
㈱YOZAN（6830）平成19年３月期決算短信 

 

                                                                 

 

 

平成19年3月期 決算短信 
平成19年５月28日 

                                                    
  

上 場 会 社 名  株式会社ＹＯＺＡＮ                         上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号  ６８３０                                       ＵＲＬ http://www.yozan.co.jp
代  表  者  代表取締役社長      大畠 潔 
問合せ先責任者  執行役員ＩＲ/ＰＲ部長  内田正雄                  ＴＥＬ ( 03 ) 3518 - 4347 
定時株主総会開催予定日   平成19年６月28日 
有価証券報告書提出予定日  平成19年６月28日 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 
（１）連結経営成績                                                                （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円   ％ 
1,751（ ― ） 
― （ ― ） 

百万円   ％
△5,951（ ― ）

― （ ― ）

百万円   ％
△6,594（ ― ）

― （ ― ）

百万円   ％
△15,512（ ― ）

― （ ― ）
 
 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 
営業利益率 

 
19年３月期 
18年３月期 

円 銭 
 △8,569 92  

― 

円 銭
 ― 
 ― 

％
△304.4 

    ― 

％ 
△45.0  

    ― 

％
△339.8 

    ― 
(参考)  持分法投資損益     19年3月期      － 百万円  18年3月期    － 百万円 

 
（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 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 
11,658    
  ― 

百万円
79   

   ― 

％
0.1 

      ― 

円 銭
3 27 

      ― 
(参考)  自己資本     19年3月期   9 百万円     18年3月期   －  百万円 

 
（３）連結キャッシュ･フローの状況 
 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 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 
△4,730    

―    

百万円
△2,653   

―   

百万円
2,718   

―   

百万円
 868   

―   
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末

期末 年間 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
(連結) 

純資産
配当率
(連結)

 
18年３月期 
19年３月期 

円 銭 
―  
―  

円 銭 
―  
―  

円 銭
― 
― 

円 銭
― 
― 

円 銭
― 

0.00 

百万円
― 
― 

％ 
―  
―  

％
― 
― 

20年３月期 
(予想) 

―  ―  ― ― 0.00 
 

―  
 

 
３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

 
中 間 期 
通  期 

百万円 ％ 
1,919（131.6） 
4,958（183.0） 

百万円 ％
△1,426（ ― ）
△2,648（ ― ）

百万円 ％
△1,703（ ― ）
△2,945（ ― ）

百万円 ％ 
△1,751（ ― ） 
△3,055（ ― ） 

円 銭
△500  31 
△867  61 
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   有  

新規  ２社（社名 株式会社新総企 ・ 株式会社沖縄テレメッセージ ） 
（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 
（２）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                無 
〔（注）詳細は、21ページ「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」をご覧ください。〕 

 
（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 3,025,565.31株  18年３月期 1,398,351.31株 
② 期末自己株式数           19年３月期     44.62株  18年３月期     44.62株 
（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご
覧ください。 

 
（参考）個別業績の概要 
 
１．19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 
（１）個別経営成績                                         （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円   ％ 
754 （△67.9） 

2,349 （△58.1） 

百万円   ％
△5,933  （―）
△5,720  （―）

百万円   ％
△6,600  （―）
△5,730  （―）

百万円   ％
△15,410  （―）
△7,355  （―）

 
 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 

 
19年３月期 
18年３月期 

円  銭 
△8,513  70  
△6,854  76  

円  銭
 ―   
―   

 
（２）個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 
 10,770    
16,194     

百万円
130   

  10,181   

％
1.1 
62.9 

円 銭
37 46 

  7,281 18 
 (参考)  自己資本     19年3月期   113百万円   18年3月期   10,181百万円 
 
 
２．20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

 
中 間 期 
通  期 

百万円 ％ 
 639（ 71.3） 
1,976（162.0） 

百万円 ％
△1,567（ ― ）
△2,971（ ― ）

百万円 ％
△1,815（ ― ）
△3,209（ ― ）

百万円 ％ 
△1,822（ ― ） 
△3,218（ ― ） 

円 銭
△520 38 
△913 56 

 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業
績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「1．経営成績（1）
経営成績の分析」をご覧ください。 
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１．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績に関する分析 

①業績の概要 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油高、金利の動向等依然先行き不透明な状況にあるものの、企業収益

の改善を背景とした民間設備投資の増加や雇用の改善、個人消費拡大の進行などにより、全体的に民間需要を中心

に緩やかな回復基調を持続しております。 

通信業界におきましては、「料金の低廉化」や「サービスの多様化」及び「通信速度の高速化」に加え、携帯電

話市場におけるナンバーポータビリティの導入、固定通信市場におけるブロードバンドサービスの拡大などにより、

競争はより一層激しいものとなっております。このような環境のもと、当社では、ユビキタス時代におけるワイヤ

レスブロードバンドサービスの実現に向けて、国内で初めてWiMAXネットワークを構築し、サービスを提供しており

ます。 

当連結会計年度は、WiMAXサービスが市場にて初期導入段階であること、またPHS事業撤退に関する将来費用及び

無線呼出し事業に関する旧インフラの将来撤去費用を引当計上したため、営業収益1,751百万円、営業損失5,951百

万円、経常損失6,594百万円、当期純損失15,512百万円となりました。 

②事業別の状況 

（WiMAX事業） 

当社は、平成17年12月より日本初のWiMAXサービスを開始しております。 

当社のインフラは、280MHzページャと世界 先端である次世代無線ブロードバンド技術を使った4.95GHzノマディ

ックWiMAXで構成されており、今後IT社会が成熟していくために不可欠な技術であり、ワイヤレスによるインタネッ

ト接続の需要が飛躍的に拡大することが期待されております。 

また、WiMAX規格は比較的低コストにて、高速なサービスエリアを広く展開できることから、経済的に有線ブロー

ドバンドの敷設が困難であった場所や地域（デジタル・デバイド）でもブロードバンド環境を構築・活用できるこ

とが期待されております。 

総務省北陸総合通信局による無線を使ったブロードバンド通信試験に、当社のWiMAX規格が採用され、平成18年11

月より公開通信試験が行われ、好評を頂きました。この試験を通じてサービス拡大の基盤を築き、ブロードバンド

空白地域（デジタル・デバイド）の解消に広く貢献してまいります。 

一方、海外においては、英国Airspan社と共に推進してきたWiMAX基地局とWiMAX用ソフトウェア、ならびに、世界

各国のそれぞれの免許周波数で使用可能なモバイルWiMAX用IC等のキーデバイス保有が高く評価され、WiSOAのボー

ドメンバーに就任しました。 

また当社は、WiMAXの普及を促進することを目的として、コンテンツ事業の準備を行いました。この際の基本技術

として、時代の潮流である 先端の三次元、立体モデルの駆動技術であるWeb3Dを採用しております。このWeb3D技

術を 大限に活かすべく、事業シナジーを図るため、Web制作会社・映像音楽コンテンツ・出版社・ソフトウェア販

売事業を営む会社をグループ化いたしました。 

この結果、当連結会計年度のWiMAX事業の営業収益3百万円（前期比2百万円増加）、営業費用3,484百万円（前期

比1,923百万円増加）、営業損失3,480百万円（前期比1,920百万円増加）となりました。 

 

（無線呼出し事業） 

ページャサービスにおいては、まず平成18年4月より衛星インフラによるサービスを開始し、運用費を削減するこ

とが可能となりました。 

一方、「地域情報配信システム」においては、東京都品川区における防災システム、埼玉県和光市における福祉

情報配信システムに続いて、東京都江東区にて衛星とページャ電波を活用した防災システムとして受注し、運用を

開始しております。災害協力隊・学校・公民館などの公共施設、避難所・消防団などへ災害緊急情報や区からのお

知らせ等を受信端末へ配信して、文字と音声で確実な情報伝達が実現でき、大変好評をいただいております。また、

豊島区においては導入を前提とした調査も開始しており、自治体への営業活動は順調に進んでおります。 

この「地域情報配信システム」の 大の特長は、周波数280MHz、 大出力250Wの電波浸透力と電波到達力を活か

したシステムであり、地震・水害等の災害が生じた際に寸断の恐れのある地上回線だけでなく、衛星回線も使用す

る冗長構成とすることで災害時の情報通信をいっそう確実に行うことが可能という点です。 

また更なる事業の拡張を目的に、アジア太平洋地域における 大規模の衛星通信事業者であるJSAT株式会社と事

業提携に向けた協議を開始し、両社共同による営業活動を開始いたしました。本事業提携の実現にて両社がもつ事

業上の強みを相互保有することにより、営業体制を強化しサービスの全国展開を加速化してまいります。 

さらに、メータ自動検針化やホームセキュリティの普及など多様な用途で期待されている「センサネットワーク

（テレメトリ）」の構築にも取り組んでおります。 

「D-FAXサービス」につきましても、前期に引き続き新規契約数及びサービス利用数が順調に増加し、収益に貢献

いたしました。 

この結果、当連結会計年度の無線呼出し事業の営業収益588百万円（前期比217百万円減少）、営業費用1,664百万

円（前期比342百万円増加）、営業損失1,075百万円（前期比559百万円増加）となりました。 
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（PHS事業） 

PHS事業につきましては、平成18年6月にて完全終了し、併せて事業撤退に伴う将来費用を引当計上いたしました。

来期より、これまで事業継続のために費やした固定費を大幅に削減することになります。 

この結果、当連結会計年度のPHS事業の営業収益161百万円（前期比1,380百万円減少）、営業費用1,538百万円（前

期比3,648百万円減少）、営業損失1,377百万円（前期比2,268百万円減少）となりました。 

 

（駐車場等事業） 

当連結会計年度より、新潟市を中心に駐車場等事業を営んでいる株式会社新総企を連結子会社化しております。

新潟市においては、市街地の一部において、依然駐車場不足という状況があり、また、平成18年6月1日より施行さ

れた駐車違反取締りの民間委託も追い風となり、引き続き市場の成長が見込まれておりますが、同時に、競業者の

増加により供給過多の傾向となりつつあります。 

その中で、不動産会社、金融機関等のネットワークの強化により、いち早い物件情報の取得、新規顧客開拓獲得

に向けた営業努力を重ねる一方、既存駐車場の更なる収益アップのための販促活動にも注力いたしました。 

この結果、当連結会計年度の駐車場等事業の営業収益862百万円、営業費用760百万円、営業利益101百万円となり

ました。 

 

（その他の事業） 

当連結会計年度より、沖縄地域にてWiMAX営業活動及び無線呼出し事業の他に、ADSLサービスを中心としたブロー

ドバンドサービスを展開している株式会社沖縄テレメッセージを連結子会社化しております。同社においては、収

益機会を拡大するため、インタネット接続サービス事業（COSMOS NET）を他社より譲受し、12月よりスタートさせ

ております。 

この結果、当連結会計年度のその他の事業の営業収益134百万円、営業費用279百万円、営業損失120百万円とな

りました。 

 

（2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

(a) 資産の状況 

当連結会計年度の流動資産は、現金及び預金883百万円を主なものとして2,034百万円であります。固定資産は、

WiMAXインフラ建設等に関する有形固定資産5,467百万円や投資有価証券1,548百万円を主なものとして9,624百万

円であります。資産合計では11,658百万円であります。 

(b) 負債の状況 

当連結会計年度の流動負債は、未払金1,242百万円を主なものとして2,728百万円であります。固定負債は、転換

社債型新株予約権付社債3,670百万円及び基地局撤去引当金4,011百万円を主なものとして8,850百万円であります。

負債合計では11,579百万円であります。 

(c) 純資産の状況 

当連結会計期間の純資産は79百万円となり、自己資本比率は0.1％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

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。）は、税金等調整前当期純損失が15,711百

万円となったものの、有形固定資産取得による支出等の要因により全体キャッシュ・フローが△4,665百万円とな

り、当連結会計年度末には868百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況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） 

当連結会計年度における営業活動の結果使用された資金は4,730百万円となりました。これは、PHS事業の撤退費

用及びWiMAX事業展開のための初期費用の計上により、税金等調整前当期純損失が15,711百万円となったことが主

たる要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動の結果使用された資金は、2,653百万円となりました。これは、WiMAX基地局建

設等のための有形固定資産の取得による支出2,994百万円及び、借入による収入1,170百万円が主たる要因でありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は2,718百万円となりました。これは、社債の発行による

収入7,017百万円及び、社債の買入による支出5,800百万円が主たる要因であります。 
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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

（個別） 

平成18年３月期

（個別） 

平成19年３月期

（連結） 

自己資本比率(％) 60.6 62.9 0.1

時価ベースの自己資本比率(％) 761.7 171.3 34.7

債務償却年数(年) ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ

(倍) 
― ― ―

※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 

１．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。 

２． 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。 

 

（3） 通期の見通し 

WiMAX事業につきましては、これまで免許取得及びインフラ構築等に注力しておりましたが、次期より本格的な営

業に取り組んでまいります。具体的には、既に実験済であるデジタル・デバイド解消施策としての地方自治体への

当該WiMAX技術の活用、表参道エリアを営業モデルとしたWiMAX及びWiFiサービスの展開を行ってまいります。また、

本年秋に総務省より2.5GHz帯域における広帯域無線アクセスシステムに関する免許が 大２社に割当てられること

を契機に、当社は、インフラ保有者・テクノロジサプライヤの両面からWiMAX基地局のインフラ構築及びメンテナン

ス収入等による収益、キャッシュ・フローの確保に努めてまいります。 

また、WiMAXの普及を促進することを目的としてスタートした、Web3Dサービスにおいて、更なる収益機会を得る

ため、平成19年４月にコンテンツに関連する企業を新たに３社子会社化しております。WiMAX無線インタネットとの

高い親和性を持つWeb3D技術によるインタネットコンテンツ開発の受託業務を促進させつつ、Web制作・映像音楽コ

ンテンツ・書籍出版・ソフトウェア販売等、グループ各社の強みを活かしたシナジー効果を発揮させ、事業を拡大

させて、早期の収益獲得を図ります。 

無線呼出し事業では、地域情報配信システムの自治体への更なる積極的な営業展開を行いつつ、マジックメール・

D-FAXサービスの新規契約数の増加を図ることを含めて、国内唯一の免許保持者として営業体制を強化し、黒字化を

目指します。 

コスト削減施策については、既に平成18年6月に完全終了したPHS事業の他に、次連結会計年度は不要なページャ

基地局の削減、および事業所・組織等の合理化により更なる費用圧縮を図ってまいります。 

従いまして、次期の連結業績予想といたしましては、営業収益4,958百万円、営業損失2,648百万円、経常損失2,945

百万円、当期純損失3,055百万円と見込んでおります。 

 

(4) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

1）利益配分に関する基本方針 

当社は企業体質の強化並びに今後の事業展開に備えるため、内部留保の充実を図ることを基本方針としてまいり

ました。この基本方針に基づきインフラへの設備投資を優先しておりましたため、これまでの業績も鑑みて無配と

させて頂いてまいりました。今後は、収益および利益獲得を第一優先とした経営戦略へシフトし、積極的な事業展

開を実現し、株主の皆様のご期待にお応えしてまいる所存であります。 

2）当期の配当 

当期につきましても、未だ配当財源を確保するに至らなかったため、誠に遺憾ながら無配とさせて頂きたく存じ

ます。 

3）次期の配当 

今後は黒字化を目指し、配当財源をいち早く確保するよう努めてまいりますが、次期の配当に関しましては業績

予想を鑑み無配のとなる見込みでございます。 
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２．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、平成17年12月より日本で初めてWiMAX事業を開始しております。 

また、当中間連結会計年度より、株式会社新総企及び株式会社沖縄テレメッセージを連結財務諸表対象子会社と

し、さらに、平成18年５月に株式会社WiMAXソリューションズを設立し、平成18年９月にアイエンコム株式会社の

株式を51％取得いたしました。 

この結果、平成19年３月31日現在では、当社グループは、当社、連結子会社２社、非連結子会社３社及び関連会

社２社にて構成されることとなり、東京を中心とした地域においてWiMAX事業を、１都４県（東京、神奈川、千葉、

埼玉、沖縄）において無線呼出し事業（280MHz帯通信事業）を、新潟県内にてコインパーキング業及び関連端末機

器販売とその他通信機器等の開発・販売を行っております。 

以上を系統図で示すと、次のとおりであります。 

当  社

（㈱YOZAN）

㈱YOZAN ｽｶｲｷｬｽ

ﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

非連結子会社 

69.4%

㈱沖縄ﾃﾚﾒｯｾｰｼﾞ

連結子会社 

 60 .0%

㈱新総企  

連結子会社 

100%  

Nuvoiz,Inc  

関連会社 

49.5%  

非連結子会社 

100%

㈱WiMAX 

ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
ｱｲｴﾝｺﾑ㈱

非連結子会社 

51.0%

㈱L&T ﾊﾟﾜｰｺﾐ

ｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

関連会社

20.0%  

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「楽しいユビキタス社会の創生に貢献する」という企業ビジョンのもと、ワイヤレスブロード

バンドにおいて、その社会的ニーズに高い次元で応えてゆくことを基本理念としております。 

そのために、平成17年12月より日本でWiMAX事業を開始し、マルチキャスト事業とともにコアビジネスとして推

進して参りました 

平成19年３月には、WiMAXの世界的な組織であるWiSOA（WiMAX Spectrum Owners Alliance）へ加盟し、同組織の

役員に選出されました。 

WiMAX事業は、既存の無線インフラの弱点を補完する有力な手段として、引き続き期待を集めており、この傾向

は日本のみならず、世界的なものであります。よって、日本のWiMAX事業に限ることなく、世界規模でのWiMAX普及

に向け、WiSOAの日本代表として取り組んでまいる所存です。 

また、無線呼出し事業につきましては、日本で唯一の免許事業者として、自治体様向けに提供している「地域情

報配信システム」の拡販を図ることを中心に、事業の黒字化を目指してまいります。 

また、新たにスタートしたコンテンツ事業も基幹事業と位置づけ、新たな収益の獲得源として軌道に乗せてまい

ります。 

以上の目的を達成するために、営業体制および社内管理体制をより一層強化し、高性能・高品質のサービスの提

供に努め、日本におけるユビキタス社会の創生に貢献してまいりたいと存じます。 

 

(2) 目標とする経営指標 

平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月17日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示

を省略します。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当連結会計年度は、WiMAX事業において、当初想定していた主要取引先に方針変更及びM&Aが発生し、計画の根本

的見直しが発生しました。その後、インフラ構築に関し同業者と相互協力して再編を行っております。 

一方、海外においては、英国Airspan社と共に推進してきたWiMAX基地局とWiMAX用ソフトウエア、ならびに、世

界各国のそれぞれの免許周波数で使用可能なモバイルWiMAX用IC等のキーデバイス保有が高く評価され、WiSOAのボ

ードメンバに就任しました。今後当社グループは、新計画に基づくWiMAX構築の再開と、IC応用製品の商品化等、

インフラ保有者とテクノロジサプライヤの両面から事業を推進してまいります。 

 

 (4) 会社の対処すべき課題 

平成17年12月より日本で初めてWiMAXサービスを開始し、事業拡大に取り組んでおりますが、サービス初期段階

でもあるため、未だ収支構造の改善に至っておりません。 

今後は、いち早い収支の改善のため、WiMAX事業、無線呼出し事業を拡張し、さらにコンテンツ事業の早期立上
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げと収益の獲得により、会社全体の収益を拡大させ、会社全体の業績の向上及び企業価値の増大へ繋げてまいりま

す。 

今後、当社の成長戦略を推進するために、具体的に、①営業の強化、②資本の充実、③コンプライアンス体制の

充実、の３つテーマを掲げ、より一層の経営基盤の強化と改革を促進してまいります。 

 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月17日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示

を省略します。 
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４．連結財務諸表等 

(連結財務諸表) 

① 連結貸借対照表 

  
当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

（資産の部）  

Ⅰ 固定資産  

Ａ 電気通信事業固定資産  

(1) 有形固定資産  

１ 機械設備  1,050,169

２ 建物  239,711

３ 工具、器具及び備品  405,245

４ 土地  284,000

５ 建設仮勘定  3,452,778

６ その他の有形固定資産  35,594

有形固定資産合計  5,467,498 46.9

(2) 無形固定資産  

１ ソフトウェア  317,123

２ その他の 
無形固定資産 

 107

無形固定資産合計  317,231 2.7

電気通信事業固定資産合計  5,784,729 49.6

Ｂ 附帯事業固定資産  

１ 有形固定資産  1,357,050

２ 無形固定資産  

   (1) のれん  277,915

   (2) その他  12,938

無形固定資産合計  290,853

附帯事業固定資産合計  1,647,904 14.1
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当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

Ｃ 投資その他の資産  

１ 投資有価証券  1,548,591

２ 長期貸付金  253,400

３ 長期前払費用  100,588

４ 敷金保証金  262,442

５ 繰延税金資産  15,349

６ その他の投資及び 
  その他の資産 

 17,962

 貸倒引当金  △6,574

投資その他の資産合計  2,191,760 18.8

固定資産合計  9,624,394 82.5

Ⅱ 流動資産  

１ 現金及び預金  883,845

２ 受取手形及び売掛金  133,191

３ たな卸資産  307,865

４ 前渡金  142,569

５ 前払費用  128,591

６ 短期貸付金  325,000

７ 未収消費税等  63,769

８ その他の流動資産  52,958

貸倒引当金  △3,676

流動資産合計  2,034,116 17.5

資産合計  11,658,510 100.0
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当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

（負債の部）   

Ⅰ 固定負債   

１ 転換社債型 
新株予約権付社債 

 3,670,000  

２ 長期借入金  579,350  

３ 退職給付引当金  25,170  

４ 基地局撤去引当金  4,011,588  

５ PHS事業撤退損失引当金  433,321  

６ 繰延税金負債  20,238  

７ その他の固定負債  110,595  

固定負債合計  8,850,264 75.9 

Ⅱ 流動負債   

１ 買掛金  128,742  

２ 短期借入金  810,200  

３ 未払金  1,242,652  

４ 未払法人税等  81,437  

５ 賞与引当金  10,678  

６ 訴訟損失引当金  305,296  

７ その他の流動負債  149,785  

流動負債合計  2,728,792 23.4 

負債合計  11,579,057 99.3 

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  16,889,129 144.9 

２ 資本剰余金  18,168,310 155.8 

３ 利益剰余金  △35,023,131 △300.4 

４ 自己株式  △3,709 △0.0 

株主資本合計  30,598 0.3 

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  △20,705  

評価・換算差額等合計  △20,705 △0.2 

Ⅲ 新株予約権  17,000 0.1 

Ⅳ 少数株主持分  52,559 0.5 

純資産合計  79,452 0.7 

負債純資産合計  11,658,510 100.0 
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② 連結損益計算書 

  
当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 電気通信事業営業損益   

(1) 営業収益  709,639 40.5 

(2) 営業費用 ※１  

１ 営業費  582,664  

２ 施設保全費  1,648,061  

３ 管理費  1,272,442  

４ 試験研究費  1,036,120  

５ 減価償却費  635,922  

６ 固定資産除却費  120,005  

７ 通信設備使用料  435,605  

８ 租税公課  203,000 5,933,823 338.7 

電気通信事業営業損失  5,224,183 △298.2 

Ⅱ 附帯事業営業損益   

(1) 営業収益  1,042,071 59.5 

(2) 営業費用 ※１ 1,769,629 101.1 

附帯事業営業損失  727,558 △41.6 

営業損失  5,951,742 △339.8 

Ⅲ 営業外収益   

１ 受取利息  11,534  

２ 受取配当金  1,423  

３ 設備賃貸収入  50,540  

４ 負ののれん償却額  3,513  

５ 雑収入  46,790 113,802 6.5 

Ⅳ 営業外費用   

１ 支払利息  30,920  

２ 株式交付費  193,482  

３ 社債発行費  482,958  

４ 雑支出  49,570 756,933 43.2 

経常損失  6,594,872 △376.5 
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当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※２ 74,274  

２ 投資有価証券売却益  17,505  

３ その他特別利益  18,680 110,459 6.3 

Ⅱ 特別損失   

１ 投資有価証券売却損  599,501  

２ 基地局撤去引当金繰入 ※３ 4,011,588  

３ 減損損失 ※４ 1,146,202  

４ 固定資産除却損  188,882  

５ 投資有価証券評価損  1,470,355  

６ PHS事業撤退損失 ※５ 781,882  

７ PHS事業撤退損失引当金繰入 ※６ 433,321  

８ 訴訟損失引当金繰入 ※７ 305,296  

９ その他特別損失  290,406 9,227,436 526.7 

税金等調整前当期純損失  15,711,849 △896.9 

法人税、住民税 
 74,490  

及び事業税 

法人税等調整額  △6,521 67,968 3.9 

少数株主損失  267,109 15.2 

当期純損失  15,512,709 △885.6 

   

(注) １ 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100％として算出しております。 

２ 営業費用勘定の各科目の内容は次のとおりであります。 

(1) 営業費とは、電気通信役務の提供に関する申込の受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売

活動ならびに、これらに関連する業務により直接発生する費用であります。 

(2) 施設保全費とは、電気通信設備の保全のために直接発生する費用であります。 

(3) 管理費とは、本社等管理部門において発生する費用であります。 

(4) 試験研究費とは、研究開発部門において発生する費用であります。 

(5) 通信設備使用料とは、他の第一種電気通信事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用であり

ます。 
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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４月１日 至 平成19年３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18年３月31日 残高 

（千円） 
14,307,447 15,588,604 △19,510,422 △3,709 10,381,920 

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 2,581,682 2,579,705  5,161,387 

当期純損失   △15,512,709  △15,512,709

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） 
2,581,682 2,579,705 △15,512,709 - △10,351,321 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
16,889,129 18,168,310 △35,023,131 △3,709   30,598 

評価・換算差額等 

  
その他有価証券評価

差額金 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
△200,593  10,181,327 

連結会計年度中の変動額     

新株の発行    5,161,387 

当期純損失    △15,512,709 

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額） 
 179,888  17,000 52,559  249,447 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
179,888 17,000 52,559  △10,101,874 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
△20,705 17,000 52,559  79,452 

 

13  

  



㈱YOZAN（6830）平成19年３月期決算短信  

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４月１日 
至 平成19年３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損失  △15,711,849 

減価償却費  777,034 

減損損失  1,146,202 

のれん償却額  15,374 

負ののれん償却額  △3,513 

貸倒引当金の減少額  △2,618 

賞与引当金の増加額  10,678 

退職給付引当金の増加額  9,630 

受取利息及び受取配当金  △12,958 

支払利息  30,920 

固定資産売却益  △125,414 

固定資産除却費用  188,882 

固定資産評価損  36,847 

PHS撤退損失引当金繰入  433,321 

訴訟損失引当金繰入  305,296 

契約解除金  34,555 

基地局撤去引当金繰入  4,011,588 

施設移転費  6,013 

基地局撤去費用  205,347 

投資有価証券売却益  △17,505 

投資有価証券売却損  599,501 

投資有価証券評価損  1,469,539 

設備賃貸料収入  △50,540 

役員保険返戻金  △8,730 

株式交付費  193,482 

社債発行費  482,958 

売上債権の減少額  96,603 

未収入金の減少額  113,670 

たな卸資産の増加額  △203,643 

前渡金の減少額  433,569 

前払費用の減少額  338,409 

仕入債務の増加額  110,276 

未払金の増加額  484,951 

PHS事業撤退損失  781,882 

その他  215,665 

小計  △3,604,568 
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当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

利息及び配当金の受取額  10,637 

利息の支払額  △30,920 

役員保険返戻金の受取額  8,730 

基地局撤去等に係る支払額  △205,347 

施設移転費の支払額  △6,013 

PHS事業撤退損失の支払額  △781,882 

固定資産除却費用の支払額  △34,755 

契約解除金の支払額  △34,555 

法人税等の支払額  △51,935 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,730,609 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △2,994,598 

有形固定資産の売却による収入  74,274 

無形固定資産の取得による支出  △260,480 

無形固定資産の売却による収入  51,140 

投資有価証券の取得による支出  △92,843 

投資有価証券の売却による収入  353,944 

関係会社への投資による支出  △205,138 

貸付けによる支出  △575,000 

貸付金の返済による収入  314,068 

借入金による収入  1,170,000 

借入金の返済による支出  △381,720 

敷金保証金の差入による支出  △144,922 

敷金保証金の返還による収入  94,724 

設備賃貸料の受取額  50,540 

その他  △107,560 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,653,571 

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  1,434,913 

長期借入金の返済による支出  △253,669 

社債の発行による収入 7,017,041 

社債の買入による支出  △5,800,000 

新株予約権の払込による収入  319,991 

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,718,276 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △4,665,905 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,201,374 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額 

 333,177 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  868,645 
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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） 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当社グループは当連結会計年度において、WiMAX事業を推進させるべく、ネットワークの敷設及びデジタル・デバイドを中

心に営業活動を行ってまいりました。また、無線呼出し事業については、衛星インフラによるサービスを開始し低コスト運

営をさせるとともに地域情報配信システムの積極的な営業活動を行い、さらにPHS事業については、平成18年６月にて事業を

完全終了させることにより営業固定費を削減することが出来ました。しかし、WiMAXサービスが市場にて初期普及段階である

ため高収益を確保する段階に至らず、またPHS撤退に関する将来費用及び無線呼出し事業に関する旧インフラの将来撤去費用

を当連結会計年度にて引当計上したため、売上高は1,751百万円、営業損失は5,951百万円となり、当期純損失は15,512百万

円となっております。また、当連結会計年度において営業キャッシュ・フローはマイナス4,730百万円となっております。 

当該状況により、当社グループには、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、これまで当社が免許取得及びインフラ構築等に注力していたWiMAX事業について、

既に実験済であるデジタル・デバイド解消施策としての地方自治体への当該WiMAX技術の活用、表参道エリアを営業モデルと

したWiMAX及びWiFiサービスの展開を行ってまいります。また、本年秋に総務省より2.5GHz帯域における広帯域無線アクセス

システムに関する免許が 大２社に割当てられることを契機に、当社は、インフラ保有者・テクノロジサプライヤの両面か

らWiMAX基地局のインフラ構築及びメンテナンス収入等による収益、キャッシュ・フローの確保に努めてまいります。 

無線呼出し事業では、地域情報配信システムの自治体への積極的な営業展開により、また、コンテンツ事業では、グルー

プ各社の強みを活かしたシナジー効果を発揮させ、黒字化を目指してまいります。 

コスト削減施策については、既に平成18年６月に完全終了したPHS事業の他に、次連結会計年度は不要なページャ基地局の

削減、および事業所・組織等の合理化により更なる費用圧縮を図ってまいります。 

以上の施策を確実にするためには、当社グループの自己資本の充実を図るべくエクイティファイナンスの実行が必要であ

り、次連結会計年度の上期中に40億円規模以上の資金調達を検討しております。当該資金調達が円滑に行えない場合には、

資金繰りに大きな支障が発生する可能性があります。 

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記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 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日) 

１.連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 ２社 

主要な連結子会社名 

株式会社新総企  

株式会社沖縄テレメッセージ 

(2)主要な非連結子会社の名称 

株式会社WiMAXソリューションズ 

株式会社YOZANスカイキャストコミュニケーションズ 

アイエンコム株式会社 

(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、各社の総資産、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、

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.持分法の適用に関する事項 (1)持分法を適用していない非連結子会社 

株式会社WiMAXソリューションズ 

株式会社YOZANスカイキャストコミュニケーションズ 

アイエンコム株式会社 

(2)持分法を適用していない関連会社 

    Nuvoiz,inc 

    株式会社L&Tパワーコミュニケーションズ 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の各社の当期

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。 

３.連結の範囲及び持分法の適用の範囲の 

 変更に関する事項 

(1)連結の範囲の変更 

当連結会計年度から株式会社新総企および株式会社沖縄テレメッ

セージを連結の範囲に含めております。 

これは、株式会社新総企および株式会社沖縄テレメッセージの重

要性が増加したことにより、連結の範囲に含めることとしたもので

あります。 

４.連結子会社の事業年度等に関する事項  すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

５.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 

子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末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 

移動平均法による原価法 

②たな卸資産 

移動平均法による原価法 
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当連結会計年度 

項目 (自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３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 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

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。 

機械設備 ６～９年

空中線設備 10年

建物 15～40年

工具、器具及び備品 ５年

    また、取得価額が10万円以上、20万円未満の資産については 

３年間で均等償却する方法を採用しております。 

 

②無形固定資産 

定額法 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）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。

 

③長期前払費用 

定額法 
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当連結会計年度 

項目 (自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３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。 

 

② 賞与引当金 

連結子会社の従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の

うち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。 

 

③ 退職給付引当金 

連結子会社の従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度にお

ける退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、退職

給付債務の算定は簡便法によっております。 

 

④ 役員退職慰労引当金 

連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、連結子会社の

一部は内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

 

⑤ 基地局撤去引当金 

全サービスを完全終了しているPHS事業に係る基地局、及び新イン

フラによるサービス開始により不要となった無線呼出し事業に係

る基地局等について、今後発生が見込まれる撤去工事費用について

合理的に見積られる金額を計上しております。 

 

⑥ PHS事業撤退損失引当金 

全サービスを完全終了しているPHS事業に係る基地局等について、

当連結会計年度にてWiMAX基地局への転用が見込まれないことが確

実となったため、基地局を撤去するまでの期間に発生が見込まれる

賃借料等の設置維持費用のうち、合理的に見積もられる金額を計上

しております。 

 

⑦ 訴訟損失引当金 

未払債務に対して担保として提供した資産について、返還請求をし

ているものの、その返還可能性が確実ではないことから、その担保

提供資産の額のうち、未払債務を上回る部分の額を計上しておりま

す。 
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項目 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

    至 平成19年３月31日) 

 (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。 

 

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税の会計処理 

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、控除対

象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理し

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ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなっております。  

７.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。 

８.のれん及び負ののれんの償却に関する事項 のれん及び負ののれんは20年間の均等償却を行っております。 

 

９.電気通信事業法に関する会計基準 当連結会計年度より、電気通信事業会計規則に基づき、連結財務諸表を

作成しております。 
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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４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（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）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計額に相当する金額は、9,893千円であります。 

 なお、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、会社計算規則(平成18年２月７日 法務省令第13

号)により作成しております。 

 

 

 注記事項 

当連結財務諸表における科目分類は、当社が「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

蔵省令第59号)第２条に規定する別記11の電気通信事業であるため、「電気通信事業会計規則」（昭和60年郵政省令第

26号)第５条における科目分類に準拠しております。 

 

(連結貸借対照表関係)   

連結貸借対照表関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略します。 
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 (連結損益計算書関係) 
 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日) 

※１ 当連結会計年度における営業費用に含まれる研究開発費の総額は1,036,120千円であります。 

 
 
※２ 固定資産売却益はPHS事業完全終了により、不要となった施設利用権（通信回線）の売却等に伴うものであります。 

 

※３ 基地局撤去引当金繰入は、当連結会計年度にて事業を完全終了しているPHS事業に関する基地局、及び新インフラによ

るサービス開始により不要となった無線呼出し事業に係る基地局等について、今後発生が見込まれる撤去工事費用につ

いての見積額であります。 

 

※４ 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 用途 
減損損失 

種類 
(千円) 

 
東京都豊島区

他 
遊休 資産 機械設備、工具・器具及び備品、ソフトウェア、長

期前払費用等 

836,967 

 
子会社 

事業用資産 機械設備、空中線設備、建物、工具・器具及び備品、 309,234 
沖縄県那覇市 

ソフトウェア等 

 

 当社は、単独でキャッシュ・フローを生み出す 小の単位によって事業のグループ化を行い、減損会計を適用しており

ます。 

 その他に、遊休資産については、個別資産ごとに減損の兆候を判定しております。 

その結果、本社遊休資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。次に子会社である㈱沖縄テレメッセー

ジの事業用資産については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっているため、帳簿価格を回収可能価格ま

で減額いたしました。これらの減少額を減損損失(1,146,202千円)として特別損失に計上しております。 

 その内訳は、本社遊休資産836,967千円(内、機械設備2,060千円、工具・器具及び備品45,331千円及びソフトウェア

504,478千円、長期前払費用285,044千円、その他52千円)、子会社事業用資産309,234千円(内、機械設備262,069千円、空

中線設備14,227千円、建物6,475千円、構築物2,113千円、工具・器具及び備品3,162千円、ソフトウェア12,199千円、施

設利用権8,986千円)であります。 

 なお、回収可能価額は、正味売却価額(処分見込価額から処分見込費用を控除した金額)により測定しております。 

 

※５ PHS事業撤退損失は、PHS事業終了後に発生した整理費用であります。 

 

※６ PHS事業撤退損失引当金繰入は、当連結会計年度にて事業を完全終了しているPHS事業に係る基地局等について、当連結

会計年度にてWiMAX基地局への転用が見込まれないことが確実となったため、基地局を撤去するまでの期間に発生が見込

まれる賃借料等の設置維持費用を見積り計上した額であります。 

 

※７ 訴訟損失引当金繰入は、未払債務に対し担保として提供した資産について返還請求をしているものの、その返還可能性

が確実ではないことから、その担保提供資産の額のうち、未払債務を上回る部分の額を計上しております。 

 

22  

  



㈱YOZAN（6830）平成19年３月期決算短信  

（連結株主資本等変動計算書関係） 

連結株主資本等変動計算関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略します。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係)   

連結キャッシュ・フロー計算関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考

えられるため開示を省略します。 

 

（リース取引) 

リース取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

略します。 

 

（関連当事者との取引） 

関連当事者との取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため

開示を省略します。 

 

（税効果会計） 

税効果に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し

ます。 

 

（有価証券関係） 

有価証券関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略します。 

 

（デリバティブ取引関係） 

該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

退職給付関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略します。 

 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等） 

企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

略します。 
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（セグメント情報） 

【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４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

無線呼出し

事業 

(千円) 

PHS事業 

(千円) 

駐車場等

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 WiMAX事業

(千円) (千円) 

売上高    

(1)外部顧客に対

する売上高 
3,649 588,725 161,775 862,631 134,929 1,751,710 － 1,751,710

(2)セグメント間

の内部売上高又は

振替高 

－ － － － 24,348 24,348 △24,348 －

計 3,649 588,725 161,775 862,631 159,277 1,776,059 △24,348 1,751,710

営業費用 3,484,431 1,664,061 1,538,851 760,709 279,747 7,727,801 △24,348 7,703,453

営業利益(又は 
△3,480,782 △1,075,336 △1,377,075 101,922

営業損失) 
△120,469 △5,951,742 － △5,951,742

 

【所在地別セグメント情報】  

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３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。 

 

【海外売上高】  

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

海外売上高がないため、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４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

１株当たり純資産額 3 円 27 銭

１株当たり当期純損失 8,569 円 92 銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、

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。 

 (注) 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。 

 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 項目 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純損失金額  

当期純損失(千円) 15,512,709 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

普通株式に係る純損失(千円) 15,512,709 

期中平均株式数(株) 1,810,134 

  

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) ― 

 うち新株予約権 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 
 

①円建無担保転換社債型新株予

約権付社債 

（券面総額 5,000百万円） 

②転換社債型新株予約権付社債

（券面総額 2,000百万円） 

③新株予約権 

（券面総額 2,000百万円） 

④第５回無担保転換社債型新株

予約権付社債 

（券面総額 500百万円） 
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（重要な後発事象） 

当連結会計年度 
( 自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

(1) ㈱キティライツ＆エンターテインメントおよび㈱飛鳥新社の完全子会社化の件 

当社は、コンテンツ事業の拡大を目的として、平成19年３月16日開催の取締役会において承認された株式交換契約書に

基づき、㈱キティライツ＆エンターテインメントを平成19年４月９日をもって、および㈱飛鳥新社を平成19年４月23日を

もって、株式交換を実施し、各社の株主に対し、普通株式を割当交付しております。これにより、㈱キティライツ＆エン

ターテインメントおよび㈱飛鳥新社は当社の完全子会社になりました。 

①完全子会社となった

会社名 

㈱キティライツ

＆エンターテ

インメント 

㈱飛鳥新社 

②株式交換比率 ㈱キティライツ

＆エンターテ

インメントの

普通株式1株

に対し、当社

普 通 株 式

176.91676 株

を割当交付 

㈱飛鳥新社の普通

株式1株に対し、

当 社 普 通 株 式

0.7401223株を割

当交付 

③発行新株式数  290,143株  146,544株 

④増加資本金の額     0円     0円 

⑤本株式交換により発

生するのれんの額 
363,879,457円 83,681,742円 

 

(2) サイバーリンクトランスデジタル㈱の株式の取得による子会社化の件 

当社は、コンテンツ事業の拡大を目的として、平成19年４月12日開催の取締役会において、サイバーリンクトランスデ

ジタル㈱の株式を取得し子会社化することを決議し、平成19年４月12日に同社発行済株式数の60％を取得し子会社化して

おります。 

（イ） 子会社の概要 

名称 サイバーリンクトランスデジタル㈱ 

住所 東京都港区西新橋３丁目４番１号 

西新橋佐藤ビル４Ｆ 

代表者氏名 代表取締役社長  吉田 宣也 

資本金 10百万円 

事業の内容 ソフトウェアの企画・設計・研究・

開発・販売 

（ロ） 株式取得の相手先 トランスデジタル㈱ 

（ハ） 取得する株式の数        120株 

（ニ） 取得価額        90,000,000円(一株につき750,000円) 
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５．個別財務諸表 

（１） 貸借対照表 

  前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

当事業年度末 
(平成19年３月31日) 対前年比

注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％)

増減 区分 (千円) 

(資産の部)   

Ⅰ 固定資産   

Ａ 電気通信事業固定資産   

(1) 有形固定資産   

１ 機械設備  390,641 1,050,169 

２ 建物  147,006 239,711 

３ 工具、器具及び備品  200,157 405,245 

４ 土地  284,000 284,000 

５ 建設仮勘定  2,230,748 3,452,778 

６ その他有形固定資産  680 35,594 

有形固定資産合計  3,253,233 20.1 5,467,498 50.8 2,214,265

(2) 無形固定資産   

１ ソフトウェア  686,070 317,123 

２ その他の無形固定資産  0 107 

無形固定資産合計  686,070 4.2 317,231 2.9 △368,839

電気通信事業固定資産合計  3,939,304 24.3 5,784,729 53.7 1,845,425

Ｂ 投資その他の資産   

１ 投資有価証券  2,783,237 957,371 

２ 関係会社株式  1,118,726 1,483,864 

３ 関係会社社債  250,000 ― 

４ 長期貸付金  3,400 507,165 

５ 長期前払費用  325,701 94,935 

６ 敷金保証金  198,074 236,089 

７ その他の投資 
及びその他の資産  9,399 10,948 

投資その他の資産合計  4,688,539 29.0 3,290,374 30.6 △1,398,165

固定資産合計  8,627,843 53.3 9,075,103 84,3 447,260
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  前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

当事業年度末 
(平成19年３月31日) 対前年比

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％)

増減 
(千円) 

Ⅱ 流動資産   

１ 現金及び預金  5,201,374 667,118 

２ 売掛金  201,789 92,227 

３ 貯蔵品  100,461 289,559 

４ 前渡金  576,138 142,569 

５ 前払費用  417,434 81,360 

６ 短期貸付金  600,000 325,000 

７ 未収消費税等  323,835 58,930 

８ その他の流動資産  151,724 42,090 

貸倒引当金  △6,204 △3,199 

流動資産合計  7,566,554 46.7 1,695,658 15,7 △5,870,896

資産合計  16,194,397 100.0 10,770,761 100.0 △5,423,636
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  前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

当事業年度末 
(平成19年３月31日) 対前年比

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％)

増減 
(千円) 

(負債の部)   

Ⅰ 固定負債   

１ 転換社債型 
新株予約権付社債  5,200,000 3,670,000 

２ 繰延税金負債  120 20,238 

３ 基地局撤去引当金  ― 4,011,588 

４  PHS事業撤退損失引当金  ― 433,321 

５ その他の固定負債  12,351 7,771 

固定負債合計  5,212,472 32.2 8,142,920 75.6 2,930,448

Ⅱ 流動負債   

１ 買掛金  16,346 120,347 

２ 短期借入金 ― 800,000 

３ 未払金  708,035 1,194,985 

４ 未払法人税等  51,487 49,156 

５ 繰延税金負債  1,426 ― 

６ 訴訟損失引当金  ― 305,296 

７ その他の流動負債  23,303 27,733 

流動負債合計  800,598 4.9 2,497,520 23.2 1,696,922

負債合計  6,013,070 37.1 10,640,440 98.8 4,627,370
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  前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

当事業年度末 
(平成19年３月31日) 対前年比

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円) 構成比
(％)

増減 
(千円) 

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  14,307,447 88.3 ― ― △14,307,447

Ⅱ 資本剰余金  15,588,604 96.3 ― ― △15,588,604

Ⅲ 利益剰余金  △19,510,422 △120.5 ― ― 19,510,422

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △200,593 △1.2 ― ― 200,593

Ⅴ 自己株式  △3,709 △0.0 ― ― 3,709

資本合計  10,181,327 62.9 ― ― △10,181,327

負債資本合計  16,194,397 100.0 ― ― △16,194,397

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  ― ― 16,889,129 156.8 16,889,129

２ 資本剰余金   

   資本準備金  ― 18,168,310  

 資本剰余金合計  ― ― 18,168,310 168.6 18,168,310

３ 利益剰余金   

その他利益剰余金   

      繰越利益剰余金  ― ― ― △34,921,354  

 利益剰余金合計  ― ― △34,921,354 △324.2 △34,921,354

４ 自己株式  ― ― △3,709 △0.0 △3,709

   株主資本合計  ― ― 132,376 1.2 132,376

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  ― ― △19,055  

評価・換算差額等合計  △19,055 △0.2 △19,055

Ⅲ 新株予約権  ― ― 17,000 0.2 17,000

純資産合計  ― ― 130,321 1.2 130,321

負債純資産合計  ― ― 10,770,761 100.0 10,770,761
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（２）  損益計算書 

  
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

対前年比

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円) 百分比
(％)

増減 
(千円) 

Ⅰ 電気通信事業営業損益   

(1) 営業収益  1,946,354 82.9 709,639 94.1 △1,236,715

(2) 営業費用   

１ 営業費 ※３ 1,003,346 607,012  

２ 施設保全費  1,952,437 1,648,061  

３ 管理費  1,034,845 1,272,442  

４ 試験研究費  162,993 1,036,120  

５ 減価償却費 ※２ 123,897 635,922  

６ 固定資産除却費  258,813 120,005  

７ 通信設備使用料  1,401,563 435,605  

８ 租税公課  519,908 6,457,805 274.9 203,000 5,958,172 790.1 △499,633

電気通信事業営業損失  4,511,451 △192.0 5,248,532 △696.0 737,081

Ⅱ 附帯事業営業損益   

(1) 営業収益  402,932 17.1 44,510 5.9 △358,422

(2) 営業費用  1,611,999 68.6 729,172 96.6 △882,827

附帯事業営業損失  1,209,066 △51.5 684,661 △90.7 △524,405

営業損失  5,720,517 △243.5 5,933,194 △786.7 212,677

Ⅲ 営業外収益   

１ 受取利息  4,346 11,816  

２ 受取配当金  132 2,199  

３ 設備賃借収入  22,153 29,216  

４ 為替差益  － 4,492  

５ 役員保険返戻金  － 8,730  

６ 助成金  19,368 －  

７ 雑収入  28,019 74,019 3.2 16,235 72,690 9.6 △1,329

Ⅳ 営業外費用   

１ 支払利息  － 14,603  

２ 為替差損  238 －  

３ 株式交付費  8,673 193,482  

４ 社債発行費  74,180 482,958  

５ 雑支出  484 83,576 3.6 48,968 740,014 98.1 656,438

経常損失  5,730,074 △243.9 6,600,518 △875.2 870,444
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前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

対前年比

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円) 百分比
(％) 

増減 
(千円)

Ⅰ 特別利益   

１ 固定資産売却益  129,510 74,274  

２ 投資有価証券売却益  39,322 17,505  

３ その他特別利益  18,803 187,636 8.0 9,341 101,120 13.4 △86,516

Ⅱ 特別損失 ※１  

１ 投資有価証券売却損  － 599,501  

２ 基地局撤去引当金繰入  － 4,011,588  

３ 棚卸資産評価損  302,180 －  

４ 基地局撤去費用  159,461 205,347  

５ 減損損失 ※４ 656,988 836,967  

６ 固定資産除却損  8,047 134,870  

７ 投資有価証券評価損  278,966 1,470,355  

８ 子会社株式評価損  － 90,000  

９ 貸倒損失  219,934 －  

10 PHS事業撤退損失  － 781,882  

11 PHS事業撤退損失引当金
繰入  － 433,321  

12 訴訟損失引当金繰入  － 305,296  

13 その他特別損失  185,681 1,811,260 77.1 40,568 8,909,699 1,181.4 7,098,439

税引前当期純損失  7,353,698 △313.0 15,409,097 △2,043.2 8,055,399

法人税、住民税及び事業税  4,815 3,260  

法人税等調整額  △2,744 2,070 0.1 △1,426 1,833 0.2 △237

当期純損失  7,355,768 △313.1 15,410,931 △2,043.4 8,055,163

前期繰越損失  12,160,730 － 

当期未処理損失  19,516,499 － 

   
 (注) １ 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100％として算出しております。 

２ 営業費用勘定の各科目の内容は次のとおりであります。 

(1) 営業費とは、電気通信役務の提供に関する申込の受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販

売活動ならびに、これらに関連する業務により直接発生する費用であります。 

(2) 施設保全費とは、電気通信設備の保全のために直接発生する費用であります。 

(3) 管理費とは、本社等管理部門において発生する費用であります。 

(4) 試験研究費とは、研究開発部門において発生する費用であります。 

(5) 通信設備使用料とは、他の電気通信事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用であります。 
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（３） 株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

資本金 
資本準備金 特別償却

準備金 

繰越利益 

剰余金 

自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日 残高 

(千円) 
14,307,447 15,588,604 6,076 △19,516,499 △3,709 10,381,920

事業年度中の変動額   

新株の発行 2,581,682 2,579,705   5,161,387

特別償却準備金の取崩し △6,076 6,076  －

当期純損失 △15,410,931  △ 15,410,931

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額(純額)  
  

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
2,581,682 2,579,705 △6,076 △15,404,855 －  △10,249,544

平成19年３月31日 残高 
16,889,129 18,168,310 － △34,921,354 △3,709 

(千円) 
132,376

評価・換算差額等 
  

その他有価証券評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

(千円) 
△200,593  10,181,327

事業年度中の変動額    

新株の発行    5,161,387

特別償却準備金の取崩し    －

当期純損失    △15,410,931

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額(純額)  
181,538 17,000 198,538

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
181,538 17,000 △10,051,005

平成19年３月31日 残高 

(千円) 
△19,055 17,000 130,321

 

33  

  



㈱YOZAN（6830）平成19年３月期決算短信  

（４） 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当社は当事業年度において、平成 17 年 12 月に国内初の

WiMAX規格によるワイヤレスブロードバンドサービスの商

用を開始いたしました。併せて損失の 大の原因となって

いた PHS 事業において、平成 17 年 11 月末に音声サービス

停止をし、平成 18 年 6 月末にて事業から撤退することと

いたしました。しかし、WiMAX サービスのための初期費用

の増加、及び PHS 事業停止によるコスト削減の全面的な効

果は翌事業年度に反映されることなどにより、売上高は前

年同期比 58％減の 2,349 百万円、営業損失は 5,720 百万

円となり(５期連続の営業損失計上)、当期純損失は 7,353

百万円(３期連続の当期純損失計上)となっております。ま

た、営業キャッシュ・フローはマイナス 7,160 百万円とな

っております。 

当該状況により、当社には前事業年度に引き続き、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。 

当社は、当該状況を解消すべく、WiMAX ネットワークの構

築を早期に進め、通信網拡大により、収益源の多様化と事

業利益の拡大を図ってまいります。ワイヤレスブロードバ

ンドにおける次世代世界標準規格である WiMAX は、既存の

無線 LAN 規格(WiFi)よりもカバーエリアが広くかつ高速

通信ができ、低コストなネットワーク構築が可能であるた

め、有線ブロードバンドアクセスである ADSL 等に代わる

ものとして期待されております。当社は、更に、WiMAX と

低コストな自社生産の衛星インフラ対応のページャメー

ル基地局を組み合わせ、AirBitKeyを市場投入いたします。

また、日本初の民間衛星通信事業者である JSAT 株式会社

の協力を受け、同社の衛星回線を活用して WiMAX 網を地方

へも拡張してまいります。これにより、現在政府が強力に

推進している「u-JAPAN」政策を背景としたデジタル・デ

バイド(都市部と比較して地方においてブロードバンド等

を享受できる利便性に格差が生じている状況)解消に大き

く貢献してゆくとともに、地方部への需要拡大による収益

増加を図ってまいります。併せて、各種コンテンツ配信、

クレジット決済、ノマディックボイス他、サービスの多様

化・商品の高性能化を図るため、多数の関係各企業との業

務・資本提携を進行中であります。当社は、まず東名阪

WiMAX 基地局を計画通りに敷設し、ネットワークの早期構

築を図ってまいります。更に、WiMAX の持つ技術優位性及

び YOZAN の持つ低コストのインフラ構築・調達力を活か

し、ネットワーク拡張及びサービスの拡大・多様化を実現

し、楽しいユビキタス社会の創生に貢献するとともに、事

業収益基盤を拡大させる所存であります。 

当社は当事業年度において、WiMAX事業を推進させるべ

く、ネットワークの敷設及びデジタル・デバイドを中心

に営業活動を行ってまいりました。また、無線呼出し事

業については、衛星インフラによるサービスを開始し低

コスト運営をさせるとともに地域情報配信システムの積

極的な営業活動を行い、さらにPHS事業については、平成

18年６月にて事業を完全終了させることにより営業固定

費を削減することが出来ました。しかし、WiMAXサービス

が市場にて初期普及段階であるため高収益を確保する段

階に至らず、またPHS撤退に関する将来費用及び無線呼出

し事業に関する旧インフラの将来撤去費用を当事業年度

にて引当計上したため、売上高は対前事業年度比67.9％

減少の754百万円、営業損失は5,933百万円（６期連続の

営業損失の計上）となり、当期純損失は15,410百万円（４

期連続の当期純損失の計上）となっております。 

当該状況により、当社は、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。 

当社は、当該状況を解消すべく、これまで当社が免許

取得及びインフラ構築等に注力していたWiMAX事業につ

いて、既に実験済であるデジタル・デバイド解消施策と

しての地方自治体への当該WiMAX技術の活用、表参道エリ

アを営業モデルとしたWiMAX及びWiFiサービスの展開を

行ってまいります。また、本年秋に総務省より2.5GHz帯

域における広帯域無線アクセスシステムに関する免許が

大２社に割当てられることを契機に、当社は、インフ

ラ保有者・テクノロジサプライヤの両面からWiMAX基地局

のインフラ構築及びメンテナンス収入等による収益、キ

ャッシュ・フローの確保に努めてまいります。 

無線呼出し事業では、地域情報配信システムの自治体

への積極的な営業展開により、また、コンテンツ事業で

は、グループ各社の強みを活かしたシナジー効果を発揮

させ、黒字化を目指してまいります。 

コスト削減施策については、既に平成18年６月に完全

終了したPHS事業の他に、次事業年度は、不要なページャ

基地局の削減、および事業所・組織等の合理化により更

なる費用圧縮を図ってまいります。 

以上の施策を確実にするためには、当社の自己資本の

充実を図るべくエクイティファイナンスの実行が必要で

あり、次事業年度の上期中に40億円規模以上の資金調達

を検討しております。当該資金調達が円滑に行えない場

合には、資金繰りに大きな支障が発生する可能性があり

ます。 

既存事業につきましては、無線呼出し事業では平成 18

年 4月時点にて、インフラの衛星化を完了させました。こ

れにより、運営費を削減することができ、併せて自治体へ

の積極的な営業展開により黒字化を図ります。 

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。 
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前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 また、PHS 事業からの完全撤退により、当事業年度まで

の営業損失の主因が除去され、収支改善可能な低コスト

の経営基盤が築かれております。 

さらに、WiMAX 事業の早期拡大のため、経営組織の更な

る整備を行い、より一層の機動性･迅速性･効率性を追求

してまいります。 

財務政策については、当期中に実施した資金調達によ

り、WiMAX 事業の早期のネットワーク構築を展開する上で

の当面必要な資金を確保しております。今後も、事業の

拡張に併せて、エクイティファイナンスを主とした資本

及び資金の増強を図ってまいります。 

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。 
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（５） 重要な会計方針 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

項目 

１ 資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 

 ②その他有価証券 ②その他有価証券 

 時価のあるもの 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) 

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 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

 移動平均法による原価法 同左 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 ２ 固定資産の減

価償却の方法 定率法 同左 

  ただし、平成10年４月１日以降取得した建

物(建物附属設備を除く)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。 

機械設備 ６～９年

空中線設備 10年

建物 15～40年

工具、器具及び備品 ５年

 また、取得価額が10万円以上、20万円未満

の資産については、３年間で均等償却する方

法を採用しております。 

 

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

 定額法 同左 

  ただし、ソフトウェア(自社利用分)につい

ては、社内における見込利用可能期間(５年)

による定額法を採用しております。 

 

 (3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用 

 定額法 同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (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。 

同左 

 ――――― (2)基地局撤去引当金 

  全サービスを完全終了しているPHS事業に

係る基地局、及び新インフラによるサービス

開始により不要となった無線呼出し事業に係

る基地局等について、今後発生が見込まれる

撤去工事費用について合理的に見積られる金

額を計上しております。 

 ――――― (3)PHS事業撤退損失引当金 

  全サービスを完全終了しているPHS事業に

係る基地局等について、当事業年度にてWiMAX

基地局への転用が見込まれないことが確実と

なったため、基地局を撤去するまでの期間に

発生が見込まれる賃借料等の設置維持費用の

うち、合理的に見積もられる金額を計上して

おります。 

 ――――― (4)訴訟損失引当金 

  未払債務に対して担保として提供した資

産について、返還請求をしているものの、そ

の返還可能性が確実ではないことから、その

担保提供資産の額のうち、未払債務を上回る

部分の額について、引当金計上しております。

４ 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 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ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっております。

――――― 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ６ 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。 

同左 
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（６） 重要な会計方針の変更 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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

り税引前当期純損失は656,988千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき減価償却累計額に合算して、減価償却累

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)を適用し

ております。 

 従来の資本の部に相当する金額は、113,321百万円であ

ります。 

なお、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、会社計算規則（平成18年２月７日 法務省令第13

号）により作成しております 

 

注記事項 

当財務諸表における科目分類は、当社が「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

蔵省令第59号）第２条に規定する別記11の電気通信事業であるため、「電気通信事業会計規則」(昭和60年郵政

省令第26号）第５条における科目分類に準拠しております。 
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（７） 個別財務諸表に関する注記事項 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。

棚卸資産評価損 302,180千円

減損損失 656,988千円
  

※１ 特別損失のうち主要なものは次のとおりであります。

投資有価証券売却損 599,501千円

基地局撤去引当金繰入 4,011,588千円

基地局撤去費用 205,347千円

減損損失 836,967千円

固定資産除却損 134,870千円

投資有価証券評価損 1,470,355千円

子会社株式評価損 90,000千円

PHS事業撤退損失 781,882千円

PHS事業撤退損失引当金繰入 433,321千円

訴訟損失引当金繰入 305,296千円

 
 

※２ 減価償却実施額は次のとおりであります。 

有形固定資産 111,631千円

無形固定資産 55,903千円
  

※２ 減価償却実施額は次のとおりであります。 

有形固定資産 551,072千円 

無形固定資産 111,918千円 

 
  

※３ 当事業年度における営業費用に含まれる研究開発費

の総額は215,494千円であります。 

※３ 当事業年度における営業費用に含まれる研究開発費

の総額は1,036,120千円であります。 
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前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※４ 当事業年度において、当社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 用途 種類 
減損損失
(千円) 

本社 

(東京都 

豊島区) 

共用 

建物、工具・器

具及び備品等 86,057

東京都 
豊島区他 

電気通信事業
(PHS事業) 

機械設備、ソフ
トウェア等 

570,066

東京都 
豊島区 

遊休 
工具・器具及び
備品等 

864

 当社は、単独でキャッシュ・フローを生み出す 小の単

位によって事業のグループ化を行い、減損会計を適用して

おります。なお、電気通信事業では、通信ネットワーク全

体でキャッシュ・フローを生成していることから、事業の

種類別毎に１つの資産グループとしております。 

 その他に、遊休資産については、個別資産ごとに減損の

兆候を判定しております。また、本社については独立した

キャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産とし

ております。 

 その結果、まず遊休資産については帳簿価額を回収可能

価額まで減額しております。次にPHS事業について平成17

年11月末日をもって音声サービスの終了を予定している

こと等から同事業における資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額いたしました。 

 さらに共用資産である本社を含むより大きな単位では

それらが使用されている営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスとなっているため、各資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額いたしました。これらの減少額

を減損損失(656,988千円)として特別損失に計上しており

ます。 

 その内訳は、本社86,057千円(内、建物34,410千円、工

具・器具及び備品26,479千円及びその他25,167千円)、電

気通信事業(PHS事業)用資産570,066千円(内、機械設備

395,667千円、ソフトウェア148,150千円及びその他26,248

千円)、遊休資産864千円(工具・器具及び備品544千円及び

その他320千円)であります。 

 なお、回収可能価額は、正味売却価額(処分見込価額か

ら処分見込費用を控除した金額)により測定しておりま

す。 

※４ 当事業年度において、当社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 用途 種類 
減損損失
(千円)

東京都 
豊島区他

遊休 

資産

機械設備、工具・器具及

び備品、ソフトウェア、

長期前払費用等 

836,967

 当社は、単独でキャッシュ・フローを生み出す 小の単

位によって事業のグループ化を行い、減損会計を適用して

おります。なお、電気通信事業では、通信ネットワーク全

体でキャッシュ・フローを生成していることから、事業の

種類別毎に１つの資産グループとしております。 

 その他、遊休資産については、個別資産ごとに減損の兆

候を判定しております。その結果、遊休資産について帳簿

価額を回収可能価額まで減額しております。これらの減少

額を減損損失(836,967千円)として特別損失に計上してお

ります。 

 その内訳は、遊休資産836,967千円(内、機械設備2,060

千円、工具・器具及び備品45,331千円及びソフトウェア

504,478千円、長期前払費用285,044千円、その他52千円)、

であります。 

なお、回収可能価額は、正味売却価額(処分見込価額から

処分見込費用を控除した金額)により測定しております。
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（重要な後発事象) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

──── (1) ㈱キティライツ＆エンターテインメントおよび㈱飛

鳥新社の完全子会社化の件 

当社は、コンテンツ事業の拡大を目的として、平成

19年３月16日開催の取締役会において承認された株式

交換契約書に基づき、㈱キティライツ＆エンターテイ

ンメントを平成19年４月９日をもって、および㈱飛鳥

新社を平成19年４月23日をもって、株式交換を実施し、

各社の株主に対し普通株式を割当交付しております。

これにより、㈱キティライツ＆エンターテインメント

および㈱飛鳥新社は当社の完全子会社となりました。

 

①完全子会

社となった

会社名 

㈱キティライツ

＆エンターテイ

ンメント 

㈱飛鳥新社 

②株式交換

比率 

㈱キティライツ

＆エンターテイ

ンメントの普通

株式１株に対し、

当 社 普 通 株 式

176.91676株を割

当交付 

㈱飛鳥新社の普

通株式１株に対

し、当社普通株

式 0.7401223 株

を割当交付 

③発行新株

式数 

290,143株 146,544株 

④増加資本

金の額 

    

0円   

   

0円 

(2) サイバーリンクトランスデジタル㈱の株式の取得に

よる子会社化の件 

当社は、コンテンツ事業の拡大を目的として、平成

19年４月12日開催の取締役会において、サイバーリン

クトランスデジタル株式会社の株式を取得し子会社化

することを決議し、平成19年４月12日に同社発行済株

式数の60％を取得し子会社化しております。 

(イ)  子会社の概要 

名称 サイバーリンクトランスデジタル㈱ 

住所 東京都港区西新橋３丁目４番１号 

西新橋佐藤ビル４Ｆ 

代表者氏名 代表取締役社長  吉田 宣也 

資本金 10百万円 

事業の内容 ソフトウェアの企画・設計・研究・

開発・販売 

 
（ロ）株式取得の相手先 トランスデジタル㈱ 

（ハ）取得する株式の数        120株 

（ニ）取得価額     90,000,000円(一株につき

750,000円) 
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６.その他 

   (１) 役員の異動（平成19年6月28日付） 

 

 ①代表者の異動 

      該当事項はありません。 

 

②その他の役員の異動 

          新任取締役候補 

取締役  総務人事部長 兼 秘書室長 竹内 博之 （現 執行役員 総務人事部長 兼 秘書室長）

 

   
   （２）仕入実績 

当連結会計年度の仕入実績を事業の種類別に示すと次のとおりであります。 

区分 
当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

WiMAX機器 (千円) 11,906

無線呼出し機器 (千円) 6,376

PHS端末機器 (千円) 647,481

駐車場関連機器 (千円) 71,007

その他 (千円) 4,682

合計(千円) 741,454

 (注)１ 金額は調達価格で表示しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

   （3）営業実績 

① 主なサービスの契約数 

区分 
当連結会計年度 

(平成19年３月31日現在) 
(千契約) 

WiMAXサービス 0

無線呼出しサービス 147

 

② 売上高実績 

当連結会計年度 
区分 ( 自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

WiMAX事業 (千円) 3,649

無線呼出し事業 (千円) 588,725

PHS事業 (千円) 161,775

駐車場等事業 (千円) 862,631

その他の事業 (千円) 134,929

合計(千円) 1,751,710

 (注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 
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