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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 693 △90.0 △267 － △36 － 112 －

18年６月中間期 6,914 △1.8 △257 － △269 － △1,583 －

18年12月期 7,378 △62.0 △1,099 － △1,374 － △4,616 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年６月中間期 67 26 － －

18年６月中間期 △1,067 69 － －

18年12月期 △2,856 69 － －

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 117百万円 18年６月中間期 18百万円 18年12月期 △291百万円

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年６月中間期 12,451 10,528 84.0 6,270 15

18年６月中間期 18,346 14,763 80.5 8,195 11

18年12月期 13,067 10,415 79.7 6,201 28

（参考）自己資本 19年６月中間期 10,460百万円 18年６月中間期 14,763百万円 18年12月期 10,415百万円

(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

百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月中間期 △129 40 △265 7,507

18年６月中間期 △1,159 △1,649 △507 10,316

18年12月期 100 △3,701 △2,333 7,694

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － － 0 00 － － 0 00 0 00

19年12月期（実績） 0 00 0 00 － －

19年12月期（予想） － － 0 00 0 00 0 00

３．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）

（％表示は対前期増減率）

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,397 △81.1 21 － 168 － 100 03
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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）　無

新規 ―社  除外 ―社  

(2）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

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、23ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」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６月中間期 1,801,685株 18年６月中間期 1,801,685株 18年12月期 1,801,685株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 122,611株 18年６月中間期 129株 18年12月期 122,129株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37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．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 156 △24.2 △49 － 62 － 12 －

18年６月中間期 206 △97.1 △363 － △513 － △1,929 －

18年12月期 247 △97.9 △760 － △832 － △4,758 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 7 42

18年６月中間期 △1,300 58

18年12月期 △2,944 89

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年６月中間期 11,481 10,360 90.2 6,170 22

18年６月中間期 17,358 14,490 83.5 8,043 24

18年12月期 12,090 10,344 85.6 6,159 23

（参考）自己資本 19年６月中間期 10,360百万円 18年６月中間期 14,490百万円 18年12月期 10,344百万円

２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 266 7.7 91 － 41 － 24 41

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な

要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当中間連結会計期間における日本経済は、景気拡大基調が続く一方で企業・第三セクターの倒産数は増大しており、

金融機関の与信管理の厳格化により資金繰りが悪化し、倒産に追い込まれるケースも目立ってきております。また、

世界経済に目を向けると、中国株式市場の暴落に端を発した世界同時株安はごく短期で収束をみたものの、史上最高

値を更新し続けている原油価格、米国における景気減速懸念など、概ね好況の様相を呈している裏側で複数の不安要

素を抱えるという、心理的に非常に不安定な状態になっております。

このような環境のなか、当社グループは、１月に持株会社体制に移行、４月に商号変更を実施し、新生トライアイ

ズグループとして景気変動の影響を受けにくい複合企業体、ＩＴコングロマリットとなるという目標に取り組んでお

ります。その方策として、今年は二つの大きなテーマを打ちたて、その実現を目指しております。一つは会社創設以

来の事業であるＩＴソリューション事業の充実、もう一つは安定収益の基盤となる事業ポートフォリオの獲得であり

ます。これらは、ひとえに当社グループの収益性の向上を目的とした事業拡大・多角化のための方策であります。

ＩＴソリューション事業におきましては、４月に商号変更を実施した株式会社トライアイズソリューション（旧オ

ムニトラストジャパン株式会社）に、既存事業であったセキュリティソフトのオムニトラストシリーズはそのままに、

ＺＯＯＭＡ事業を加えました。商品ラインアップの整備とともに、二つのソフトウェア事業のシナジー効果の発揚を

狙いとしております。また、株式会社ベストシステムズにおいては、６月末に不採算部門のリストラクチャリングを

敢行し、収益性の高いクラスタリング部門により注力できる体制としました。

新しい事業ポートフォリオの獲得につきましては、昨年来多くの案件を検討してきているものの、これまでのとこ

ろ当社グループで考える条件に一致するだけの案件の発掘には至っておらず、成果に結びついておりません。しかし

ながら、引き続き重要課題としてその実現に向け努力を続けることとしております。

当中間連結会計期間における当社グループの業績は、平成電電株式会社に関する一連の事件の影響による風評被害

を受け、引き続き厳しい営業環境であったため、グループ全体で693百万円の売上にとどまりました。販売費及び一般

管理費は、前連結会計期間に業務委託費、リース料など通信事業関連でかなり膨らんでおりましたが、昨年来、人材

のスリム化も含め積極的にコスト節減に努め、また単元株式制度導入の効果から株式事務手数料が低下しました。そ

の結果、販売費及び一般管理費は469百万円と減少させることとなりましたが、当中間連結会計期間の営業損益は267

百万円の損失となりました。営業外損益につきましては、堅調な金融収益と持分法適用会社であるアジア航測株式会

社の好調な業績とがプラス方向に寄与することとなり、252百万円の営業外収益となりましたが、売上高減少を補うま

でには至らず、その結果、経常損失36百万円を計上することとなりました。特別損益については、前期中に未払金と

して計上していた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事業

の事業整理精算差額を計上するとともに、株式会社ベストシステムズの事業リストラクチャリングにともなう事業譲

渡益を計上し、162百万円の特別利益を計上することとなりました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の税金等調整前当期純利益が114百万円、当期純利益が112百万円となりました。 

〔通期の見通し〕

  株式会社トライアイズソリューションにつきましては、ＺＯＯＭＡ事業において引き続き利益率の高い商品導入を

目標とし、特に自治体市場においての販売拡大に努めます。情報漏洩防止ソフトであるオムニトラスト事業において

は、大手メーカー、大手サービス事業者などからの大型案件の引き合いがあり、確実に受注につなげられるよう努力

してまいります。株式会社ベストシステムズに関しましては、6月末に不採算部門の整理を行い、利益率を高めており

ますので、直販、代理店営業の両面から売上拡大を目指します。

　これらにより、現時点での当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 1,397百万円

 経常利益 21百万円

 当期純利益 168百万円

　※　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。

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末における総資産は12,451百万円で前期末に比べ616百万円減少し、負債は1,922百万円で前

期末と比べ729百万円減少し、純資産は10,528百万円で前期末と比べ112百万円の増加となりました。
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 　 ②　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況

 　　 　当中間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、354百万円の支出（前年同期は、

3,317百万円の支出）に加えてジャパンワイヤレス㈱を新規連結したことに伴い166百万円が増加し、 当中間連結会

計期間末には7,507百万円（前年同期比27.2％減）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）

 　　　 営業活動の結果使用した資金は129百万円（前年同期は1,159百万円の支出）となりました。これは、主に税金等

調整前中間純利益114百万円を計上したものの、仕入債務の減少（275百万円の支出）や未払金の減少（112百万円の

支出）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）

 　　　 投資活動によって得られた資金は40百万円（前年同期は1,649百万円の支出）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売却（79百万円）によるものであります。

 　　 （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265百万円（前年同期は507百万円の支出）となりました。これは、主に社債の償

還による支出（100百万円）、長期借入金の返済による支出（213百万円）によるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

 当社グループは、グループの経営理念に掲げております通り、全てのステークホルダーと良好な関係を築いていく

ことを大切なことの一つとして考えております。その中で、株主の皆様に対する利益還元は、経営の重要課題の一つ

として認識しており、より一層の業容拡大と経営基盤の安定のために必要な内部留保の充実についても勘案し、バラ

ンスのとれた経営を基本方針としてまいります。

　内部留保資金につきましては、当社グループを取り巻く経営環境の強化や、各事業における技術開発のための開発

資金等としての有効投資などにより、業容の拡大と商品販売促進に励み、ひいては、株主価値の最大化が実現できる

ように努めてまいります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、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、当中間連結会計期間末において判断したものであります。

①　ＩＴソリューション事業のリスクについて

 当社グループのＩＴソリューション事業が対応しております、ソフトウェア、ハードウェア環境の変化により、

当社のＩＴソリューション事業に影響を与える可能性があります。ＺＯＯＭＡ、オムニトラストシリーズにつきま

しては、マイクロソフト社のクライアントＯＳの大幅な仕様変更等により、当社のソフトウェアの対応状況が不十

分になる可能性があります。クラスタリング事業につきましては、ハードウェアメーカーの販売動向に左右される

可能性があります。また、セキュリティソフトウェアに関しましては、顧客対象となる企業の内部統制制度確保や、

情報漏洩対策に関係する設備投資の動向にも影響を受ける可能性があります。

②　Ｍ＆Ａによる事業ポートフォリオの拡大に関するリスクについて

 現在当社グループは、事業ポートフォリオの獲得による業容拡大を目的に、適切な企業との資本提携、Ｍ＆Ａ等

を検討し、進めている最中ですが、Ｍ＆Ａ市場の状況により、当社グループの望む事業が適切な価格で買収できず、

計画通り進まないリスクがあります。また、当社の風評リスクにより、Ｍ＆Ａによる事業拡大が、影響を受ける可

能性があります。

③　アジア航測株式会社株式の保有について

当社グループの持分法適用関連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。

④　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、組織再編と今後の事業拡大に伴い、質の高い人材の確保、増強等を計画しております

が、人材の流出や人材育成、および人材の確保増強等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．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（株式会社トライアイズ）、子会社６社（株式会社トライアイズ

ソリューション、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、ジャパンワイヤレス株式会社、

ＤＴエレクトロニクス株式会社、ティーアイエスピーシー株式会社）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、当社は平成19年１月１日に、純粋持株会社体制に移行し、当社で展開していたＺＯＯＭＡ事業を、子会社で

ある株式会社トライアイズソリューションに承継いたしました。

　当社グループは、ソフトウェアの開発・販売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は次のとおりであります。 

　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、情報機器等であります。子会社である株式会社トライアイズソリューション並びに株式会社ベ

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。

　当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。

 

株
式
会
社
ト
ラ
イ
ア
イ
ズ 

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） 

※１ DTコミュニケーションズ株式会社 
ジャパンワイヤレス株式会社 

※１ 株式会社ベストシステムズ 

技術供与 製品・サービス 

※２ 株式会社HPCソリューションズ 

※１ 株式会社トライアイズソリューション 

製品・サービス 

※２ アジア航測株式会社 
ＩＴソリューション 

ＩＴソリューション 

ＩＴソリューション 
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３．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。今後も強固な企業基盤の充実を図り企業価値を

高めていくことが使命であると考えております。

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）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であると認識しております。そのため、ボトムライン指

向の経営に努め、重要な経営指標としては、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。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 　　 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活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力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。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グループ

の収益力強化が期待できる事業に積極的に参入し、景気変動に左右されない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。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループは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っております。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。事業の多角化により、いかなる状況にも対応でき

る景気変動の影響を受けにくい強固な企業体質、収益基盤の構築を最重要課題として取り組んでまいります。

　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（旧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、新規顧客の獲得、営業エリア

の拡大に努め売上の増加並びに営業基盤の拡大に取り組んでまいります。ＺＯＯＭＡ事業については、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

㈱トライアイズ（4840）　平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 6 －



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

関連製品等の販売拡大に努めております。一方で、企業グループのコスト構造の見直し、グループ会社の再編など

の方策にも積極的に取り組み収益力の増大を目指してまいります。

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、内部統制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、当社グループの事業を推進していく上で必要な専門

知識と豊富な経験を持った優秀な人材の確保、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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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

 
前中間連結会計期間末

（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   10,316,164   1,081,650   428,089  

２．受取手形及び売
掛金

  3,501,954   99,648   167,653  

３．有価証券   ―   6,425,586   7,266,470  

４．たな卸資産   18,926   11,682   73,067  

５．その他 ※２  193,718   443,517   670,935  

貸倒引当金   △16   △269,368   △271,428  

流動資産合計   14,030,747 76.5  7,792,716 62.6  8,334,787 63.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  56,525 0.3  21,133 0.1  23,023 0.2

２．無形固定資産           

(1）連結調整勘定  266,148   ―   ―   

(2）その他  281,825 547,973 3.0 10,668 10,668 0.1 48,065 48,065 0.4

３．投資その他の資
産

          

(1）投資有価証券  2,712,458   4,092,549   4,148,079   

(2) 破産更生債権
等

 5,929,869   6,682,554   6,615,759   

(3）その他  92,523   122,857   94,552   

貸倒引当金  △5,050,562 3,684,289 20.1 △6,279,604 4,618,356 37.1 △6,212,809 4,645,581 35.5

固定資産合計   4,288,788 23.4  4,650,158 37.3  4,716,670 36.1

Ⅲ　繰延資産   27,229 0.1  8,129 0.1  16,258 0.1

資産合計   18,346,765 100.0  12,451,003 100.0  13,067,716 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（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
（％）

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

  730,998   100,726   375,884  

２．短期借入金   30,000   50,000   30,000  

３．一年以内返済予
定の長期借入金

  461,317   44,130   232,176  

４．一年以内償還予
定の社債

  200,000   200,000   200,000  

５．新株予約権付社
債 

  400,000   ―   ―  

６．未払金   ―   860,343   1,028,248  

７．賞与引当金   7,300   22,950   29,450  

８．製品保証引当金   11,056   ―   5,664  

９．損害賠償損失引
当金 

  ―   30,940   30,940  

10．その他 ※２  935,280   152,983   166,394  

流動負債合計   2,775,953 15.1  1,462,073 11.7  2,098,757 16.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債   600,000   400,000   500,000  

２．長期借入金   55,530   55,600   50,952  

３．繰延税金負債   151,336   229   210  

４．退職給付引当金   ―   5,062   2,400  

固定負債合計   806,866 4.4  460,891 3.7  553,562 4.2

負債合計   3,582,819 19.5  1,922,965 15.4  2,652,319 20.3

          

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  13,547,535 73.9 5,000,000 40.2  5,000,000 38.2

２．資本剰余金  28,836,333 157.2 6,450,147 51.8  11,211,019 85.8

３．利益剰余金  △27,828,615 △151.7 122,016 1.0  △4,688,376 △35.9

４．自己株式  △11,689 △0.1 △1,102,354 △8.9  △1,102,637 △8.4

株主資本合計  14,543,564 79.3 10,469,809 84.1  10,420,005 79.7

Ⅱ　評価・換算差額等         

　その他有価証券評
価差額金

 220,381 1.2 △9,405 △0.1  △4,609 0.0

評価・換算差額等
合計

 220,381 1.2 △9,405 △0.1  △4,609 0.0

Ⅲ　少数株主持分  ― ― 67,634 0.6  ― ―

純資産合計  14,763,945 80.5 10,528,038 84.6  10,415,396 79.7

負債純資産合計  18,346,765 100.0 12,451,003 100.0  13,067,716 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

 

前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年６月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１  6,914,772 100.0  693,266 100.0  7,378,788 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  4,940,400 71.4  490,907 70.8  5,323,180 72.1

売上総利益   1,974,372 28.6  202,358 29.2  2,055,607 27.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  2,232,063 32.3  469,599 67.8  3,155,575 42.8

営業損失   257,690 △3.7  267,240 △38.6  1,099,968 △14.9

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  142   116,974   59,522   

２．受取配当金  ―   8   99   

３．業務受託料  157,655   ―   157,655   

４．持分法による投資利
益

 18,214   117,920   ―   

５．その他  18,013 194,025 2.8 17,654 252,556 36.5 31,259 248,536 3.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  29,747   7,562   46,036   

２．新株発行費  141,432   ―   142,881   

３．投資有価証券売却損  ―   2,524   ―   

４．社債発行費償却  ―   8,129   ―   

５．持分法による投資損
失

 ―   ―   291,353   

６．その他  34,446 205,626 3.0 3,932 22,148 3.2 43,064 523,336 7.1

経常損失   269,291 △3.9  36,832 △5.3  1,374,768 △18.6

Ⅵ　特別利益           

１．事業譲渡益  952,380   41,707   952,380   

２．前期損益修正益  ―   117,656   66,472   

３．その他  310 952,691 13.7 2,668 162,033 23.4 63,409 1,082,262 14.6

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 7,600   ―   8,103   

２．営業権償却  1,699,340   ―   ―   

３．のれんの償却額  ―   ―   1,699,340   

４．事業整理損失 ※１ 145,245   ―   470,733   

５．貸倒引当金繰入額  405,598   ―   1,850,676   

６．ソフトウェア償却  ―   ―   216,814   

７．減損損失 ※４ ―   6,223   33,220   

８．その他  6,112 2,263,896 32.7 4,064 10,288 1.5 39,661 4,318,550 58.5

税金等調整前中間純
利益又は（当期）純
損失（△）

  △1,580,496 △22.9  114,911 16.6  △4,611,056 △62.5

法人税、住民税及び
事業税

 3,171   2,119   5,222   

法人税等調整額  ― 3,171 0.0 ― 2,119 0.3 ― 5,222 0.1

少数株主損失   ― ―  163 0.0  ― ―

中間純利益又は（当
期）純損失（△)

  △1,583,668 △22.9  112,954 16.3  △4,616,278 △62.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30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

中間連結会計期間中の変動額

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

中間純利益   △1,583,668  △1,583,668

自己株式の取得    △75 △75

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
5,028,284 5,028,006 △1,583,668 △75 8,472,547

平成18年６月30日　残高（千円） 13,547,535 28,836,333 △27,828,615 △11,689 14,543,564

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

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行    10,056,291

中間純利益    △1,583,668

自己株式の取得    △75

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△3,069 △3,069 △19,844 △22,913

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,069 △3,069 △19,844 8,449,633

平成18年６月30日　残高（千円） 220,381 220,381 ― 14,763,945

㈱トライアイズ（4840）　平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 11 －



当中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30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12月31日　残高（千円） 5,000,000 11,211,019 △4,688,376 △1,102,637 10,420,005

中間連結会計期間中の変動額

欠損填補に伴う資本剰余金の利
益剰余金への振替

 △4,758,819 4,758,819  ―

中間純利益   112,954  112,954

自己株式の取得    △3,078 △3,078

自己株式の処分  △2,052  3,360 1,308

新規連結による減少   △61,381  △61,381

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
    ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
 △4,760,872 4,810,392 282 49,803

平成19年６月30日　残高（千円） 5,000,000 6,450,147 122,016 △1,102,354 10,469,809

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18年12月31日　残高（千円） △4,609 △4,609 ― 10,415,396

中間連結会計期間中の変動額

欠損填補に伴う資本剰余金の利
益剰余金への振替

   ―

中間純利益    112,954

自己株式の取得    △3,078

自己株式の処分    1,308

新規連結による減少     △61,381

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△4,795 △4,795 67,634 62,839

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△4,795 △4,795 67,634 112,642

平成19年６月30日　残高（千円） △9,405 △9,405 67,634 10,528,038
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 

前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日

  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日

  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
(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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

    

税金等調整前中間純利益
又は（当期）純損失(△)

 △1,580,496 114,911 △4,611,056

減価償却費  64,347 13,439 369,921

減損損失  ― 6,223 33,220

営業権償却  1,699,340 ― ―

のれんの償却額  ― ― 1,979,495

貸倒損失  ― ― 1,962

連結調整勘定償却額  14,007 ― ―

貸倒引当金の増加額及び
減少額（△）

 421,083 △33,265 1,854,742

退職給付引当金の増加額  ― 2,662 2,400

賞与引当金の増加額及び
減少額（△）

 1,100 △6,500 23,250

製品保証引当金の増加額
及び減少額（△）

 440 △5,664 △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  △142 △116,974 △59,621

投資有価証券売却益  ― △2,322 △2,317

投資有価証券売却損  ― 2,524 ―

持分法による投資利益  △18,214 △117,920 291,353

前期損益修正益  ― △117,656 ―

支払利息  29,747 7,562 46,036

社債発行費償却  9,076 8,129 20,047

新株発行費  141,432 ― 142,881

為替差損益  3,767 △6 3,969

関係会社株式売却益  △154 ― △154

社債償還益  △156 ― ―

事業譲渡益  △952,380 △41,707 △952,380

固定資産除却損  7,600 ― 8,103

事業整理損失  91,769 ― 357,698

売上債権の減少額  1,947,379 68,005 5,275,453

破産更生債権等の減少額
及び増加額（△）

 △948,165 31,205 △1,612,054

たな卸資産の減少額及び
増加額（△）

 32,738 61,384 △21,403
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前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日

  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日

  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
(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） 金額（千円）

仕入債務の減少額  △1,389,593 △275,158 △1,744,659

未払金の減少額  △970,318 △112,282 △946,530

その他  270,503 298,951 △359,019

小計  △1,125,285 △214,458 127,329

利息及び配当金の受取額  142 116,557 26,058

利息の支払額  △29,747 △7,239 △45,920

法人税等の支払額  △5,094 △24,687 △7,176

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △1,159,985 △129,828 100,289

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

 △35,564 ― △2,177,971

投資有価証券の売却によ
る収入

 ― 79,580 80,507

関係会社株式の取得によ
る支出

 △700,158 ― △715,158

関係会社株式の売却によ
る収入

 155 ― 155

有形固定資産の取得によ
る支出

 △35,162 △8,466 △41,894

無形固定資産の取得によ
る支出

 △32,191 ― △81,514

営業権の取得による支出  △1,699,340 ― ―

のれんの取得による支出  ― ― △1,699,340

貸付けによる支出  △20,000 △30,362 △20,000

貸付金の回収による収入  280 ― 280

事業譲渡による収入  952,380 ― 952,380

その他  △80,236 ― 918

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △1,649,836 40,751 △3,701,635
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前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日

  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日

  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
(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） 金額（千円）

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  △670,000 20,000 △670,000

長期借入れによる収入  ― 30,000 ―

長期借入金の返済による
支出

 △348,997 △213,398 △582,716

社債の償還による支出  △100,000 △100,000 △200,000

新株予約権付社債の発行
による収入 

 3,996,211 ― 3,996,211

新株予約権付社債の償還
による支出

 △3,700,000 ― △4,100,000

株式の発行による収入  315,014 ― 313,565

自己株式の処分による収
入

 ― 1,308 ―

自己株式の取得による支
出

 △75 △3,078 △1,091,023

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △507,847 △265,167 △2,333,963

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △3 6 △3,969

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額（△）

 △3,317,673 △354,238 △5,935,309

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 13,633,838 7,694,559 13,633,838

Ⅶ　新規連結による現金及び現
金同等物増加額

 ― 166,915 ―

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

※ 10,316,164 7,507,237 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

前中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(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、前連結会計年度に

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

た、当中間連結会計期間においても

1,583,668千円の中間純損失を計上し、

営業活動によるキャッシュ・フローも

1,159,985千円の資金流出となってお

ります。

　また、平成18年６月に当社グループ

の主要な取引先であった平成電電株式

会社が破産手続きを開始したことで、

重要な取引先を喪失するとともに同社

からの債権回収が困難と見込まれる状

況となっていることにより、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

べく既存のＩＴソリューション事業を

中核事業と位置付け、自治体向けの営

業の強化、代理店網の拡大、活性化の

推進、販売の拡大を図るとともに、更

なる収益の期待ができる事業に積極的

に参入するべくプロジェクトチームを

立ち上げております。

　また、当社グループは持株会社体制

に移行するとともに、既存事業の子会

社への移管、新規事業への積極的参入

を目指し、将来的には、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数企業体

の実現に向けて努力してまいります。

また引続き人材の育成及び確保に努め

てまいります。

  これらの経営施策によって、当下半

期以降の業績は改善できるものと見込

まれます。

　中間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

要な疑義の影響を中間連結財務諸表に

は反映しておりません。 

　当社グループは、前連結会計年度に

おいて、1,099,968千円の営業損失を

計上し、また、当中間連結会計期間に

おいても267,240千円の営業損失を計

上しております。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．当社グループは、本年より持株会

社体制を敷き、グループ全体の経費

削減に努め、健全な合理化策を採用

すること、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．当社グループの中核事業であるＩ

Ｔソリューション事業においては、

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を行

うことと、より収益性の高い商品に

引き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うこと

で、より一層の売上拡大に努力して

まいります。昨年よりＺＯＯＭＡラ

インアップに加えた官公庁向け商品

である「台帳アーカイブソリュー

ション」の販売促進に注力し、また、

企業の社会的責任がこれまで以上に

求められる中、ＪＳＯＸの開始もい

よいよ来年と迫ってきていることも

あり、当社グループの取り扱う情報

漏洩防止ソフトの営業展開にも追い

風として捉え、今後の売上向上に努

めます。

３．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、安全性、成長性のある企業

を連結対象子会社としてグループに

取り入れることによって、収益性の

向上を含めグループ全体の業績の底

上げを目指します。

　以上の方策により、当社グループの

当下半期以降の業績は改善できるもの

と見込まれます。　

　中間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

要な疑義の影響を中間連結財務諸表に

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。また、従前の重要な

る取引先である平成電電株式会社が破

産手続入りしております。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等への効率

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ＺＯＯＭＡ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。
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前中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

  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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(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　

　主要な連結子会社名　　

　　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㈱

(1）連結子会社の数　４社　

　主要な連結子会社名　　

　　㈱トライアイズソリューショ

ン

　　㈱ベストシステムズ

　　ＤＴコミュニケーションズ㈱

    ジャパンワイヤレス㈱

 ジャパンワイヤレス㈱について

は重要性が増したため、当中間連

結会計期間より連結の範囲に含め

ております。

　㈱トライアイズソリューション

については当中間連結会計期間に

おいて商号変更を行っております

（旧商号：オムニトラストジャパ

ン㈱）。

(1）連結子会社の数　３社　

　主要な連結子会社名　　

　　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㈱

(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㈱

　ティーアイエスピーシー㈱ 

(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、

中間純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等は、

いずれも中間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。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

（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．持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社数 １社

　主要な会社名 

  　アジア航測㈱

(1) 持分法適用の関連会社数 ２社

　主要な会社名 

  　アジア航測㈱

　　㈱ＨＰＣソリューションズ

(1) 持分法適用の関連会社数 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。

(2）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会社

の名称等

　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

(2）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会社

の名称等

　ＤＴエレクトロニクス㈱　

　ティーアイエスピーシー㈱ 

　㈱キューウエーブ

(2）持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会社

の名称等

　ＤＴエレクトロニクス㈱

　ジャパンワイヤレス㈱
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

（持分法を適用していない理由）

　持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社は、中間純損

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中

間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。

（持分法を適用していない理由）

同左

 （持分法を適用していない理由)

　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。

(3) 持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる会

社については、各社の中間会計期

間に係る中間財務諸表を使用して

おります。 

同左 (3) 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．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

  連結子会社のうち、㈱ベストシス

テムズの中間決算日は４月30日であ

ります。

  中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく中間財務諸表を使

用しております。

　連結子会社のうち、㈱ベストシス

テムズの中間決算日は４月30日、

ジャパンワイヤレス㈱の中間決算日

は7月31日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく中間財務諸表を使

用しております。

　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。 

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

満期保有目的の債券

―――

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

① 有価証券

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。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

① 有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

　時価のあるもの

  　　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は、移動平

均法により算定）

その他有価証券

　時価のあるもの

同左

その他有価証券

　時価のあるもの

　　　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

　　　時価のないもの 

　　　　移動平均法に基づく原価法 

　　　時価のないもの 

同左

　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

② たな卸資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(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

(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　 　３～15年

機械装置及び運搬具 ５年

工具器具備品  　　 ４～８年

(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

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。

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。

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。

(3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

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、当中間連

結会計期間負担額を計上しており

ます。

② 賞与引当金

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。

③ 製品保証引当金

　製品の無償補修に係る支出に備

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

─────

③ 製品保証引当金

　製品の無償補修に係る支出に備

えるため、過去の実績に基づき計

上しております。
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

④　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（簡便法）に基づ

き、当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる額を

計上しております。

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（簡便法）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。

(追加情報） 

 平成18年７月１日より確定給付

型の退職給付制度として退職一時

金制度及び厚生年金基金制度（総

合設立型）を施行しております。

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。 

⑤ 損害賠償損失引当金  

同左

(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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

  消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

(5）その他中間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

同左

(5）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

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的な投資

からなっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（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） ――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会　平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。

　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

調整前当期純損失は33,220千円増加し

ております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき当

該資産科目に対する控除項目として減

価償却累計額と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）

――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は14,763,945千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

　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。

――――――― （減価償却の方法の変更） ―――――――

　当中間連結会計期間より、法人税法

の改正に伴い、平成19年４月１日以降

取得の有形固定資産については、改正

法人税法に規定する償却方法により減

価償却費を計上しております。

　なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

（中間連結貸借対照表）

　「更生債権等」は、前中間連結会計期間末は、投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間連結会計期間末において資産の総額の100分の５を超

えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「更生債権等」の金額は

25,328千円であります。

（中間連結貸借対照表）

　「未払金」は、前中間連結会計期間末は、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会

計期間末において負債及び純資産の合計額の100分の５を

超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「未払金」の金額は

702,578千円であります。

（中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「社債

発行費償却」（当中間連結会計期間は9,076千円）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」に含めて表示しております。

（中間連結損益計算書）

　「社債発行費償却」は、前中間連結会計期間は、営業外

費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間

連結会計期間末において、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「社債発行費償却」の金

額は9,076千円であります。

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

前連結会計年度末
(平成18年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

37,268千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

     67,567 千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

       77,444千円

※２ 消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、流動資産の「そ

の他」に含めて計上しております。

※２ 消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動資産及び流動負債

の「その他」に含めて計上しており

ます。　

※２ 　　　 ─────
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

 ※１ 売上高及び売上原価については、

回収の見込めないＩＳＰ事業収益

859,750千円及びこれに対応する原

価397,413千円を不計上としており

ます。なお、同事業の整理に関連

して当社が負担すべき額135,320千

円を事業整理損として特別損失に

計上しております。

 ※１ 　　 ―――――――  ※１ 売上高及び売上原価については、

回収の見込めないＩＳＰ事業収益

893,525千円及びこれに対応する原

価467,217千円を不計上としており

ます。なお、同事業の整理に関連

して当社が負担すべき額288,334千

円を事業整理損として特別損失に

計上しております。

 ※２ 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。

貸倒引当金繰入額 11,484千円

業務委託費 795,639

支払手数料 　749,792

製品保証引当金繰

入額
10,156

賞与引当金繰入額 6,240

 ※２ 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。

給与手当 99,280千円

業務委託費 54,036

支払手数料 61,424

賞与引当金繰入額 1,651

退職給付費用 2,257

製品保証引当金繰

入額
820

 ※２ 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 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

 ※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 5,858千円

工具器具備品 1,742

 ※３      ―――――――  ※３ 固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 5,833千円

工具器具備品 2,270

 ※４ 　　 ―――――――  ※４ 減損損失

 　　 当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しまし

た。

場所 種類 金額

 子会社 工具器具備品 4,411千円

ソフトウェア 1,812千円

    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、

上記資産グループについては、将来

の営業収入で投資額の回収が見込め

ないことが判明したものであり、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（6,223千円）

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。

 ※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

等
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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式（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）２ 125.59 3.42 ― 129.01

合計 125.59 3.42 ― 129.01

（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3.42株は、単元未満株式の買取り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。

 当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数(株)

当中間連結会計期間
減少株式数(株)

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 1,801,685.41 ― ― 1,801,685.41

合計 1,801,685.41 ― ― 1,801,685.41

自己株式

普通株式（注）１、２ 122,129.81 854.70 373.00 122,611.51

合計 122,129.81 854.70 373.00 122,611.51

（注）１．普通株式の自己株式の増加854.70株は、単元未満株式及び端株の買取りによるものであります。

２．普通株式の自己株式の減少373株は単元未満株式の売渡請求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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 前連結会計年度（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、端株の買取り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。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※ 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６月30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。

(平成19年６月30日現在) 

現金及び預金勘定 1,081,650千円

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）

6,425,586千円

現金及び現金同等物 7,507,237千円

(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
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

(借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

機械装置及

び運搬具
1,044,639 899,446 145,192

有形固定資

産（工具器

具備品） 

31,066 8,081 22,984

合計 1,075,705 907,528 168,176

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固

定資産
31,357 15,240 1,683 14,433

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

有形固

定資産

その他

(工具器

具備品)

31,357 11,956 1,683 17,718

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額 

 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 187,743千円

１年超 23,282千円

　合計  211,026千円

１年内 7,556千円

１年超     8,635千円

　合計     16,191千円

リース資産減損勘定の残高 1,282千円

１年内 7,431千円

１年超 12,444千円

　合計 19,876千円

リース資産減損勘定の残高 1,727千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料 146,995千円

減価償却費相当額 108,158千円

支払利息相当額 17,627千円

支払リース料 3,990千円

リース資産減損勘定

の取崩額
445千円

減価償却費相当額 3,284千円

支払利息相当額      305千円

減損損失 ―千円

支払リース料 7,980千円

リース資産減損勘定

の取崩額
―千円

減価償却費相当額 7,446千円

支払利息相当額 791千円

減損損失 1,673千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左 

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当

額の差額を利息相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左 

(5）利息相当額の算定方法

同左 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（減損損失について） 

―――――――

（減損損失について） 

―――――――
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 20,834 16,171 △4,663

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 20,834 16,171 △4,663

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 16,500

当中間連結会計期間末（平成19年６月30日現在）

 １．満期保有目的債券で時価のあるもの

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 ― ― ―

(2）社債 2,000,000 2,024,350 24,350

(3）その他 6,425,586 6,425,515 △70

合計 8,425,586 8,449,865 24,279

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円）

(1）株式 270 833 563

(2）債券 ― ― ―

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 270 833 563

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 21,500
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前連結会計年度末（平成18年12月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 ― ― ―

(2）社債 2,000,000 1,984,200 △15,800

(3）その他 7,266,470 7,266,339 △130

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

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 69,751 63,655 △6,096

(2）債券 ― ― ―

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 10,300 12,112 1,812

合計 80,051 75,767 △4,284

３．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

（デリバティブ取引関係）

　　前中間連結会計期間（自平成18年1月1日　至平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年1月1日　至平成

19年６月30日）及び前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

１．ストック・オプションの内容及び規模

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

 平成18年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　４名

 当社従業員　　　　18名

 当社子会社取締役　４名

 当社子会社従業員　27名

 ストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　43,980株

 付与日 平成18年３月29日

 権利確定条件
 付与日（平成18年３月29日）以降、権利確定日（平

成20年３月31日）まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間  ２年間（自平成18年３月29日至平成20年３月31日）

 権利行使期間  平成20年４月１日から平成28年３月31日

 権利行使価格（円） 23,010

 公正な評価単価（付与日）（円）（注）２ ―

（注）１．付与数については株式数に換算して記載しております。 

２．会社法施行日前に付与したものであり「ストック・オプション等に関する会計基準」は適用されてい

ないため記載しておりません。

２．中間連結財務諸表への影響額

会社法施行前に付与しているため、影響はありません。

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

該当事項はありません。
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前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成14年ストック・オ
プション
（第１回新株予約権）

平成15年ストック・オ
プション
（第３回新株予約権）

平成17年ストック・オ
プション
（第５回新株予約権）

平成18年ストック・オ
プション
（第８回新株予約権）

付与対象者の区分及び

数

当社取締役　７名

当社従業員　26名 

当社取締役　８名

当社従業員　17名 

社外協力者　７名 

当社取締役　９名

当社子会社取締役　

            １名 

当社取締役　４名

 当社従業員　16名

 当社子会社取締役

           　３名

 当社子会社従業員　

             21名

ストック・オプション

数

普通株式　12,800株

（注）２

普通株式　7,200株

（注）２
普通株式　35,300株 普通株式　43,980株

付与日 平成14年５月30日 平成15年10月22日 平成17年６月30日 平成18年３月29日

権利確定条件 該当事項なし。 該当事項なし。

該当事項なし。

行使条件として、本新

株予約権者は、権利行

使時において当社若し

くは当社子会社の取締

役又は従業員の地位を

有していることを要す

る。 ただし、任期満了

による退任、定年退職

その他これに準ずる正

当な理由のある場合は、

この限りではない。

該当事項なし。

行使条件として、本新

株予約権者は、権利行

使時において当社若し

くは当社子会社の取締

役又は従業員の地位を

有していることを要す

る。 ただし、任期満了

による退任、定年退職

その他これに準ずる正

当な理由のある場合は、

この限りではない。

対象勤務期間 該当事項なし。 該当事項なし。 該当事項なし。 該当事項なし。

権利行使期間
平成15年５月31日から

平成24年５月29日 

平成16年10月12日から

平成21年10月31日 

平成19年７月１日から

平成27年６月30日 

平成20年４月１日から

平成28年３月31日

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．平成16年６月18日付で株式１株を10株に分割しております。 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成14年ストック・オ
プション
（第１回新株予約権）

平成15年ストック・オ
プション
（第３回新株予約権）

平成17年ストック・オ
プション
（第５回新株予約権）

平成18年ストック・オ
プション
（第８回新株予約権）

権利確定前　　（株）     

前連結会計年度末 ― ― 35,300 43,980

付与 ― ― ― ―

失効 ― ― 32,100 4,600

権利確定 ― ― ― ―

未確定残 ― ― 3,200 39,380

権利確定後　　（株）     

前連結会計年度末 11,850 6,570 ― ―

権利確定 ― ― ― ―

権利行使 ― ― ― ―

失効 11,850 5,800 ― ―

未行使残 ― 770 ― ―

②　単価情報

平成14年ストック・オ
プション
（第１回新株予約権）

平成15年ストック・オ
プション
（第３回新株予約権）

平成17年ストック・オ
プション
（第５回新株予約権）

平成18年ストック・オ
プション
（第８回新株予約権）

権利行使価格（円） 55,450 39,700 95,400 23,010

行使時平均株価（円） ― ― ― ―

公正な評価単価

（付与日）（円）
― ― ― ―
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（企業結合等関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

――――――――― １．共通支配下の取引等関係

（1） 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその

事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

並びに取引の目的を含む取引の概要

①結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事

業の内容

吸収分割会社………当社

 吸収分割承継会社…オムニトラストジャパン株式会社

（現株式会社トライアイズソリューション）

事業の名称…ＺＯＯＭＡ事業部門

事業の内容

（イ）画像データ表示ビューワ及び画像データ自動変換

サーバーの開発、設計、製造及び販売

（ロ）インターネットを介した電子的データ通信に関す

るソフトウェア、ハードウェア等の開発、設計、製

作及び販売等

②企業結合の法的形式

　当社を吸収分割会社、連結子会社オムニトラスト

ジャパン株式会社（現株式会社トライアイズソリュー

ション）を吸収分割承継会社とする吸収分割でありま

す。

③結合後企業の名称

  オムニトラストジャパン株式会社（現株式会社トラ

イアイズソリューション）

④取引の目的を含む取引の概要

当社の持株会社への移行により、より効率的な事業

運営体制の確立を目的として、当社が展開していたＺ

ＯＯＭＡ事業部門を当社の子会社であるオムニトラス

トジャパン株式会社（現株式会社トライアイズソリュー

ション）に承継させたものであります。

（2） 実施した会計処理の概要

　当該会社分割は共通支配下の取引等に該当するため、

移転される資産及び負債については、当社は移転損益

を認識せず、吸収分割承継会社においても、移転前に

付された適正な帳簿価額で計上しております。また、

連結上は内部取引として消去しております。

 ２．事業分離関係

（1） 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離

を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事

業分離の概要

 ①分離先企業の名称及び分離した事業の内容

分離先企業………ビヨンド・コンピューティング株式

会社

事業の内容………グリッド関連事業
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

② 事業分離を行った主な理由

今後の当社グループの事業展開を図る上で、事業シナ

ジーを明確に期待し得ない状態であると判断したためで

あります。 

③ 事業の分離日

平成19年６月29日

④ 法的形式を含む事業分離の概要

分離事業を分離先企業に事業譲渡 

（2） 実施した会計処理の概要

①移転損益の金額、移転事業に係る資産及び負債の適正

な帳簿価額並びにその主な内訳

  （千円） 

 移転損益 41,707

 移転事業に係る資産及び負債  

 資産 28,292

 負債 ―

②当中間連結会計期間に計上されている分離した事業に

係る損益の概算額

  （千円） 

売上高 96,458

売上原価 60,932

売上総利益 35,527

営業損失 49,685

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 940,194 5,974,577 6,914,772 ― 6,914,772

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
14,199 220 14,419  (14,419) ―

計 954,394 5,974,798 6,929,192  (14,419) 6,914,772

営業費用 932,577 5,904,102 6,836,679 335,784 7,172,463

営業利益又は営業損失（△） 21,817 70,695 92,512  (350,203) △257,690

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

当中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）においては、前連結会計年度中に通信サービス

事業を譲渡したことに伴い、ITソリューション事業のみの単一セグメントとなりましたので、事業の種類別セグメン

ト情報の記載を省略しております。
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前連結会計年度（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）

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

（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

事業区分 主要製品 

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

 
前中間連結会計期間

（千円）
前連結会計年度

（千円）
主な内容

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用の金額 
360,679 715,103

当社の管理部門に係る費用であ

ります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年１月１日

　至平成19年６月30日）及び前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）において、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

前中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年１月１日

　至平成19年６月30日）及び前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）において、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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（１株当たり情報）

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(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  8,195円11銭     6,270円15銭 6,201円28銭

１株当たり中間純利益金額又は

（当期）純損失金額（△）
△1,067円69銭      67円26銭 △2,856円69銭

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額 

　潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、潜在株式は存在するも

のの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりま

せん。

　潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、潜在株式は存在するも

のの希薄化効果を有しない

ため記載しておりません。

  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。

（注）１株当たり中間純利益金額又は（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益

金額

中間純利益又は（当期）純損失

（△）（千円）
△1,583,668 112,954 △4,616,278

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ― ―

普通株式に係る中間純利益又は

（当期）純損失（△）（千円）
△1,583,668 112,954 △4,616,278

期中平均株式数（株） 1,483,267 1,679,445 1,615,956

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間（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400,000千円）及び新株予

約権５種類（新株予約権の

数153,122個）。

　新株予約権４種類（新株

予約権の数113,747個）。

　新株予約権４種類（新株

予約権の数114,657個）。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度末の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  7,831,745   510,624   105,079   

２．売掛金  339,073   27,410   36,321   

３．有価証券  ―   6,425,586   7,266,470   

４．たな卸資産  288   ―   377   

５．立替金  1,050,094   ―   ―   

６．その他 ※２ 901,196   95,789   164,414   

貸倒引当金  △99   △20,386   △687   

流動資産合計   10,122,299 58.3  7,039,023 61.3  7,571,975 62.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）工具器具備品  15,503   289   6,247   

(2）その他  11,405   4,468   ―   

有形固定資産合
計

  26,908 0.2  4,758 0.0  6,247 0.1

２．無形固定資産   4,164 0.0  ― ―  2,419 0.0

３．投資その他の資
産

          

(1）投資有価証券  15,246   2,020,000   2,094,980   

(2）関係会社株式  20,185,585   4,333,441   4,249,741   

(3) 関係会社長期
貸付金

 2,628,500   288,500   278,500   

(4）破産更生債権
等

 5,704,164   5,971,133   5,971,883   

(5）その他  79,016   84,744   83,549   

投資損失引当
金 

 △16,485,697   △2,383,700   △2,310,000   

貸倒引当金  △4,948,530   △5,884,372   △5,875,122   

投資その他の資
産合計

  7,178,283 41.3  4,429,746 38.6  4,493,531 37.2

固定資産合計   7,209,356 41.5  4,434,504 38.6  4,502,199 37.3

Ⅲ　繰延資産   27,229 0.2  8,129 0.1  16,258 0.1

資産合計   17,358,885 100.0  11,481,656 100.0  12,090,433 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度末の要約貸借対照表

（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１. 買掛金  431,133   ―   190,354   

２．短期借入金  416,250   ―   185,000   

３．一年以内償還予
定の社債 

 200,000   200,000   200,000   

４．新株予約権付社
債

 400,000   ―   ―   

５．未払金  615,384   458,596   604,910   

６．賞与引当金  ―   8,432   25,050   

７．損害賠償損失引
当金 

 ―   30,940   30,940   

８．その他 ※２ 54,709   18,367   7,017   

流動負債合計   2,117,477 12.2  716,336 6.3  1,243,272 10.3

Ⅱ　固定負債           

１．社債  600,000   400,000   500,000   

２．繰延税金負債  151,069   ―   ―   

３．退職給付引当金  ―   5,062   2,400   

固定負債合計   751,069 4.3  405,062 3.5  502,400 4.1

負債合計   2,868,547 16.5  1,121,399 9.8  1,745,672 14.4

           

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  13,547,535 78.1 5,000,000 43.5 5,000,000 41.4

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  28,836,333 ― ―

(2）その他資本剰
余金

 ― 6,450,147 11,211,019

資本剰余金合計  28,836,333 166.1 6,450,147 56.2 11,211,019 92.7

３．利益剰余金  

(1）その他利益剰
余金

 

繰越利益剰余
金

 △28,101,949 12,464 △4,758,819

利益剰余金合計  △28,101,949 △161.9 12,464 0.1 △4,758,819 △39.4

４．自己株式  △11,689 △0.1 △1,102,354 △9.6 △1,102,637 △9.1

株主資本合計  14,270,230 82.2 10,360,257 90.2 10,349,562 85.6

Ⅱ　評価・換算差額等  

　　その他有価証券
評価差額金

 220,107 1.3 ― ― △4,801 △0.0

評価・換算差額等
合計

 220,107 1.3 ― ― △4,801 △0.0

純資産合計  14,490,338 83.5 10,360,257 90.2 10,344,761 85.6

負債純資産合計  17,358,885 100.0 11,481,656 100.0 12,090,433 100
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前事業年度の要約損益計算書
(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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１  206,724 100.0  ― ―  247,528 100.0

Ⅱ　営業収益 ※２  ― ―  156,665 100.0  ― ―

Ⅲ　売上原価   153,268 74.1  ― ―  121,376 49.0

売上総利益   53,456 25.9  156,665 100.0  126,152 51.0

Ⅳ　販売費及び一般管理費   416,909 201.7  ― ―  886,513 358.1

Ⅴ　一般管理費 ※２  ― ―  206,630 131.9  ― ―

営業損失   363,453 △175.8  49,965 △31.9  760,361 △307.1

Ⅵ　営業外収益 ※３  34,181 16.5  130,020 83.0  136,914 55.3

Ⅶ　営業外費用 ※４  184,418 89.2  17,876 11.4  209,544 84.7

経常利益又は経常損
失（△）

  △513,690 △248.5  62,177 39.7  △832,991 △336.5

Ⅷ　特別利益  ※５  310 0.1  57,302 36.6  66,783 27.0

Ⅸ　特別損失 ※1,6  1,415,115 684.5  106,410 67.9  3,991,312 1,612.5

税引前中間純利益又
は（当期）純損失
(△)

  △1,928,495 △932.9  13,069 8.4  △4,757,520 △1,922.0

法人税、住民税及び
事業税

 605   605   1,299   

法人税等調整額  ― 605 0.3 ― 605 0.4 ― 1,299 0.5

中間純利益又は（当
期）純損失（△）

  △1,929,100 △933.2  12,464 8.0  △4,758,819 △1,922.5
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30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
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成17年12月31日　残高（千円） 8,519,250 23,808,327 23,808,327 △26,172,849 △26,172,849 △11,613 6,143,115

中間会計期間中の変動額

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

中間純利益    △1,929,100 △1,929,100  △1,929,100

自己株式の取得      △75 △75

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
       

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
5,028,284 5,028,006 5,028,006 △1,929,100 △1,929,100 △75 8,127,115

平成18年６月30日　残高（千円） 13,547,535 28,836,333 28,836,333 △28,101,949 △28,101,949 △11,689 14,270,230

評価・換算差額等

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） 223,262 223,262 6,366,377

中間会計期間中の変動額

新株の発行   10,056,291

中間純利益   △1,929,100

自己株式の取得   △75

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△3,154 △3,154 △3,154

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,154 △3,154 8,123,960

平成18年６月30日　残高（千円） 220,107 220,107 14,490,338
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当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30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
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年12月31日　残高（千円） 5,000,000 11,211,019 11,211,019 △4,758,819 △4,758,819 △1,102,637 10,349,562

中間会計期間中の変動額

欠損填補に伴う資本剰余金の利
益剰余金への振替

 △4,758,819 △4,758,819 4,758,819 4,758,819  ―

中間純利益    12,464 12,464  12,464

自己株式の取得      △3,078 △3,078

自己株式の処分  △2,052 △2,052   3,360 1,308

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
       

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
 △4,760,872 △4,760,872 4,771,284 4,771,284 282 10,695

平成19年６月30日　残高（千円） 5,000,000 6,450,147 6,450,147 12,464 12,464 △1,102,354 10,360,257

評価・換算差額等

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18年12月31日　残高（千円） △4,801 △4,801 10,344,761

中間会計期間中の変動額

欠損填補に伴う資本剰余金の利

益剰余金への振替
―

中間純利益   12,464

自己株式の取得   △3,078

自己株式の処分   1,308

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
4,801 4,801 4,801

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
4,801 4,801 15,496

平成19年６月30日　残高（千円） ― ― 10,360,257
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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

資本準備金
その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

平成17年12月31日　残高
（千円）

8,519,250 23,808,327 ― 23,808,327 △26,172,849 △26,172,849 △11,613 6,143,115

事業年度中の変動額

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

資本金又は資本準備金
の額の減少に伴うその
他資本剰余金の額の増
加 

△8,547,535 △28,836,333 37,383,869 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 26,172,849 26,172,849  ―

当期純利益     △4,758,819 △4,758,819  △4,758,819

自己株式の取得       △1,091,023 △1,091,023

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）

△3,519,250 △23,808,327 11,211,019 △12,597,307 21,414,029 21,414,029 △1,091,023 4,206,447

平成18年12月31日　残高
（千円）

5,000,000 ― 11,211,019 11,211,019 △4,758,819 △4,758,819 △1,102,637 10,349,562

評価・換算差額等

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）

223,262 223,262 6,366,377

事業年度中の変動額

新株の発行   10,056,291

資本金又は資本準備金
の額の減少に伴うその
他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   △4,758,819

自己株式の取得   △1,091,023

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

△228,063 △228,063 △228,063

事業年度中の変動額合計
（千円）

△228,063 △228,063 3,978,383

平成18年12月31日　残高
（千円）

△4,801 △4,801 10,344,761
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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

前中間会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

 　当社は、前事業年度において、

24,376,624千円の当期純損失を計上し、

また、当中間会計期間においても

1,929,100千円の中間純損失を計上し

ております。

　また、平成18年６月に当社の主要な

取引先であった平成電電株式会社が破

産手続きを開始したことで、重要な取

引先を喪失するとともに同社からの債

権回収が困難と見込まれる状況となっ

ていることにより、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。

　当社は、当該状況を解消すべく、既

存事業を子会社へ移管しグループ全体

の経営管理監督を行う持株会社に移行

するとともに、グループ全体の意思決

定の迅速化、各事業における責務の明

確化を図るとともに、新規事業への積

極的参入を目指すために安定性、成長

性のある企業のＭ＆Ａを通じて多角的

複数企業体の実現に向けて努力してま

いります。また引き続き人材の育成及

び確保に努めてまいります。

　これらの経営施策によって、当下半

期以降の業績は改善できるものと見込

まれます。 

　中間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

疑義の影響を中間財務諸表には反映し

ておりません。

 　当社は、前事業年度において、

760,361千円の営業損失を計上し、ま

た、当中間会計期間においても49,965

千円の営業損失を計上しております。

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、当社で営んでいたＺＯＯ

ＭＡ事業を子会社である株式会社ト

ライアイズソリューションに継承さ

せており、同社はＺＯＯＭＡと情報

漏洩防止ソフトとの二本立ての事業

を柱とし、そのシナジー効果を活か

しながら、売上拡大による業績改善

を図っております。一方、管理業務

は持株会社である当社で業務受託し

ており、グループとしての効率性の

向上に努めております。当社は、そ

うした子会社からの経営指導料並び

に業務委託料、手元資金の運用益を

収入源とするより安定した経営体制

の構築を図っております。

２. 当社は、各子会社からの配当金収

入を見込める収益力のある企業グ

ループになるよう、持株会社として

グループ全体の経費削減に努め、子

会社の業績管理を行い、効率的な事

業経営を推進し、併せてグループ会

社の育成に注力してまいります。

３. 当社は、当社グループの事業多角

化・拡大化を目指して、子会社とな

り得る優良な事業ポートフォリオの

獲得に努めております。当社の手元

資金を有効に活用し、収益性の高い

事業子会社をグループに取り込むこ

とによって、配当金収入の拡大を図

ります。

 現在は厳しい営業状況が続いている

子会社群ではありますが、上記の諸策

により、グループ全体の営業状況を好

転させ、今後は各子会社の営業利益か

らの配当金収入により、安定的且つ継

続的に利益計上していくことに努めま

す。

　以上の方策により当社の当下半期以

降の業績は改善できるものと見込まれ

ます。

　中間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

疑義の影響を中間財務諸表には反映し

ておりません。

　当社は、当事業年度において、

4,758,819千円の当期純損失を計上し

ました。また、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

りしております。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、当社で行っていたＺＯＯ

ＭＡ事業を会社分割により子会社で

あるオムニトラストジャパン株式会

社に継承させることにより、当該事

業等に専念させ同社の業績改善を図

るとともに、グループ会社からの経

営指導料並びに業務委託料、手許資

金の運用益を収入源とするより安定

的な経営体制の構築を図ります。

２．各社からの配当金収入を見込める

収益力のある企業グループになるよ

う持株会社として、グループ全体の

経費削減に努め子会社の業績管理を

行い効率的事業経営を推進し、併せ

てグループ会社の育成に注力しま

す。 

３．当社の財務状況は、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

の高い有価証券等への効率的な運用

を図ります。

４．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、当社は利益体質

への転換を図っており、来期の当社業

績は改善できるものと見込まれま

す。

　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

の影響を財務諸表には反映しておりま

せん。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

───── 

(1）有価証券

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。

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

 子会社株式及び関連会社株式

　　　 移動平均法による原価法を

    採用しております。

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

 中間会計期間末日の市場

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

平均法により算出）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

     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。

 (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

(2）たな卸資産

同左

２．固定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　　　　　５～16年

　機械装置    　３～６年

　工具器具備品　５～20年

(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　　　　　８～15年

 工具器具備品　５～８年

(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　　　　　５～16年

 機械装置    　３～６年

 工具器具備品　５～20年

 (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。 

(2）無形固定資産

─────

(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．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

(1）貸倒引当金

同左

(2) 投資損失引当金

　子会社株式の価値の減少に備え

るため、子会社の財政状態の実状

を勘案した必要額を計上しており

ます。

(2) 投資損失引当金

同左

(2) 投資損失引当金

同左

(3) 賞与引当金

─────

(3) 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、当中間会

計期間負担額を計上しておりま

す。

(3) 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、当事業年

度負担額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

(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、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額（簡便法）に基づき、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額（簡便法）に基づき、

当事業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。

(追加情報） 

 平成18年７月１日より確定給付

型の退職給付制度として退職一時

金制度及び厚生年金基金制度（総

合設立型）を施行しております。

(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。

(5) 損害賠償損失引当金

同左

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 同左

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　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

 消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（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） ――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

　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20,729千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当該

資産科目に対する控除項目として減価

償却累計額と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）

――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は14,490,338千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

　当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は10,344,761千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

――――――― （減価償却の方法の変更） ―――――――

　当中間会計期間より、法人税法の改

正に伴い、平成19年４月１日以降取得

の有形固定資産については、改正法人

税法に規定する償却方法により減価償

却費を計上しております。

　なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

（中間貸借対照表）

 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「前渡金」

（当中間会計期間末の残高は30,940千円）及び「短期貸付

金」（当中間会計期間末の残高は768,000千円）は、当中

間会計期間末においてそれぞれ資産の総額の100分の５以

下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。

  また、前中間会計期間まで区分掲記しておりました「差

入保証金」（当中間会計期間末の残高は1,600千円）は、

当中間会計期間末において資産の総額の100分の５以下と

なったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示

しております。

　「立替金」は、前中間会計期間末は、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しま

した。

　なお、前中間会計期間末の「立替金」の金額は23,986千

円であります。

（中間貸借対照表）

 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「立替金」

（当中間会計期間末の残高は7,634千円）は、当中間会計

期間末において資産の総額の100分の５以下となったため、

流動資産の「その他」に含めて表示しております。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
(平成18年６月30日)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日)

前事業年度末
(平成18年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　　　 34,468千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　   　　36,259千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　 　　　      51,720千円

※２ 消費税等の取扱い

　 仮払消費税等及び仮受消費税

 等は、相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて計上してお

 ります。

※２ 消費税等の取扱い

　　　 仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて計上してお

 ります。

※２ 　　　 ─────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

 ※１ 売上高及び売上原価については、

回収の見込めないＩＳＰ事業収益

859,750千円及びこれに対応する原

価397,413千円を不計上としており

ます。なお、同事業の整理に関連

して当社が負担すべき額135,320千

円を事業整理損として特別損失に

計上しております。 

 ※１　　　 ――――――  ※１ 売上高及び売上原価については、

回収の見込めないＩＳＰ事業収益

893,525千円及びこれに対応する原

価467,217千円を不計上としており

ます。なお、同事業の整理に関連

して当社が負担すべき額288,334千

円を事業整理損として特別損失に

計上しております。

 ※２　　　 ――――――  ※２ 当社は平成19年１月１日に会社

分割を実施し、ソフトウェア部門

のＺＯＯＭＡ事業を子会社に移管

し、純粋持株会社に移行いたしま

した。同日以降に発生した子会社

に対する経営指導料は営業収益に

計上し、費用項目を一般管理費に

計上しております。

 ※２　　　 ――――――

※３ 営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。

受取利息 20,117千円

※３ 営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。

有価証券利息 115,700千円

受取利息    3,568

※３ 営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。

有価証券利息 57,957千円

受取利息 30,490

受取配当金 21,109

業務受託料 21,107

※４ 営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。

支払利息 11,813千円

社債利息 16,653

新株発行費 141,432

※４ 営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。

支払利息  637千円

社債利息      5,041

社債発行費償却 8,129

※４ 営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。

支払利息 15,824千円

社債利息 27,800

新株発行費 142,881

※５ 　　　―――――― ※５ 特別利益のうち主要なものは次

のとおりであります。

前期損益修正益 56,548千円

※５ 　　　――――――

※６ 特別損失のうち主要なものは次

のとおりであります。

営業権償却 699,340千円

貸倒引当金繰入額 352,577

投資損失引当金繰

入額
206,182

事業整理損 144,724

※６ 特別損失のうち主要なものは次

のとおりであります。

貸倒引当金繰入額  29,703千円

投資損失引当金繰

入額 
73,700

※６ 特別損失のうち主要なものは次

のとおりであります。

のれんの償却額 699,340千円

貸倒引当金繰入

額 
1,279,796

投資損失引当金

繰入額 
432,951

関係会社株式評

価損
1,156,880

  ７ 減価償却実施額

有形固定資産 26,208千円

無形固定資産 519

  ７ 減価償却実施額

有形固定資産       360千円

７ 減価償却実施額

有形固定資産 46,944千円

無形固定資産 700,503
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

(株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

普通株式 125.59 3.42 ― 129.01

合計 125.59 3.42 ― 129.01

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3.42株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

(株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

普通株式 122,129.81 854.70 373.00 122,611.51

合計 122,129.81 854.70 373.00 122,611.51

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加854.70株は、単元未満株式及び端株の買取りによるものであります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少373株は、単元未満株式の売渡請求によるものであります。

前事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株）

普通株式 125.59 122,004.22 ― 122,129.81

合計 125.59 122,004.22 ― 122,129.81

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加4.22株は、端株の買取りによるものであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加122,000株は、自己株式の取得によるものであります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引（借主側）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引（借主側）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額及び期末

残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

工具器具

備品
4,100 2,118 1,981

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額及び期末

残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具器具

備品
4,391 2,708 1,683 ―

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
（千円）

工具器具

備品
4,391 2,708 1,683 ―

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

 　　未経過リース料中間期末残高相当額

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

 　　未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 839千円

１年超 1,256千円

　合計  2,096千円

１年内    902千円

１年超     380千円

　合計       1,282千円

リース資産減損勘定の残高 1,282千円

１年内 894千円

１年超 833千円

　合計 1,727千円

リース資産減損勘定の残高 1,727千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 458千円

減価償却費相当額 410千円

支払利息相当額 52千円

支払リース料   458千円

リース資産減損勘定

の取崩額
 445千円

減価償却費相当額    ―千円

支払利息相当額   13千円

減損損失  ―千円

支払リース料 916千円

リース資産減損勘定

の取崩額
―千円

減価償却費相当額 878千円

支払利息相当額 37千円

減損損失 1,673千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

―――――――

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額の差額を利息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

(5）利息相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について） 

―――――――

（減損損失について） 

―――――――
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年６月30日現在）

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 2,451,573 2,101,000 △350,573

当中間会計期間末（平成19年６月30日現在）

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 1,533,730 1,550,538 16,808

前事業年度末（平成18年12月31日現在）

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

関連会社株式 1,533,730 1,533,730 ―

（注）当事業年度において、関連会社株式について917,843千円減損処理を行っております。

  なお、減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って

おります。

（企業結合等関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

――――――――― １．共通支配下の取引等関係

　中間連結財務諸表の注記事項(企業結合等関係)に記載

しております。
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（１株当たり情報）

 
前中間会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前事業年度
(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 8,043円24銭      6,170円22銭 6,159円23銭

１株当たり中間純利益金額又は

（当期）純損失金額（△）
△1,300円58銭      7円42銭 △2,944円89銭

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額

　潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、潜在株式は存在するも

のの１株当たり中間純損失

であるため記載しておりま

せん。

　潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、潜在株式は存在するも

のの希薄化効果を有しない

ため記載しておりません。

  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。

（注）１株当たり中間純利益金額又は（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。

 
前中間会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益

金額

中間純利益又は（当期）純損失

（△）（千円）
△1,929,100 12,464 △4,758,819

普通株主に帰属しない金額

（千円）
― ― ―

普通株式に係る中間純利益又は

（当期）純損失（△）（千円）
△1,929,100 12,464 △4,758,819

期中平均株式数（株） 1,483,267 1,679,445 1,615,956

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間（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400,000千円）及び新株予

約権５種類（新株予約権の

数153,122個）。

　新株予約権４種類（新株

予約権の数113,747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）

前中間会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

１．会社分割

　当社は、平成18年８月18日開催の

取締役会において、下記のとおり会

社分割を行うことを決議し、同日承

継会社と吸収分割契約を締結致しま

した。

────── １．会社分割

　当社は、平成18年９月29日開催

の臨時株主総会の承認に基づき、

平成19年１月１日に会社分割いた

しました。

(1) 会社分割の理由

　当社の持株会社への移行により、

より効率的な事業運営体制の確立を

目的として、当社が展開しているＺ

ＯＯＭＡ事業部門を、当社の子会社

であるオムニトラストジャパン株式

会社に承継することに致しました。

(2) 会社分割する事業内容等

①事業内容 

（イ）画像データ表示ビューワ及び

画像データ自動変換サーバーの

開発、設計、製造及び販売

（ロ）インターネットを介した電子

的データ通信に関するソフト

ウェア、ハードウェア等の開発、

設計、製作及び販売等

②分割事業の規模 

 
分割事業部門

（平成17年12月期）

 （千円） 

 資産 84,132

 負債 709

 売上高 382,801

 売上総利益 343,658

営業利益 86,376

経常利益 86,381

当期純利益 85,358

(3) 会社分割の形態

　　分社型吸収分割（物的分割）

(4) 会社分割に係る承継会社の概要

①商　号　　　オムニトラストジャ

パン株式会社

②設立年月日　平成17年４月22日 

③資本金　　　2,160百万円 

④純資産　　　　152百万円

⑤総資産　　　　379百万円

⑥従業員数　　４名

⑦大株主　　　当社100％出資 

(5) 会社分割の時期

①吸収分割契約書承認取締役会

平成18年８月18日

②吸収分割契約締結

平成18年８月18日

③吸収分割契約書承認株主総会

平成18年９月29日（予定）

④分割期日（効力発生日）

平成19年１月１日（予定）

(1) 会社分割の理由

　当社の持株会社への移行により、

より効率的な事業運営体制の確立

を目的として、当社が展開してい

るＺＯＯＭＡ事業部門を、当社の

子会社であるオムニトラストジャ

パン株式会社に承継することにい

たしました。

(2) 会社分割する事業内容等

①事業内容 

（イ）画像データ表示ビューワ及

び画像データ自動変換サーバー

の開発、設計、製造及び販売

（ロ）インターネットを介した電

子的データ通信に関するソフ

トウェア、ハードウェア等の

開発、設計、製作及び販売等

②分割事業の規模 

 
分割事業部門

（平成18年12月期）

 （千円） 

 資産 109,067

 負債 35,367

 売上高 212,400

 売上総利益 145,621

営業損失 10,887

経常損失 10,901

当期純損失 11,244

(3) 会社分割の形態

　　分社型吸収分割（物的分割）

(4) 会社分割に係る承継会社の概要

①商　号　　　オムニトラストジャ

パン株式会社

②設立年月日　平成17年４月22日

③資本金　　　　 30百万円 

④資産の額　　　 23百万円

⑤負債の額　　　306百万円

⑥従業員数　　４名

⑦大株主　　　当社100％出資 

６．その他
該当事項はありません。 
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