　ＺＯＯＭＡ事業は、ＧＩＳ測量事業ビジネスや自治体への販売拡路の増加や原価率の改善を図り、さらに、販売

品目構成の見直しと販売体制の増強とを行い、増収増益を見込みます。また、セキュリティ部門は、情報漏洩対策

セキュリティシステムのオプションシリーズの販売のスタートを機に、売上の増加を見込んでおります。

（通信サービス事業）

      　当該事業を当連結会計年度に、日本テレコム株式会社に譲渡したため、来期の収益・利益は見込めません。また、

平成電電株式会社に対しての多大な債権額についての回収可能性は見込んでおりません。

      来期の連結会計年度末の業績見通しは、次のとおりであります。

通期業績見通し売上高　2,101百万円

経常利益　　　　　　　　128百万円

当期純利益　　　　　　　125百万円

　　　※　業績見通しについては現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の経済・事業

環境の変動等のリスクや不確定要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。

　③　事業等のリスク

　　　　当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには、以下のようなものがありま

す。文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

 　　 ａ．アジア航測株式会社株式の保有について

 　　　　 当社の持分法適用関係会社であるアジア航測株式会社の株式については、同社との業務上のアライアンスを喪

失したことから売却を決定しております。これにより同社の株価変動による損失を受けるリスクを認識する必要

性が高まっております。

 　　 ｂ．人材の開発および確保について

 　　　　 当社グループにおいては、組織再編に伴い今後とも大幅な増強等を計画しておりますが、人材の流出や人材育

成が十分にできなかった場合には当社グループの業績に影響を受けるおそれがあります。
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　(2) 財政状態

 　 ①　財政状態の分析

 　　 ａ．流動資産

　当連結会計年度における流動資産の残高は8,334百万円となりました。対前期比で△56.8％、10,963百万円減少

しました。「現金及び預金」の残高は428百万円と13,205百万円減少しましたが、短期運用の有価証券として同勘

定が7,266百万円増加しております。

 　　 ｂ．固定資産

 　　　　 当連結会計年度における固定資産の残高は4,716百万円となりました。対前期比で40.4％、1,356百万円増加し

ました。これは、「投資有価証券」が1,884百万円増加したことによります。

 　　 ｃ．流動負債

 　　　　 当連結会計年度における流動負債の残高は2,098百万円となりました。対前期比で△86.2％、13,161百万円減少

しました。「新株予約権付社債」が株式への転換と償還請求により9,700百万円減少したことと、「支払手形及び

買掛金」が1,744百万円減少したことによるものです。

 　 　ｄ．純 資 産

 　　　　 当連結会計年度における株主資本の増加については、新株の発行により10,056百万円増加し、減少は自己株式

の取得により1,091百万円並びに当期純損失4,616百万円によるものです。

 　 ②　当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

 　　 　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、仕入債務の減少による支出がある一

方、売上債権の回収等により営業活動による収入が100百万円となりました。投資有価証券の運用のための支出をし

たことにより投資活動による資金が3,701百万円支出となったこと、自己株式の取得による支出、借入金の返済など

により財務活動による支出が2,333百万円となったため、期首に比べ5,935百万円減少し、7,694百万円（前期は13,633

百万円）となりました。

　各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。

 　　 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　　　 営業活動の結果回収した資金は100百万円（前期は4,652百万円の支出）となりました。これは、主に税金等調整

前当期純損失4,611百万円に加え、仕入債務の減少（1,744百万円）や未払金の減少（946百万円）があったものの、

売上債権の減少（5,275百万円）や貸倒引当金の増加（1,854百万円）、のれんの償却額（1,979百万円）などがあっ

たためであります。

 　　 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　　　 投資活動の結果使用した資金は3,701百万円（前期は8,080百万円の支出）となりました。これは、主に運用目的

のための投資有価証券の取得（2,177百万円）並びにのれんの取得（1,699百万円）によるものです。

 　　 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　　　 財務活動の結果使用した資金は2,333百万円（前期は23,450百万円）となりました。これは、主に新株予約権付社

債の発行による収入（3,996百万円）、株式の発行による収入（313百万円）があったものの、新株予約権付社債の

償還による支出（4,100百万円）、自己株式取得による支出（1,091百万円）、短期借入金の減少による支出（670百

万円）によるものであります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   13,633,838   428,089  

２. 受取手形及び売掛金   5,449,334   167,653  

３．有価証券   ―   7,266,470  

４．たな卸資産   51,664   73,067  

５．その他   463,129   670,935  

　貸倒引当金   △299,947   △271,428  

流動資産合計   19,298,018 85.0  8,334,787 63.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

　(1) 建物及び構築物  12,367   18,051   

 　　 減価償却累計額 ※２ △3,624 8,743  △14,119 3,932  

　(2) 機械装置及び運搬具  111,762   1,524   

　 　 減価償却累計額  △43,733 68,028  △1,231 293  

　(3) その他  130,245   102,264   

 　　 減価償却累計額 ※２ △76,015 54,230  △83,466 18,797  

　有形固定資産合計   131,002 0.6  23,023 0.2

２．無形固定資産   304,312 1.3  48,065 0.4

３．投資その他の資産        

　(1）投資有価証券 ※１  2,263,697   4,148,079  

　(2）長期貸付金   2,280   ―  

　(3) 破産更生債権等   4,981,704   6,615,759  

　(4) その他   6,901   94,552  

　　貸倒引当金   △4,329,547   △6,212,809  

投資その他の資産合計   2,925,035 12.9  4,645,581 35.5

固定資産合計   3,360,350 14.8  4,716,670 36.1

Ⅲ　繰延資産        

１．社債発行費   32,517   16,258  

繰延資産合計   32,517 0.2  16,258 0.1

資産合計   22,690,886 100.0  13,067,716 100.0
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前連結会計年度
(平成17年12月31日)

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   2,120,591   375,884  

２．短期借入金   700,000   30,000  

３．一年以内返済予定の長期
借入金

  602,716   232,176  

４．一年以内償還予定の社債   200,000   200,000  

５．新株予約権付社債   9,700,000   ―  

６．未払金   1,663,997   1,028,248  

７．未払法人税等   79,095   5,353  

８．賞与引当金   6,200   29,450  

９．製品保証引当金   10,615   5,664  

10．損害賠償損失引当金   ―   30,940  

11．その他   176,787   161,040  

流動負債合計   15,260,004 67.3  2,098,757 16.1

Ⅱ　固定負債        

  １．社債   700,000   500,000  

  ２．長期借入金   263,128   50,952  

３．繰延税金負債   153,442   210  

４．退職給付引当金   ―   2,400  

固定負債合計   1,116,570 4.9  553,562 4.2

負債合計   16,376,574 72.2  2,652,319 20.3

（少数株主持分）        

少数株主持分   19,844 0.1  ― ―

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※３  8,519,250 37.5  ― ―

Ⅱ　資本剰余金   23,808,327 104.9  ― ―

Ⅲ　利益剰余金   △26,244,947 △115.7  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   223,451 1.0  ― ―

Ⅴ　自己株式 ※４  △11,613 △0.0  ― ―

資本合計   6,294,468 27.7  ― ―

負債、少数株主持分及び資
本合計

  22,690,886 100.0  ― ―
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前連結会計年度
(平成17年12月31日)

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   ― ―  5,000,000 38.2

２．資本剰余金   ― ―  11,211,019 85.8

３．利益剰余金   ― ―  △4,688,376 △35.9

４．自己株式   ― ―  △1,102,637 △8.4

株主資本合計   ― ―  10,420,005 79.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  ― ―  △4,609 0.0

評価・換算差額等合計   ― ―  △4,609 0.0

純資産合計   ― ―  10,415,396 79.7

負債純資産合計   ― ―  13,067,716 100.0
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   19,425,293 100.0  7,378,788 100.0

Ⅱ　売上原価   15,011,906 77.3  5,323,180 72.1

　売上総利益   4,413,386 22.7  2,055,607 27.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  2,653,260 13.7  3,155,575 42.8

　営業利益又は営業損失（△）   1,760,126 9.0  △1,099,968 △14.9

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  3,955   59,522   

２．受取配当金  18,500   99   

３．投資有価証券売却益  ―   2,317   

４．連結調整勘定償却額  9,218   ―   

５．業務受託料  ―   157,655   

６．その他  3,078 34,752 0.2 28,942 248,536 3.4

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  31,130   46,036   

２．新株発行費  93,791   142,881   

３．社債発行費償却  30,168   ―   

４．持分法による投資損失  ―   291,353   

５．その他  4,806 159,896 0.8 43,064 523,336 7.1

　経常利益又は経常損失（△）   1,634,982 8.4  △1,374,768 △18.6

Ⅵ　特別利益        

１．関係会社株式売却益  640,638   154   

２．前期損益修正益  ―   66,472   

３．事業譲渡益  ―   952,380   

４．その他  ― 640,638 3.3 63,254 1,082,262 14.6
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前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失        

１. 固定資産除却損 ※３ 1,543   8,103   

２．営業権償却  19,000,000   ―   

３．販売権償却  1,958,333   ―   

４．減損損失 ※４ ―   33,220   

５．ソフトウェア償却  ―   216,814   

６．のれんの償却額  ―   1,699,340   

７．関係会社株式売却損  156,960   ―   

８．関係会社株式評価損  747,429   ―   

９．事業整理損失  ―   470,733   

10．損害賠償損失引当金繰入額  ―   30,940   

11．貸倒引当金繰入額  4,756,611   1,850,676   

12．たな卸資産評価損  411,378   ―   

13．その他  1,480 27,033,737 139.2 8,721 4,318,550 58.5

税金等調整前当期純損失   24,758,115 △127.5  4,611,056 △62.5

法人税、住民税及び事業税  9,019   5,222   

法人税等調整額  ― 9,019 0.0 ― 5,222 0.1

少数株主損失   318,412 1.6  ― ―

当期純損失   24,448,722 △125.9  4,616,278 △62.6
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,787,133

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．増資による新株式の発行  5,646,417  

２．株式交換に伴う資本剰余
金増加高

 15,374,775 21,021,193

Ⅲ　資本剰余金期末残高   23,808,327

（利益剰余金の部）   

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △1,796,224

Ⅱ　利益剰余金減少高    

１．当期純損失  24,448,722 24,448,722

Ⅲ　利益剰余金期末残高   △26,244,947
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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）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高（千円） 8,519,250 23,808,327 △26,244,947 △11,613 6,071,017

連結会計年度中の変動額

新株の発行 5,028,284 5,028,006   10,056,291

資本金の額の減少に伴う資本剰余金
の額の増加

△8,547,535 8,547,535   ―

欠損填補に伴う資本剰余金の利益剰
余金への振替

 △26,172,849 26,172,849  ―

当期純利益   △4,616,278  △4,616,278

自己株式の取得    △1,091,023 △1,091,023

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計(千円） △3,519,250 △12,597,307 21,556,570 △1,091,023 4,348,988

平成18年12月31日　残高（千円） 5,000,000 11,211,019 △4,688,376 △1,102,637 10,420,005

評価・換算差額等

少数株主持分 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17年12月31日　残高（千円） 223,451 223,451 19,844 6,314,312

連結会計年度中の変動額

新株の発行    10,056,291

資本金の額の減少に伴う資本剰余金
の額の増加

   ―

欠損填補に伴う資本剰余金の利益剰
余金への振替

   ―

当期純利益    △4,616,278

自己株式の取得    △1,091,023

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△228,060 △228,060 △19,844 △247,904

連結会計年度中の変動額合計(千円） △228,060 △228,060 △19,844 4,101,083

平成18年12月31日　残高（千円） △4,609 △4,609 ― 10,415,396
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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） 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損失  △24,758,115 △4,611,056

減価償却費  75,925 369,921

減損損失  ― 33,220

連結調整勘定償却額  △9,218 ―

営業権償却  19,000,000 ―

のれんの償却額  ― 1,979,495

貸倒損失  ― 1,962

貸倒引当金の増加額  5,056,541 1,854,742

退職給付引当金の増加額  ― 2,400

賞与引当金の増加額（△減少額）  △2,800 23,250

製品保証引当金の減少額  △1,309 △4,951

損害賠償損失引当金の増加額  ― 30,940

受取利息及び受取配当金  △22,455 △59,621

投資有価証券売却益  ― △2,317

支払利息  31,130 46,036

持分法による投資損失  ― 291,353

新株発行費  93,791 142,881

社債発行費償却  30,168 20,047

為替差損  73 3,969

関係会社株式売却益  △640,638 △154

事業譲渡益  ― △952,380

固定資産除却損  1,543 8,103

販売権償却  2,000,000 ―

関係会社株式売却損  156,960 ―

関係会社株式評価損  747,429 ―

たな卸資産評価損  411,378 ―

事業整理損失  ― 357,698

売上債権の減少額（△増加額）  △5,122,348 5,275,453

たな卸資産の増加額  △426,728 △21,403

未収入金の増加額  ― △465,884

破産更生債権等の増加額  △5,151,130 △1,612,054

仕入債務の増加額（△減少額）  2,424,050 △1,744,659

未払金の増加額（△減少額）  1,612,274 △946,530

その他  △146,202 106,865

小　計  △4,639,679 127,329

利息及び配当金の受取額  22,455 26,058

利息の支払額  △31,670 △45,920

法人税等の支払額  △3,744 △7,176

営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,652,639 100,289
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前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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） 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  ― △2,177,971

投資有価証券の売却による収入  ― 80,507

関係会社株式の売却による収入  153,803 155

関係会社株式の取得による支出  △1,778,752 △715,158

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出

 △12,644 ―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の売却による支出

 △2,192 ―

有形固定資産の取得による支出  △135,378 △41,894

無形固定資産の取得による支出  △301,634 △81,514

営業権の取得による支出  △4,000,000 ―

のれんの取得による支出  ― △1,699,340

販売権の取得による支出  △2,000,000 ―

貸付による支出  △2,000 △20,000

貸付金の回収による収入  130 280

事業の譲渡による収入  ― 952,380

その他  △1,580 918

投資活動によるキャッシュ・フロー  △8,080,249 △3,701,635

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  698,297 △670,000

長期借入れによる収入  1,110,000 ―

長期借入金の返済による支出  △393,964 △582,716

社債の発行による収入  5,943,044 ―

社債の償還による支出  △2,100,000 △200,000

新株予約権付社債の発行による収入  9,694,270 3,996,211

新株予約権付社債の償還による支出  ― △4,100,000

株式の発行による収入  8,199,143 313,565

自己株式の取得による支出  △318 △1,091,023

少数株主からの払込による収入  300,000 ―

 財務活動によるキャッシュ・フロー  23,450,473 △2,333,963

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △73 △3,969

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  10,717,511 △5,935,309

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,611,373 13,633,838

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額

※２ 304,953 ―

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 13,633,838 7,694,559
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

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、当連結会計年度において、24,448,722

千円の当期純損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・

フローにつきましても4,652,639千円の資金流出となりま

した。また、平成17年10月に当社グループの主要取引先で

ある平成電電株式会社が民事再生法の適用を申請したこと

で、今後債務免除の要請を受けること、及び重要な取引先

を喪失するおそれがあります。当該状況により、継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社グループは、当該状況を解消すべく、人材を開発、

確保することにより増強を図るほか、意思決定の迅速化を

図るための組織づくりを行います。また、プロダクトとし

て、当連結会計年度より子会社となったオムニトラスト

ジャパン株式会社の高セキュリティを保証する商品群と、

同じく子会社である株式会社ベストシステムズのクラスタ

リング、グリッドコンピューティングをはじめとするＨＰ

Ｃ（ハイ・パフォーマンス・コンピューティング）プログ

ラムなどの高収益が望める事業の安定化を図ります。また、

通信サービス事業では、当社が取り扱うＩＳＰ（インター

ネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアッ

プ接続サービスの顧客拡大に注力します。さらに、平成電

電株式会社の再生スポンサーとなったことにより通信サー

ビス事業の売上高アップのシナジー効果が期待されます。

これらの経営施策によって、次期の業績は改善できるもの

と見込まれます。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。 

　当社グループは、当連結会計年度において、4,616,278

千円の当期純損失を計上しました。従前の重要なる取引先

である平成電電株式会社が破産手続入りし、これに伴い多

額の整理損失等が当期発生したことが主な要因であります。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。

　当社グループは当該状況を解消すべく、以下の諸策を施

し、取り組んでおります。

　１．当社は持株会社として、グループ全体の経費削減に

努め、併せてグループ会社の育成に注力し、子会社各

社は、それぞれの事業に専念する体制とすることに

よって、収益力のある企業グループになるよう努めま

す。

　２．当社グループの財務状況は、流動性が高いため、金

融収益を向上させるよう、その手許にある充分な資金

を安全性の高い有価証券の効率的な運用を図ります。

　３．ＩＴソリューション事業においては、特にＺＯＯＭ

Ａ事業において、新規代理店の獲得と既存代理店の活

性化等による販売方法の見直しと収益性の高い商品に

引上げられるよう原価率の改善を目的に商品構成の見

直しを行い、売上拡大に努力してまいります。平成18

年12月に国際航業株式会社と販売代理業務委託契約を

締結し、同社が自治体市場において既に高い実績を

誇っていることから、ＺＯＯＭＡラインナップの中の

官公庁向け商品である「台帳アーカイブソリューショ

ン」の官公庁導入の促進化戦略を前進させ、売上げに

大きく寄与すると計画しております。

　４．当社グループ企業の一つであるアジア航測株式会社

に対する投資については、経営資源の集中のため、同

社の株式の譲渡を含め処分方法を検討しております。

　５．方策の一つとして、Ｍ＆Ａを通じた事業ポートフォ

リオの獲得を図っており、安定性、成長性のある企業

をグループに取り入れることによって、収益性の向上

を目指します。

　６．平成電電株式会社との関連事業における債権債務関

係については所要の会計処理を済ませ、その清算に一

応の目処がついております。

　以上の方策により、当社グループは利益体質への転換を

図っており、来期の当社グループの業績は改善できるもの

と見込まれます。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。
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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
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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 (1) 連結子会社の数　３社

　主要な連結子会社の名称　

 　 オムニトラストジャパン㈱

　㈱ベストシステムズ

　平成電電コミュニケーションズ㈱　

　　オムニトラストジャパン㈱については

当連結会計年度において新たに設立した

ため、連結の範囲に含めております。ま

た、当連結会計年度において株式交換に

より完全子会社となった㈱ベストシステ

ムズ及び平成電電コミュニケーションズ

㈱については、当連結会計年度から連結

の範囲に含めております。

　㈱ＩＴマーケティングエージェンシー

については株式を取得したことにより当

連結会計年度において連結の範囲に含め

ておりましたが、株式を売却したことに

より、当連結会計年度末において連結の

範囲から除外しております。 

(1) 連結子会社の数　３社

　主要な連結子会社の名称　

 　 オムニトラストジャパン㈱

　㈱ベストシステムズ

　ＤＴコミュニケーションズ㈱　

 　　ＤＴコミュニケーションズ㈱について

は当連結会計年度において商号変更を

行っております（旧商号：平成電電コ

ミュニケーションズ㈱）。

 (2) 主要な非連結子会社の名称等

　主要な非連結子会社

 　 ＤＴエレクトロニクス㈱

　ジャパンワイヤレス㈱

　（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないためで

あります。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等

　主要な非連結子会社

 　 ＤＴエレクトロニクス㈱

　ジャパンワイヤレス㈱

　（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した関連会社数　１社

　主要な会社名 

 　 アジア航測㈱

　　アジア航測㈱については、当連結会計

年度において同社株式を追加取得したこ

とにより関連会社となったため、持分法

の適用範囲に含めております。  

(1) 持分法を適用した関連会社数　２社

　主要な会社名 

 　 アジア航測㈱

　㈱ＨＰＣソリューションズ

　　 ㈱ＨＰＣソリューションズについては、

当連結会計年度において新たに設立した

ため、持分法の適用範囲に含めておりま

す。
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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)

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の名

称  

 　 ＤＴエレクトロニクス㈱

　ジャパンワイヤレス㈱

　㈱キューウエーブ

　㈱ＩＲＩコミュニケーションズ

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の名

称  

 　 ＤＴエレクトロニクス㈱

　ジャパンワイヤレス㈱

　㈱キューウエーブ

　（持分法を適用しない理由）

　持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社は、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表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、持分法の適用範囲から除外してお

ります。 

　（持分法を適用しない理由） 

同左

 (3) 　　　 　　―――

(4) 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社の

事業年度に係る財務諸表を使用しており

ます。 

 (3) 前連結会計年度において関連会社であ

りました㈱ＩＲＩコミュニケーションズ

は、当連結会計年度において当該全株式

を売却したことにより、持分法の適用範

囲から除外しております。

(4) 　　　　　　 同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、㈱ベストシステムズ

の決算日は10月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

同左

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

 　(イ) 満期保有目的の債券

　　 　　　 　　―――

　(ロ) 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）を採用しております。

 　　　時価のないもの

 　　　移動平均法に基づく原価法を採用

しております。

 ①　有価証券

 　(イ) 満期保有目的の債券

　　　　償却原価法（定額法）を採用して

おります。

　(ロ) 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

同左

 ②　たな卸資産 

 　　個別法による原価法を採用しており

ます。

 ②　たな卸資産 

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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)

(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。

　建物及び構築物　　　５～18年

　機械装置及び運搬具　２～６年

　工具器具備品　　　　４～20年

 ①　有形固定資産

同左

 ②　無形固定資産

 　　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づいており、市場販売

目的のソフトウェアについては、見込

有効期間（３年）における見込販売数

量に基づく償却額と販売可能な残存有

効期間に基づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい金額を償却する方法に

よっております。

　また、営業権については、発生時に

一括償却しております。

  なお、販売権については、その有効

期間等を検討し全額償却しております。

 ②　無形固定資産

　　　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づいており、市場販売

目的のソフトウェアについては、見込

有効期間（３年）における見込販売数

量に基づく償却額と販売可能な残存有

効期間に基づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい金額を償却する方法に

よっております。

　また、のれんについては、発生時に

一括償却しております。

(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

いては個別に回収の可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

 ①　貸倒引当金

同左

  ②　賞与引当金

  　 従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額のうち、当連結会計年度負

担額を計上しております。

 ②　賞与引当金

同左

  ③　製品保証引当金

　　 製品の無償補修にかかる支出に備え

るため、過去の実績に基づき計上して

おります。

 ③　製品保証引当金

同左

  ④　退職給付引当金

 　 　　　 　　――― 

 ④　退職給付引当金

 　　 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

の見込額に基づき、当連結会計年度末

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。
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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)

  ⑤　損害賠償損失引当金

 　 　　　 　　――― 

 ⑤　損害賠償損失引当金

　　　海外投資事業の清算に係る現地出資

者からの損害賠償訴訟における今後の

判決又は和解による賠償金の支払いに

備え、その経過等の状況に基づき負担

見積額を計上しております。

　負担見積額については、弁護士より

提出を受けた和解案に基づき算出して

おります。

(4）重要なリース取引の処

理方法

   リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

 ①　ヘッジ会計の方法　

 　　繰延ヘッジ処理によっております。

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

 　　ヘッジ手段 … 為替予約

　　 ヘッジ対象 … 外貨建金銭債務

 ③　ヘッジ方針

 　　為替変動リスクを回避することを目

的として、対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　　 ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断してお

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。

  消費税等の会計処理

同左

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方法は、

全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、その効

果が発現すると見積もられる期間で償却す

ることとしております。ただし、金額が少

額の場合は発生時に全額償却しております。

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

  連結会計年度中に確定した利益処分に基

づいて作成しております。

 　 　　　 　　――― 

８．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

期投資からなっております。 

同左
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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

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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。

これにより税金等調整前当期純利益は33,220千円減少して

おります。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき減損損失累計額の科目をもって表示してお

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）

　当連結会計年度より、「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10,415,396千円

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。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日

  至　平成17年12月31日)

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)

（連結損益計算書）

―――――――

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「社債発行

費償却」（当連結会計年度は20,047千円）は、営業外費用

の総額の100分の10以下となったため、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示することにしました。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式） 2,261,415千円 投資有価証券（株式） 2,050,812千円

※２　　　　　　　 ―――――――

 

※２　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式1,147,246株で

あります。
※３　　　　　　　 ―――――――

※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式125株で

あります。
※４　　　　　　　 ―――――――

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

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。

※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。

業務委託費 1,090,669　千円

支払手数料 　283,654

賞与引当金繰入額 3,208

製品保証引当金繰入額 10,615

貸倒引当金繰入額 299,929

業務委託費 907,014　千円

支払手数料  835,028

のれんの償却額  280,155

賞与引当金繰入額 29,450

退職給付費用  2,193

製品保証引当金繰入額 10,060

※２　一般管理費に含まれる研究開発費　76,284　千円 ※２　一般管理費に含まれる研究開発費　74,665　千円

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 1,543　千円

計 1,543　千円

建物及び構築物 5,833　千円

工具器具備品 2,270　千円

計 8,103　千円

 ※４　　　　　　　 ―――――――  ※４　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ました。

場所 種類 金額

 本社 建物 10,207千円

リース資産 1,673千円

 本社及び子会社 工具器具備品 11,164千円

ソフトウェア 10,174千円

　当社グループは、管理会計上の区分（製品群別）を

基準に資産のグルーピングを行っております。ただし、

上記資産については、平成19年１月１日の事業再編計

画に伴う持株会社への移行後、将来の営業収入で投資

額の回収が見込めなくなったものであり、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

（33,220千円）として特別損失に計上しました。

　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、その資産から生ずると見込まれる

将来のキャッシュ・フローの現在価値として評価して

おります。
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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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
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（注）１ 1,147,246.39 654,439.02 ― 1,801,685.41

合計 1,147,246.39 654,439.02 ― 1,801,685.41

自己株式

普通株式（注）２、３ 125.59 122,004.22 ― 122,129.81

合計 125.59 122,004.22 ― 122,129.81

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加654,439.02株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加30,000株、

新株予約権付社債の株式転換による増加624,439.02株であります。 

２．普通株式の自己株式の増加4.22株は、端株の買取によるものであります。

３．普通株式の自己株式の増加122,000株は、自己株式の取得によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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12月31日現在）

       現金及び預金勘定と現金及び現金同等物は同額であ

ります。

※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12月31日現在）

現金及び預金勘定 428,089千円

取得日から３か月以内に償還期限

の到来する短期投資（有価証券） 7,266,470千円

現金及び現金同等物 7,694,559千円

 ※２　当連結会計年度に株式交換により新たに連結子会社

となった会社の資産・負債の主な内訳

 　　株式会社ベストシステムズ

流動資産 356,650千円

固定資産 51,308千円

　資産合計 407,959千円

流動負債 77,207千円

固定負債 134,741千円

　負債合計 211,948千円

 　　平成電電コミュニケーションズ株式会社

流動資産 21,409千円

固定資産 15,000,000千円

　資産合計 15,021,409千円

流動負債 3,409千円

固定負債 －千円

　負債合計 3,409千円

 ※２　　　　　　　 ―――――――

 　　これにより資本剰余金は、15,214,011千円増加してお

ります。

 ３　重要な非資金取引の内容

新株予約権の行使による資本金増

加額

1,500,049千円

新株予約権の行使による資本剰余

金増加額

1,499,950千円

新株予約権の行使による新株予約

権付社債の減少額

3,000,000千円

 ３　重要な非資金取引の内容

新株予約権の行使による資本金増

加額

4,800,044千円

新株予約権の行使による資本剰余

金増加額

4,799,799千円

新株予約権の行使による新株予約

権付社債の減少額

9,599,843千円
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前連結会計年度（平成17年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 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

得原価を超えるもの

 (1) 株式

 (2) 債券

　①　国債・地方債等

　②　社債

　③　その他

 (3) その他

270

 

―

―

―

―

782

 

―

―

―

―

512

 

―

―

―

―

小計 270 782 512

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

 (1) 株式

 (2) 債券

　①　国債・地方債等

　②　社債

　③　その他

 (3) その他

―

 

―

―

―

―

―

 

―

―

―

―

―

 

―

―

―

―

小計 ― ― ―

合計 270 782 512

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）

その他有価証券

非上場株式 1,500
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当連結会計年度（平成18年12月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類 
連結貸借対照表計上

額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの

(1) 国債・地方債等

(2) 社債

(3) その他

―

―

3,997,394

―

―

3,997,520

―

―

125

小計 3,997,394 3,997,520 125

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの

(1) 国債・地方債等

(2) 社債

(3) その他

―

2,000,000

3,269,075

―

1,984,200

3,268,819

―

△15,800

△256

小計 5,269,075 5,253,019 △16,056

合計 9,266,470 9,250,539 △15,930

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 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

得原価を超えるもの

 (1) 株式

 (2) 債券

　①　国債・地方債等

　②　社債

　③　その他

 (3) その他

270

 

―

―

―

10,300

787

 

―

―

―

12,112

517

 

―

―

―

1,812

小計 10,570 12,899 2,329

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

 (1) 株式

 (2) 債券

　①　国債・地方債等

　②　社債

　③　その他

 (3) その他

69,481

 

―

―

―

―

62,868

 

―

―

―

―

△6,613

 

―

―

―

―

小計 69,481 62,868 △6,613

合計 80,051 75,767 △4,284

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

80,507 2,317 ―

４．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）

その他有価証券

非上場株式 21,500

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１．債券

 　(1) 国債・地方債等

 　(2) 社債

　 (3) その他

 ２．その他

 

―

―

―

7,266,470

 

―

―

―

―

 

―

―

―

―

 

―

2,000,000

―

―

合計 7,266,470 ― ― 2,000,000
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③　デリバティブ取引

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

④　退職給付関係

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度
(平成18年12月31日)

１．　　　　　　　 ――――――― １．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、確定給付型の退職給付制度として退

職一時金制度を採用しているほか、厚生年金基金制度

（総合設立型）を併用しております。

２．　　　　　　　 ――――――― ２．退職給付債務に関する事項

（平成18年12月31日現在）

①退職給付債務 2,400千円

②年金資産 ―

③未積立退職給付債務 2,400

④未認識数理計算上の差異 ―

⑤連結貸借対照表計上額純額 2,400

⑥前払年金費用 ―

⑦退職給付引当金 2,400

（注）１．当社グループの退職一時金制度（平成18年７月

１日より施行）による退職給付債務の計算は、退

職給付実務指針　第36項③による簡便法としての

期末自己都合支給額を退職給付債務とする方法を

採用しております。

２．総合設立型の厚生年金基金（関東ＩＴソフト

ウェア厚生年金基金）については、拠出額を退職

給付費用として処理しております。加入員数割合

により計算した年金資産の額は1,877千円であり

ます。

３．　　　　　　　 ―――――――

　　 

３．退職給付費用に関する事項

（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

①勤務費用 5,641千円

②利息費用 ―

③期待運用収益 ―

④数理計算上の差異の費用処理額 ―

⑤退職給付費用 5,641

（注）１．総合設立型の厚生年金基金に対する拠出額3,241

千円を勤務費用に含めております。

２．簡便法を採用しているため上記②③④は、発生

しません。
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⑤　ストック・オプション等

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

⑥　税効果会計

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

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の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

  繰延税金資産（流動）  

未払事業税 28,885千円

　小計 28,885

評価性引当額　 △28,885

　差引 －

  繰延税金資産（流動）  

未払事業税 767千円

賞与引当金繰入 11,983

　小計 12,751

評価性引当額　 △12,751

　差引 －

　繰延税金資産（固定）  

貸倒引当金繰入限度超過額 1,069,882

関係会社株式評価損 353,165

 販売権償却超過額 797,041

営業権償却超過額 6,342,400

税務上の繰越欠損金 2,171,785

その他 176,910

小計 10,911,185

評価性引当額 △10,911,185

差引 －

　繰延税金資産（固定）  

貸倒引当金繰入限度超過額 2,638,041

関係会社株式評価損 81,501

投資有価証券（持分法） 220,274

減価償却超過額 88,961

販売権償却超過額 756,155

のれん償却超過額 4,964,180

税務上の繰越欠損金 3,331,038

減損損失 13,517

その他有価証券評価差額金 1,953

その他 3,281

小計 12,098,905

評価性引当額 △12,098,905

差引 －

  繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △153,442　  

  合計 △153,442 

繰延税金負債の純額 153,442

  繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △210

  合計 △210

繰延税金負債の純額 △210

 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、税金等調整前当期純損失を計上し

ているため記載しておりません。

 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の内訳

　同左
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

ITソリュー
ション事業
（千円）

通信サービ
ス事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 10,430,907 8,526,481 467,904 19,425,293 － 19,425,293

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 237 74,927 75,164 (75,164) －

計 10,430,907 8,526,718 542,832 19,500,458 (75,164) 19,425,293

営業費用 8,879,612 7,725,219 730,222 17,335,054 330,111 17,665,166

営業利益又は営業損失(△) 1,551,294 801,499 △187,389 2,165,403 (405,276) 1,760,126

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 4,362,316 6,004,364 － 10,366,680 12,324,205 22,690,886

減価償却費 33,046 42,704 － 75,751 － 75,751

資本的支出 330,709 114,392 － 445,101 － 445,101

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。

 　　　 ２．各区分の主な製品等

ＩＴソリューション事業

 画像データ表示ビューワ、セキュリティシステム、画像データ自動変換

サーバー、高セキュリティ文書配信システム、Ｗｅｂ型地図描画エンジ

ン、ネットワーク型地図情報システム、移動体位置情報管理システム、

グリッド関連製品、クラスタ関連製品、情報機器、通信機器等 

 通信サービス事業
 ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤル

アップ接続関連サービス事業、中継電話サービス（マイライン）事業等

 その他の事業
 総合広告代理事業、Ｗｅｂ型セールスプロモーションシステムの開発・

運用等 

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の金額は418,069千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は12,324,205千円であり、その主なものは、当社

の余資運用資金（現金及び預金）であります。
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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）

ITソリュー
ション事業

（千円）

通信サービス
事業

（千円）
計（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,438,608 5,940,179 7,378,788 ― 7,378,788

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
14,577 226 14,804 (14,804) ―

計 1,453,185 5,940,406 7,393,592 (14,804) 7,378,788

営業費用 1,936,483 5,838,172 7,774,655 704,100 8,478,756

営業利益又は営業損失(△) △483,297 102,233 △381,063 (718,904) △1,099,968

Ⅱ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的支出
     

資産 2,558,882 966,422 3,525,305 9,542,410 13,067,716

減価償却費 339,152 1,722,407 2,061,560 8,009 2,069,569

減損損失 20,097 ― 20,097 13,123 33,220

資本的支出 95,198 1,717,279 1,812,477 16,987 1,829,465

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。

 　　　 ２．各区分の主な製品等

ＩＴソリューション事業

 画像データ表示ビューワ、セキュリティシステム、画像データ自動変換

サーバー、高セキュリティ文書配信システム、Ｗｅｂ型地図描画エンジ

ン、ネットワーク型地図情報システム、移動体位置情報管理システム、

グリッド関連製品、クラスタ関連製品、情報機器、通信機器等 

 通信サービス事業
 ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤル

アップ接続関連サービス事業、中継電話サービス（マイライン）事業等

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の金額は715,103千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,542,410千円であり、その主なものは、当社の

余資運用資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）及び当連結会計年度（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

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）及び当連結会計年度（自平成18年１月１日　至

　平成18年12月31日）

　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、 海外売上高の記載を省略しております。
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⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は
出資金
（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

法人主要株

主

平成電電

㈱

東京都渋

谷区広尾
1,682,351

電気通信

事業

(被所有)

直接

10.56％

－
営業上

の取引

受託開発等

 

9,694,939

 

売掛金

更生債権等 

60,154

4,402,925

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

 　　　　　上記会社への受託開発等についての価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件

によっております。

 　　　２．取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金
又は
出資金
（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 櫛間勝見 － －
当社代表取

締役会長
－ － －

社宅の賃貸

（注１）
1,560 － －

 役員 山本勝三 － －
当社代表取

締役社長
－ － －

社宅の賃貸

（注１）
1,710 － －

 役員 平井昭光 － － 当社監査役 － － － 

業務委託費

等

（注２）

1,633 － －

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　 櫛間勝見、山本勝三の社宅の賃貸は、「賃貸社宅規程」に基づき、会社が借り上げ同氏に賃貸しているもので

あり、当社負担額は、家主に支払う50％としております。

 　　　２．平井昭光氏との取引につきましては、業務委託契約に基づく法務業務委託報酬であり、一般の取引先と同様に

決定しております。

　　　 ３．取引金額には、消費税等は含まれておりません。

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）親会社及び法人主要株主等

　　　　　該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

　　　　　該当事項はありません。

　　(3）子会社等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は
出資金
（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

関連会社
アジア航

測㈱

東京都新

宿区
1,272,000 測量事業

(所有)

直接

29.26％

－
営業上

の取引

当社製品の

販売
2,978 売掛金 －

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

上記会社への当社製品の販売についての価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の

条件によっております。

 　　　２．取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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 5,487円 19銭 6,201円 28銭

１株当たり当期純損失金額 39,187円 43銭 2,856円 69銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

  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。

同左

　（注）１株当たり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。

項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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)

当期純損失（千円） 24,448,722 4,616,278

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円） 24,448,722 4,616,278

普通株式の期中平均株式数（株） 623,892 1,615,956

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金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要

　第１回無担保転換社債型新株予約

権付社債（券面総額9,700,000千円）

及び新株予約権４種類（新株予約権

の数109,142個）。

　新株予約権４種類（新株予約権の

数114,657個）。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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．新株予約権の発行及び消却

(1) 新株予約権の発行

当社は、平成17年12月20日開催の取締役会において

発行を決議いたしました第７回新株予約権（第三者割

当）について、平成18年１月５日に払込を受け、発行

いたしました。

①　募集方法

　第三者割当の方法により、すべての本新株予約権

をライブドア証券株式会社に割り当てる。

②　新株予約権の総数

200個

③　新株予約権の発行価額

　本新株予約権１個当たり金100,000円（本新株予約

権の目的である株式１株当たり金100円）

④　新株予約権の発行総額

金20,000,000円

⑤　新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、

当社普通株式200,000株とする（本新株予約権１個の

目的である株式の数は1,000株とする。）。

⑥　行使によって発行する新株の発行価額中の資本組

入額　

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価額中資本に組入れる額は、当該発行価

額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端

数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

⑦　新株予約権の消却事由及び消却の条件

当社は、当社が株式交換または株式移転により他

の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で

決議した場合、商法第280条ノ36の規定に従って、本

新株予約権者に対して消却日から７日以上60日以内

の事前通知を行い、かつ（本新株予約権証券が発行

されている場合は）公告したうえで、当該株式交換

または株式移転の効力発生日以前に、その時点にお

いて残存する本新株予約権の全部を１個当たり

100,000円の金額で消却する。

当社は、本新株予約権の消却が必要と当社取締役

会が決議した場合、商法第280条ノ36の規定に従って、

本新株予約権者に対して消却日から７日以上60日以

内の事前通知を行い、かつ（本新株予約権証券が発

行されている場合は）公告したうえで、当該株式交

換または株式移転の効力発生以前に、その時点にお

いて残存する本新株予約権の全部を１個当たり

100,000円の金額で消却する。

⑧　新株予約権の行使請求によって交付された株式の

配当起算日

本新株予約権の行使請求により交付された当社普

通株式の配当金または商法第280条ノ５に定められた

金銭の分配（中間配当金）については、行使請求が

１月１日から６月30日までの間になされたときは１

月１日に、７月１日から12月31日までの間になされ

たときは７月１日にそれぞれ当社普通株式の交付が

あったものとみなしてこれを支払う。

―――――――
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前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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)

(2) 新株予約権の消却

当社は平成18年１月25日開催の取締役会において、

第７回新株予約権（第三者割当）について残存する本

新株予約権の全部について消却することを決議し、平

成18年２月27日にその対価となる金銭の支払を行い残

存する新株予約権を消却いたしました。

①　消却の理由

　昨今の株式市場の動向、当社における現在の資金

需要、既存の株主に与える影響等を総合的に考慮し

た結果、発行要項第15項(2)号に従い、平成18年１月

５日に発行しました第７回新株予約権を消却するこ

とにいたしました。
②　割当先

ライブドア証券株式会社
③　消却日

平成18年２月27日
④　消却された本新株予約権

残存する本新株予約権170個

※　本新株予約権について、発行日から消却日までに

30個の新株予約権が行使されております。それによ

り、453,447千円の払込みを受けるとともに、発行済

株式数が30,000株、資本金が228,223千円、それぞれ

増加しております。
⑤　消却に伴う支払価額

17,000千円
⑥　消却後残存予約権

0個
２．新株予約権付社債の発行

当社は、平成17年12月20日開催の取締役会において

発行を決議いたしました第２回無担保転換社債型新株

予約権付社債について、平成18年１月５日に払込を受

け、発行いたしました。

(1) 資金調達の理由

　当社は、平成17年10月３日に民事再生法に基づく再

生手続の申立てを行った平成電電株式会社より、平成

17年12月12日に当社が再生スポンサーに決定したとの

正式な連絡を受け、同社再生スポンサーとして同社事

業再生に携わるにあたって、同社への再生支援資金及

び一般運転資金の調達を行う目的で、今回の資金調達

を行いました。

(2) 社債の発行価額

額面100円につき100円

(3) 新株予約権の発行価額

無償とする。

(4) 募集方法

  第三者割当の方法により、ライブドア証券株式会社

に全額を割り当てる。
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前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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)

(5) 新株予約権の内容

①　新株予約権の目的である株式の種類及び数

　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通

株式とし、その行使請求により当社が当社普通株式

を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社

普通株式を移転する数は、行使請求に係る本社債の

発行価額の総額を転換価額で除して得られる最大整

数とする。この場合に１株の100分の１未満の端数が

生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わ

ない。また、１株の100分の１の整数倍の端数を生じ

たときは、法令上可能な限り、端株として端株原簿

に記載または記録するか、または端株買取請求権が

行使された場合に支払われるのと同額の現金を支払

う。

②　発行する新株予約権の総数

　各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、

合計40個の本新株予約権を発行する。

③　新株予約権の行使に際して払込をなすべき額及び

転換価額

 (イ）本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべ

き額は、各本社債の発行価額と同額とする。

（ロ）本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１

株当たりの額（以下「転換価額」という。）は当

初30,400円とする。ただし、転換価額は修正また

は調整されることがある。

④　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価額中資本に組入れる額

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式

１株の資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた金額と

し、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、そ

の端数を切り上げるものとする。

⑤　新株予約権の行使請求期間

　本新株予約権付社債の社債権者が、本新株予約権

の行使を請求することができる期間は、平成18年１

月６日から平成20年１月３日とする。

⑥　転換価額の修正

本新株予約権付社債の発行後、毎週金曜日（以下

「決定日」という。）の翌取引日以降、決定日まで

（当日を含む。）の３連続取引日の株式会社大阪証

券取引所における当社普通株式の普通取引の毎取引

日の売買高加重平均価格の90％に相当する金額がそ

の時点で有効な転換価額を下回る場合には決定日価

額に修正され、決定日価額が30,400円を上回る場合

にも決定日価額に修正され、それ以外の場合には修

正されない。 　

⑦　転換価額の調整

　本新株予約権付社債の発行後、以下に掲げる各事

由により当社の発行済普通株式数に変更が生じる場

合または変更を生じる可能性がある場合は、転換価

額を調整する。 　　

（イ）調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引

日目に始まる30取引日の株式会社大阪証券取引所

における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の

平均値を下回る発行価額または処分価額をもって

当社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する

普通株式を処分する場合。 　　　

（ロ）株式分割により当社普通株式を発行する場合。 
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前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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)

（ハ）調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引

日目に始まる30取引日の株式会社大阪証券取引所

における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の

平均値を下回る価額をもって当社普通株式に転換

される証券もしくは転換できる証券または当社普

通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新

株予約権付社債を発行する場合。

（ニ）株式の併合、資本の減少、法定準備金の減少、

商法第373条に定められた新設分割、商法374条ノ

16に定められた吸収分割、または合併のために転

換価額の調整を必要とするとき。 　　　

（ホ）その他当社の発行済株式総数の変更または変更

の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調

整を必要とするとき。 　　　

（ヘ）転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して

発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の

算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由

による影響を考慮する必要があるとき。

⑧　新株予約権の消却事由及び消却の条件

　　消却事由は定めない。　　 

⑨　新株予約権の行使請求によって交付された株式の

配当起算日

行使請求により交付された当社普通株式の配当金

または商法第293条ノ５に定められた金銭の分配（中

間配当金）については、行使請求が１月１日から６

月30日までの間になされたときは１月１日に、７月

１日から12月31日までの間になされたときは７月１

日にそれぞれ当社普通株式の交付があったものとみ

なしてこれを支払う。 　　

⑩　代用払込に関する事項

　商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号により、

本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還

に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をな

すべき額の全額の払込がなされたものとする請求が

あったものとみなす。 

(6) 社債に関する事項 　　

①　社債総額　

金4,000,000,000円 　　

②　各本社債券の額面金額

金100,000,000円の１種 　

③　利率

本社債には利息を付さない。 　

④　償還価額

額面100円につき100円 　　

⑤　償還の方法及び期限 　　　

（イ）本社債は、平成20年１月４日にその総額を償還

する。

ただし、繰上償還に関しては、本号（ロ）乃至

（ニ）に定めるところによる。 　　　

（ロ）当社は、平成18年１月６日以降、当社が株式交

換または株式移転により他の会社の完全子会社と

なることを当社の株主総会で決議した場合、本新

株予約権付社債の社債権者に対して、償還日から

30日以上60日以内の事前通知を行った上で、当該

株式交換または株式移転の効力発生日以前に、そ

の時点において未償還の本社債の全部（一部は不

可）を額面100円につき金100円で繰上償還する。
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前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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)

（ハ）当社は、平成18年１月６日以降、その選択によ

り、本新株予約権付社債の社債権者に対して償還

日から30日以上60日以内の事前通知を行った上で、

その時点において未償還の本社債の全部（一部は

不可）を繰上償還することができる。この場合の

償還価額は本社債の額面100円につき金100円とす

る。 　　　

（ニ）本新株予約権付社債の社債権者は、平成18年１

月６日以降、その選択により、当社に対して償還

日から30日以上60日以内の事前通知を行い、かつ

当社の定める請求書に繰上償還を請求しようとす

る本社債を表示し、請求の年月日等を記載してこ

れに記名捺印した上、繰上償還を請求しようとす

る本新株予約権付社債を添えて、償還金支払場所

に提出することにより、その保有する本社債の全

部または一部を繰上償還することを、当社に対し

て請求する権利を有する。この場合の償還価額は

本社債の額面100円につき、金100円とする。 　　

　

（ホ）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、そ

の前銀行営業日にこれを繰上げる。

（ヘ）本新株予約権付社債の買入及び当該本新株予約

権付社債に係る本社債の消却は、発行日の翌日以

降いつでもこれを行うことができる。ただし、当

該本新株予約権付社債に係る本新株予約権のみを

消却することはできない。当該本新株予約権に係

る本社債を消却する場合、当社は当該本新株予約

権付社債に係る本新株予約権につき、その権利を

放棄するものとする。 　　

⑥　物上担保・保証の有無

  本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付さ

れておらず、また本新株予約権付社債のために特に

留保されている資産はない。

３．ダイヤルアップ接続事業に関する営業の譲受　

当社は、平成18年１月20日開催の取締役会において、

平成18年１月20日をもって電気通信事業を営む株式会

社ＩＲＩコミュニケーションズより、同社営業部門の

うちＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）

事業者向けダイヤルアップ接続事業に関する営業を譲

受ける決議をし、同日付で営業譲渡契約を締結し、譲

受けております。

　なお、本件契約の内容は次のとおりであります。

(1) 営業譲受けの目的

当社は、インターネット上での複合通信企業として

の地位確立を目指し、ＩＳＰ（インターネット・サー

ビス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ接続事

業に関する営業を行っておりますが、同事業の更なる

業容の拡大、かつ一層の企業価値向上を図るべく、株

式会社ＩＲＩコミュニケーションズよりＩＳＰ事業者

向けダイヤルアップ接続事業に関する営業を譲受ける

ことを決議いたしました。

(2) 営業譲受けの内容

　ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）

事業者向けダイヤルアップ接続事業に関する営業

(3) 譲受け価額

　譲受け価額は717,279千円であり、その内訳は営業権

が699,340千円、機械装置が17,252千円、ソフトウェア

が686千円であります。
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前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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)

４．コールセンター業務に関する営業の譲受

当社連結子会社である平成電電コミュニケーション

ズ株式会社は、平成18年２月９日開催の臨時株主総会

及び取締役会において、株式会社ヒューマンアウトソー

シングのコールセンター業務に関する営業を譲受ける

決議をし、同日付で営業譲渡契約を締結し、譲受けて

おります。

　なお、本件契約の内容は次のとおりであります。 

(1) 営業譲受けの目的

　コールセンター業務に係る営業は、当社がスポンサー

となっている平成電電株式会社の事業再生及び当社の

子会社である平成電電コミュニケーションズ株式会社

の円滑な事業運営に必要不可欠な事業であるため、当

該コールセンター業務に係る営業を譲受けることを決

議いたしました。

(2) 営業譲受けの内容

　当社が再生スポンサーとなっている平成電電株式会

社が展開する、電気通信事業における契約済み及び契

約見込み顧客に対応する業務全般（ただし、設置工事

を除く）に関する営業 

(3) 譲受け価額

　譲受け価額は1,000,000千円であります。

５．中継電話サービス（マイライン）事業の営業譲渡に

関する基本合意書の締結

当社及び連結子会社である平成電電コミュニケーショ

ンズ株式会社は平成18年３月23日に、平成電電コミュ

ニケーションズ株式会社の中継電話サービス（マイラ

イン）事業を日本テレコム株式会社へ営業譲渡するこ

とに関し、日本テレコム株式会社との間で基本合意書

を締結いたしました。

　当該基本合意書の概要は以下のとおりであります。

(1) 営業譲渡の目的 

利用者数の減少及び回線利用量の縮小を受け、当社

ならびに平成電電コミュニケーション株式会社にて業

績回復に注力してまいりましたが、依然として厳しい

状況が続いているため、当該事業の譲渡を決定するに

至りました。

(2) 営業譲渡の内容 

  マイライン登録等のなされたユーザーに対する電気

通信役務の提供に係る事業。

(3) 譲渡価額 

  約75億円。ただし、この金額は基本合意書に基づき

算定した暫定譲渡価額であり、承継するマイライン契

約の回線数等による調整を行う予定であります。

(4) 譲渡時期 

  必要な許認可等取得後速やかに譲渡。

 なお、４月中の譲渡完了を目途としております。

６．新株予約権の発行

(1) 新株予約権割当の対象者 

平成18年３月29日開催の取締役会において、同日開

催の当社定時株主総会で承認された、当社の取締役及

び従業員、当社子会社の取締役及び従業員に対して新

株予約権を以下のとおり割り当てることを決議しまし

た。

(2) 新株予約権発行の要領

①　新株予約権の総数

55,000個を上限とする。

②　新株予約権の発行価額

無償で発行する。
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前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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　新株予約権の目的となる株式の種類

  当社普通株式とする。

④　新株予約権の目的となる株式の数

　55,000株を上限とし、新株予約権１個当たりの目

的となる株式の数（以下「目的株式数」という。）

は１株とする。

⑤　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額

　本新株予約権１個当たりの払込金額は、18,310円

（以下「行使価額」という。）に目的株式数を乗じ

た金額とし、行使価額は本新株予約権を発行する日

に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社大

阪証券取引所における当社の普通株式の毎日の普通

取引の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値の

ない日を除く。）に1.05を乗じた金額（１円未満の

端数は切り上げる。）とする。ただし、当該平均値

が本新株予約権を発行する日の前日の株式会社大阪

証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（取引が成立しない場合はその前日の終値）を下回

る場合は、当該終値とする。

⑥　新株予約権を行使することができる期間

　平成20年４月１日から平成28年３月31日までの期

間で、取締役会の決議で定める期間とする。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

 　　 当連結会計年度の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。

事業の種類別セグメントの名称

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) 前年同期比（％） 

金額（千円） 

ＩＴソリューション事業 1,423,118 116.2

通信サービス事業 ― ―

合計 1,423,118 116.2

　（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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

 　　 当連結会計年度の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。

事業の種類別セグメントの名称

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)

前年同期比（％） 

受注高（千円） 受注残（千円） 受注高 受注残高 

ＩＴソリューション事業 1,733,220 316,688 27.0 611.2

通信サービス事業 ― ― ― ―

合計 1,733,220 316,688 27.0 611.2

　（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．金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

 　　 当連結会計年度の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。

事業の種類別セグメントの名称

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) 前年同期比（％） 

金額（千円） 

ＩＴソリューション事業 1,438,608 22.5

通信サービス事業 5,940,179 925.3

合計 7,378,788 104.8

　（注）１．上記には回収の見込めないＩＳＰ事業収益（平成電電㈱の代理受領に係る取引）893,525千円は含まれており

ません。

　　　　２．セグメント間取引については、相殺消去しております。

３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
  至　平成17年12月31日)

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） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

平成電電㈱ 9,694,939 49.9 ― ―

４．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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