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平成１7年３月期   決算短信（連結）         平成１7年５月２０日 

会 社 名 株式会社エフティコミュニケーションズ  上場取引所 

コ ー ド 番 号  ２７６３                本社所在都道府県     東京都 

（ＵＲＬ http://www.ftcom.co.jp/） 

代  表  者   役  職  名 代表取締役社長ＣＥＯ 

          氏    名 畔柳 誠 

問い合わせ先  責任者役職名 取締役ＣＦＯ 

          氏    名 重川晴彦       ＴＥＬ（０３）５８４７－２７７７ 

決算取締役会開催日  平成１7年５月２０日 

米国会計基準採用の有無   無 

 

１．17年3月期の連結業績（平成16年４月１日～平成17年３月31日） 

(1) 連結経営成績                                  （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
17年３月期 
16年３月期 

百万円   ％
24,776（20.5）
20,567（ ―）

百万円   ％
1,945（56.5）
1,243（ ―）

百万円   ％
2,069（35.6）
1,526（ ―）

 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 
17年３月期 
16年３月期 

百万円   ％ 
1,147（20.6） 
951（ ―） 

円  銭
15,995  43
13,398 93

円  銭
14,870  47
12,633 85

％
26.7 
26.9 

％ 
14.9 
11.9 

％
8.4
7.4

(注)①持分法投資損益      17年３月期    ―百万円     16年３月期    ―百万円 

②期中平均株式数（連結）  17年３月期    66,741株     16年３月期      65,075株 

③会計処理の方法の変更   無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 連結財政状態                                  （百万円未満切捨） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
17年３月期 
16年３月期 

百万円 
14,057 
13,781 

百万円
4,666 
3,915 

％ 
33.2 
28.4 

円   銭
67,767  95 
58,377 84 

(注)期末発行済株式数(自己株式控除後)（連結）17年３月期    67,685 株  16年３月期    65,695株 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況                           （百万円未満切捨） 

 
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 

 
17年３月期 
16年３月期 

百万円 
△246 
1,368 

百万円
399 

△1,737 

百万円 
△537 
280 

百万円
5,272 
5,655 

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  １社   持分法適用非連結子会社数  ― 社   持分法適用関連会社数  ―  社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  ― 社   (除外)  ― 社    持分法 (新規)  ― 社   (除外) ―  社 
 
２．18年3月期の連結業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
中間期 
通  期 

百万円
13,200 
28,000 

百万円
930 

2,300 

百万円
410 

1,190 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 17,581円44銭 

  
※ 上記予想は、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り異なることがあります。上記予想に関する事項は、８ページをご参照ください。 
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(添付資料) 

１.企業集団の状況 

当社グループは、株式会社エフティコミュニケーションズ（当社）及び子会社１社で構成されて

おり、事業は主に電話機等の通信機器の販売並びに保守サービスを行う情報通信サービス関連事業

を主軸として、移動通信サービス関連事業、インターネットサービス関連事業を行なっております。 

事業内容及び当社との関係会社の当該事業の種類別セグメントとの関連は、次の通りです。 

 

(1) 情報通信サービス関連事業 

当社の得意とするＶｏＩＰ､ＡＤＳＬ、無線ＬＡＮ等の新しい通信ネットワークに対応しつつ、

ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホン､ファクシミリ､複合機､セキュリティ商品等を中小企

業並びに個人事業主に対して販売を注力しております。 

また、これらの事業を通信ネットワークから情報機器端末まで、市場のＩＰ化に対応した商品

並びにサービスを、タイムリーに提供してまいります。 

 

(2) 移動通信サービス関連事業   

(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「ＮＴＴドコモ」という。）をはじめとする移動体通信

事業者（以下 「キャリア」と言う。）より移動体通信機器端末を仕入れ、当社グループ直営店に

てユーザーへ販売するとともにＦＭＳ加盟店（当社グループの移動体関連商品のＦＣ代理店）、

取次店への販売を行なっております。一方で、移動体通信サービスの新規申込並びに機種変更の

申込を受け、キャリアに取次を行なうことで手数料を得るとともにＦＭＳ加盟店、取次店へは手

数料の支払が生じます。 

 

(3) インターネットサービス関連事業 

今後さらに成長が期待されるユビキタスなマルチメディア通信環境の実現に向け、ＩＰ化、モ

バイル化に主眼をおいたコミュニケーションサービスへ資源をシフトすると同時に、ソフトウェアビジネ

スにも注力してまいります。 

①ＡＳＰサービス 

当社グループが提供するホスティングサービスは、中小企業並びに個人事業主向けに契約に

よって決められたディスクエリアを提供し、利用者は多額の費用や人材を用いることなくサ

ーバーの運用が可能となり、事業法人名や商品サービス名を用いたドメイン名によるウェブ

サイト構築及びメールの運用を行うことが可能となります。 

②ソフトウェアサービス 

当社グループが提供するホームページ制作支援サービスは、専門知識がなくてもクリック１

つでホームページができ、ｉモード版機能から本格的なホームページと、万全なアフターフ

ォローを提供いたします。 

③ＩＳＰサービス 

当社グループのＩＳＰサービスは、連結子会社の株式会社アイエフネットが、インターネットサ

ービスプロバイダ、ＩＰインフラ、ハードウェア、画像サービスをワンストップで提供する

インターネット接続サービスを中小企業並びに個人事業主をメインターゲットとしてサービ

ス提供しております。 

 

事業の種類別セグメントの名称 主要商品 主要な会社 

情報通信サービス関連事業 情報機器販売 当社 

 保守・据付 当社 

移動通信サービス関連事業 モバイル商品販売 当社 

インターネットサービス関連事業 ＡＳＰサービス 当社 

 ソフトウェアサービス 当社 

 ＩＳＰサービス （株）アイエフネット 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1 ＦＭＳ加盟店とは「ファミリー・マルチメディア・ステーション」の頭文字を取ってＦＭＳとし、携帯

ショップを運営し、取扱商品は移動体関連商品であります。 

2 ネットワーク商品とは、通信事業者各社が提供するネットワークサービス商品であります。 

3 ＩＳＰとは、「インターネット・サービス・プロバイダー」の略です。 
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関係会社の状況 

名称 住所 資本金 主な事業内容 議決権の所有割合 関係内容 

（連結子会社） 

株式会社アイエフネット 

東京都渋谷区   百万円

  200 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ

関連事業 

   ％ 

51.0 

ISPｻｰﾋﾞｽ 

 
 

２.経営方針 
(1)会社の経営の基本方針 

当社グループは、昭和60年の設立以来｢お客様第一主義｣を徹底し、有線電話機を主力商品とする

営業に力を注いでまいり、常に時代に則した提案力を有する企業でありたいと考え事業の発展を図

ってまいりました。 

現在では、中小企業並びに個人事業主に向けて時代の変化にすばやく対応しながら、独立系企業

の強みを活かし、常に最新の商品、サービスを自社で企画・提案することで、お客様のニーズに合

わせた最適なシステムを提供し、情報化、業務効率化を支援するオフィス情報化製品全般を幅広く

扱うマルチフィールド対応に努め、情報通信機器を総合的に提供する「オフィス・トータル・ソリ

ューション」を展開しております。また、現在まで順調に業績を伸ばしてきた最も大きな理由は、

最善の顧客サービスを経営理念に掲げた顧客開拓力であります。お客様から寄せられる様々な課題、

要望に対し適切、迅速に応えていくこと。こうした「最善の顧客サービス」を推進する積極的な企

業姿勢によって、確実に顧客を増やしていくことができ、また既存顧客の方々にはメンテナンス・

ケアを徹底し、「顧客開拓」と「顧客維持」によって、はじめて事業の拡大が成し遂げられると確

信しております。 

これからの中小企業並びに個人事業主のオフィス環境は、情報通信機器は複合化、ネットワーク

化へと進化をとげていくなかで、当社といたしましては、「オフィス・トータル・ソリューショ

ン」をドメインに、これまでに蓄積した技術とコンサルティング能力を高めながら、事業革新と活

性化に貢献し新しいソリューションのビジネスモデルを創り続けてまいる所存であります。 

 

(2)中長期的な経営戦略 

当社グループは、今後様々な構造改革による経営資源の効率化、積極的な研究開発投資やＭ＆Ａ

等を行い、顧客基盤の拡大とコアサービスの充実に努め、経営基盤を強固なものとし、戦略的なサ

ービスラインアップの拡充をしてまいります。 

また、当社グループのビジネスモデルは訪問・提案・契約・販売・設置・保守・ＣＳサポートに

いたるまで、総合力を活かしたワンストップソリューションを実現していけることが強みであると

考えており、人材に選ばれる企業となるための３つの創造として以下の戦略を遂行しております。 

①高収益付加価値の創造 

オフィス・トータル・ソリューションを基盤にお客様の満足を追求するとともに、収益性を高

め、企業価値を高めます。 

②環境の創造 

情報通信を提供しお客様、地域社会と協働して豊かな社会にふさわしい環境を創り出します。 

③変革の創造 

経営環境の変化を先取りし、技術革新・業務革新に取り組み、お客様の満足の獲得に向け常に

変革し続けます。 

 

(3)目標とする経営指標 

当社グループは、継続的な事業の拡大を通じて企業価値を向上していくことを重要な経営目標と

位置付けております。経営指標としては、ＲＯＡ（総資本利益率）およびＲＯＥ（株主資本利益

率）の向上を目指しております。 

 

(4)利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置付けており、

将来の事業展開と経営体質の強化のために内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施し

ていくことを基本方針としております。 
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(3)投資単位の引下げに関する考え方 

当社グループは、株式の流動性の向上および投資家層の拡大が資本政策上の重要な課題として認

識しております。また、当社は、平成15年11月30日を権利確定日とし平成16年1月20日付けで株式1

株につき5株の分割を行い、投資単位の引下げに関して積極的に取り組んでおります。 
 

 

(5)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

当社は、「利益ある成長」を通じて、継続的な企業価値の向上のため、経営環境や経営課題の変

化に柔軟に対応できるよう、経営上の組織体制や仕組みに対して、必要な施策を実施していくこと

が、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題のひとつ

と位置づけております。 

また、リスク管理の強化と、透明性の確保が極めて重要であると認識しております。当社は監査

役制度を採用しており、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行い、内

部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライアンス徹底を図るとともに自浄能力強化

に努めております。また、投資家へのＩＲ活動を活発に行うことにより、公平で透明性のある情報

開示にも注力しております。これらにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、当社及

びグループ企業においても経営管理組織の充実を図ってまいります。 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス

体制の状況 

当社は監査役制度を採用しており、社外監査役１名を含む監査役２名で構成しております。また、

監査役会で年間の監査方針、監査計画を策定し、２名の監査役は、取締役会のほか重要な会議に出

席し、経営及び業務全般の状況を把握するとともに、各種重要書類の閲覧・調査を行うなど、経営

及び取締役の職務遂行を常時監視できる厳正な体制をとっております。 

コンプライアンスにつきましては、法務部門が業務活動の全般に関し、妥当性、有効性、法律・

法令の厳守状況等について監督実施して、具体的な助言、指導を行い、企業理念を全従業員に徹底

し、リスク管理の強化、内部監査機能の充実、コンプライアンスの向上を図っております。 

会計監査は、定期的な監査のほか、会計上の課題については随時確認を行い会計処理の適正性に

努めております。また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じ適宜アドバイスを受けてお

ります。その他、税務関連業務に関しましても外部専門家と契約を締結し必要に応じてアドバイス

を受けております。 

 

②社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その利害関係の概要 

コーポレート・ガバナンスの強化に向けた経営組織改革を要するため、社外取締役の選任も検討

中であります。 

社外監査役と当社の取引関係はありません。 

 

③会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況 

取締役会は、本年３月31日現在９名の取締役で構成されており、月１回開催して十分な議論を尽

くして意思決定を行っており、取締役は連帯して経営責任と業務遂行責任を果たしております。ま

た、経営の透明性の向上及び公平な情報開示に努め、会社情報の公表に際しては、速やかにホーム

ページに掲載しております。 

さらに、当社の企業倫理・コンプライアンス体制の維持、強化のため、平成16年度には、社長直

轄の常設委員会として「コンプライアンス委員会」を設置しております。 

 

(6)対処すべき課題 

当社グループといたしましては、通信機器の販売と技術サポートにおいて蓄積してきた独自のイ

ンフラと、当社グループが誇る顧客の潜在的ニーズを的確に捉え、組織的、体系的なサービス力の

改善・強化を行い、市場・顧客のニーズに的確に応えることにより事業の継続的な成長を図ります。 

具体的には、技術部門におきましては、蓄積してきた「技術力」と「組織機動力」を再利用し新

たな「サポート」を創出し、既存顧客におけるサービスの拡大を図ります。また、インターネット
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サービス関連事業においては、ＩＳＰ会員に対して、コンテンツとサービスの充実を図り「中小企

業最強支援企業」の展開を図ります。 

移動通信サービス関連事業におきましては、販売体制・事業集中・新サービスの開発により採算

性の向上を図ります。 

 

３.事業に関するリスクについて 
以下において、当社グループの平成17年３月期の財務諸表においての重要なリスク要因となる可

能性があると考えられる事項を記載しております。 

また、当社グループがお客様に提供する価値は、お客様の快適運用と最適活用を実現することで

あります。即ち当社グループの価値は、お客様の期待以上であった時に、当社グループに対する信

用や信頼度の向上といった無形の財産として形成されます。当社グループが属する業界は技術革新

が激しく、陳腐化する恐れがあります。この技術革新スピードに常に対処すべく、組織的に習得す

るとともに、お客様からの要望をスピーディーに掴み、適切かつ迅速な対応ができる体制を整えて

おります。 

 

事業の種類別セグメントに係るリスク 

（情報通信サービス関連事業） 

当社グループの得意とするコンサルティングセールスを強化するため、アドバイザーの能力強化

やマネージャーの育成等に引き続き注力する方針ですが、優秀な人材の確保・育成が計画通り進ま

ない場合には、業績に影響を受ける可能性があります。 

 

（移動通信サービス関連事業） 

当社グループは、複数のキャリアと販売代理店契約を締結し、販売活動をおこなっておりますが、

各キャリアによって手数料の金額、支払対象期間が異なるとともに、各キャリアは事業方針により

手数料を変更するので、大幅な取引条件の変更が発生した場合には業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

（インターネットサービス関連事業） 

ＩＳＰ事業において、様々なインターネット接続業者が、混在しておりますが、当社グループの

強みである中小企業並びに個人事業主に向けての加入者の獲得が計画通り進捗せず、またサービス

面での差別化が図れない場合には業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（セキュリティ管理について） 

当社グループが営む、業界においては、当該業務の性格上、多数のお客様の情報を保有しており

ます。当社グループでは、情報の取扱については各種の規程を整備するとともに、教育を徹底して

おります。このような対策にもかかわらず当社グループから情報漏洩が万が一にも発生した場合に

は、損害賠償責任を負う可能性があり、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

４.経営成績及び財政状態 
(1) 経営成績 

 当連結会計年度の概況 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、前半は輸出の増加や大企業製造業を中心とした企業収益

の改善により設備投資の増加や個人消費・雇用情勢の緩やかな回復はしておりますが、しかしながら、

下期に入り原油価格や原材料価格の高騰に加えて、台風や地震といった自然災害の影響もあり、景気

は回復基調から足踏みする兆しも出て参りました。 

当社グループの属する情報通信業界におきましては、企業の収益改善とブロードバンド環境の進展

を背景に「e－Japan戦略」の具体的進展、防犯意識の高まりや、ホームページ需要の進展などブロー

ドバンドとＩＰサービスが本格的に浸透してまいりました。しかしながら、企業のＩＴ投資に対する

投資効果の明確化やＩＴサービスの低価格化など、引き続き厳しい環境が続いております。 

このような状況の中、当社グループは、ブロードバンドやセキュリティの関心の高まりをビジネス

拡大の好機にとらえ、当社グループの持つＩＴビジネスの総合力を生かしたＩＰ電話やＩＰファック

スなどのＩＰ関連商材の提供に努めました。同時に「インテリジェントＩＰカメラ」の提供開始によ

り、ブロードバンドサービスの一層の活用と浸透を図り、提案品質の向上と営業活動の効率化を推進
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しました。またホームページサービスのＳＥＯ対策強化及びオフィスサプライ事業の開始等、お客様

の問題解決など引き続き注力いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度における当グループの売上高は売上高247億76百万円(前年同期比20.5%

増)、経常利益20億69百万円(前年同期比35.6%増)、当期純利益11億47百万円(前年同期比20.6%増)と、

増収増益になりました。 

 主なセグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

 

(情報通信サービス関連事業) 

ブロードバンド回線の浸透とＩＰ電話市場の拡大により、ＩＰ商材の拡充にてＩＰ電話・ＩＰ－Ｆ

ＡＸ・ＩＰカメラの拡販に加え、既存顧客へのＩＴ支援サービス商品の販売(サイトヘルパー・ｅ-Ｒ

ａｎｋ)が好調に推移し、新規事業所（山形営業所・新宿営業所）の出店により、売上高193億48百万

円（前年同期比22.1%増）、営業利益32億14百万円（前年同期比44.8%増）となりました。 

 

(移動通信サービス関連事業) 

キャリアの顧客囲い込み施策によりマイショップ戦略によりドコモショップ・ドコモアミへ２店舗

の変更が下半期にかけ実施し、事業効率の向上に取り組んだ結果、売上高39億6百万円（前年同期比

8.0%減）、営業損失１億24百万円（前年同期比412.7%増）となりました。 

 

(インターネットサービス関連事業) 

ホームページ作成支援ソフトとSEO対策ソフト(ｅ－Ｒａｎｋ)の全国展開と新規事業所（東海第三オ

フィス・新潟第二オフィス・青森第二オフィス・北海道第二オフィス・鹿児島営業所・秋田第二オフ

ィス・関東第二オフィス・群馬第二オフィス・松山営業所）出店により、また、連結子会社（株式会

社アイエフネット）においてはＩＰ電話の市場の普及とコンテンツサービスの充実により、ＩＳＰ会

員が約１万件増加し期末時点で１２，５８９事業所となり売上高21億86百万円（前年同期比161.7%

増）、営業利益1億26百万円（前年同期比110.4%増）となりました。 

 

 

 (2) 財政状態 

 キャッシュ・フローの状況 

当連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当連結会計期間は、営業活動におけるキャッシュ・フローは△２億46百円（前期は13億68百万

円の資金増）となりました。投資活動におけるキャッシュ・フローは３億99百万円（前期は17億

37百万円の資金減）となりました。財務活動におけるキャッシュ・フローは△５億37百万円（前

期は２億80百万円の資金増）となったことから、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前

連結会計年度末に比べて３億83百万円減少し、52億72百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

情報通信サービス関連事業が好調なことから、税金等調整前利益は３億34百万円増加いたし

ましたが、一括発注によるたな卸資産の増減額４億74百万円、売上債権の増減額５億28百万円、

前受保守料増減額８億80百万円及び法人税等の支払額の増加５億58百万円による資金減により、

営業活動によるキャッシュ・フローは16億14百万円減少し△２億46百万円となりました。（前

期は13億68百万円の資金増） 

 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

前期において新本社を購入したため当期における固定資産の取得による支出は減少し、11億

80百万円の資金増となりました。また、定期預金の預入・戻払により、７億３百万円の資金増

となりました。この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、21億37百万円増加し、３億

99百万円となりました。（前期は17億37百万円の資金減） 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

自己株式の取得により２億51百万円支出し、長期借入金を３億70百万円返済し、配当金とし

て１億97百万円を支払いました。この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは８億17百万

円減少して△５億37百万円となりました。 
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(キャッシュ・フロー指標のトレンド) 

 前連結会計期間 当連結会計期間 

自己資本比率 28.4％ 33.2％ 

時価ベースの自己資本比率 187.3％ 184.9％ 

債務償還年数 0.7年 ―年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 194.4 ― 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも財務数値により計算している。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用している。有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を

払っているすべての負債を対象としている。 

 

(3) 次期の見通し 

時期の見通しにつきましては、経済状況や企業収益の状況によりＩＴ投資が増加するか不透明な

状況にあることや、情報通信業界での企業間での競争激化により厳しい状況が予想されます。 

当社グループといたしましては、通信機器の販売と技術サポートにおいて蓄積してきた独自のイ

ンフラと、当社が誇る顧客の潜在的ニーズを的確に捉え、組織的、体系的なサービス力の改善・強

化を行い、市場・顧客のニーズに的確に応えることにより事業の継続的な成長を図ります。 

具体的には、技術部門におきましては、蓄積してきた「技術力」と「組織機動力」を再利用し新

たな「サポート」を創出し、既存顧客におけるサービスの拡大を図ります。また、インターネット

サービス関連事業においては、ＩＳＰ会員に対して、コンテンツとサービスの充実を図り「中小企

業最強支援企業」の展開を図ります。 

移動通信サービス関連事業におきましては、販売体制・事業集中・新サービスの開発により採算

性の向上を図ります。 

このような状況下、次期の連結業績見通しつきましては、売上高280億円（前年同期比13.0%増）、

経常利益23億円（前年同期比11.1%増）、当期純利益11億90百万円（前年同期比3.7%増）を見込んで

おります。 

 

平成18年３月期 業績予想（連結） 

当期比  平成17年３月

期 

(実績) 

(百万円) 

平成18年３月

期 

(予想) 

(百万円) 

増減額 

(百万円) 

増減率 

(％) 

売上高 24,776 28,000 3,223 13.0 

経常利益 2,069 2,300 230 11.1 

当期利益 1,147 1,190 42 3.7 

 

＜業績予想に関する留意事項について＞ 

本決算短信に記載されている次期及び将来に関する記述部分は、当社及び当社グループが現時点

で入手可能な情報から得られた判断に基づいており、当該部分にはリスク及び不確実性が含まれて

おります。従いまして、これらの将来に関する記述のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは

差し控えていただきますようお願いいたします。実際の業績は、様々な要素により、これらの業績

とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与える重要な要素

には当社の事業を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれます。 
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 ５.連結財務諸表等 

  連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成16年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※2 7,619,142 6,726,722   △892,420

 ２ 受取手形及び売掛金  1,478,921 2,007,542   528,620

 ３ たな卸資産  589,558 1,041,437   451,878

 ４ 繰延税金資産  214,501 290,590   76,089

 ５ リース残債権  224,737 297,157   72,419

 ６ その他  228,163 81,672   △146,491

   貸倒引当金  △25,094 △33,957   △8,863

   流動資産合計  10,329,931 75.0 10,411,164 74.1  81,233

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物 ※2 405,076 1,166,829  761,753 

    減価償却累計額  180,928 224,147 194,809 972,019  13,880 747,872

  (2) 土地 ※2 1,255,280 1,187,030   △68,250

  (3) 建設仮勘定 ※2 630,494 ―   △630,494

  (4) その他  118,567 181,577  63,010 

    減価償却累計額  63,013 55,554 82,341 99,236  19,328 43,681

   有形固定資産合計  2,165,476 15.7 2,258,286 16.1  92,809

 ２ 無形固定資産  36,096 0.2 63,303 0.4  27,207

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※1 219,753 331,520   111,767

  (2) 長期貸付金  3,616 ―   △3,616

  (3) 繰延税金資産  227,295 277,909   50,614

  (4) その他 ※2、5 835,391 740,444   △94,946

    貸倒引当金  △36,170 △25,234   10,936

   投資その他の資産合計  1,249,885 9.1 1,324,640 9.4  74,755

   固定資産合計  3,451,458 25.0 3,646,230 25.9  194,772

   資産合計  13,781,389 100.0 14,057,395 100.0  276,005
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前連結会計年度 

(平成16年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金 ※2 1,065,553 1,314,421   248,868

 ２ 短期借入金  ― 100,000   100,000

 ３ １年内返済予定長期借入金 ※2 370,000 70,000   △300,000

 ４ 未払金  288,138 615,221   327,082

 ５ 未払費用  399,947 407,070   7,123

 ６ 未払法人税等  594,481 481,842   △112,639

 ７ 賞与引当金  342,409 381,912   39,503

 ８ 前受保守料  1,277,978 1,157,521   △120,456

 ９ リース残債務  253,902 407,285   153,382

 10 その他  320,198 220,633   △99,564

   流動負債合計  4,912,609 35.7 5,155,909 36.7  243,299

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※2 630,000 560,000   △70,000

 ２ 退職給付引当金  345,691 420,062   74,370

 ３ 役員退職慰労引当金  189,367 186,147   △3,220

 ４ 長期前受保守料  3,732,871 2,935,511   △797,360

 ５ その他  22,850 35,467   12,617

   固定負債合計  4,920,781 35.7 4,137,188 29.4  △783,592

   負債合計  9,833,390 71.4 9,293,097 66.1  △540,293

    

(少数株主持分)    

  少数株主持分  32,866 0.2 97,424 0.7  64,557

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※3 494,144 3.6 560,141 4.0  65,997

Ⅱ 資本剰余金  423,264 3.1 489,261 3.5  65,997

Ⅲ 利益剰余金  3,119,569 22.6 3,990,045 28.4  870,476

Ⅳ その他有価証券評価差額金  2,696 0.0 3,029 0.0  333

Ｖ 自己株式 ※4 △124,542 △0.9 △375,605 △2.7  △251,063

   資本合計  3,915,132 28.4 4,666,873 33.2  751,741

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 

 13,781,389 100.0 14,057,395 100.0  276,005
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② 連結損益計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 ※3 20,567,338 100.0 24,776,252 100.0  4,208,914

Ⅱ 売上原価 ※3 11,773,187 57.2 12,917,273 52.1  1,144,085

   売上総利益  8,794,150 42.8 11,858,979 47.9  3,064,828

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 販売手数料 ※3 206,197 1,254,500  1,048,302 

 ２ 役員報酬  219,286 225,999  6,712 

 ３ 給与手当  3,058,998 3,573,214  514,216 

 ４ 賞与  749,395 750,383  988 

 ５ 賞与引当金繰入額  240,859 281,166  40,307 

 ６ 退職給付費用  67,953 86,975  19,022 

 ７ 役員退職慰労引当金繰入額  36,433 25,792  △10,641 

 ８ 法定福利費  510,570 533,417  22,847 

 ９ 地代家賃  420,489 506,913  86,423 

 10 旅費交通費  561,454 594,444  32,990 

 11 減価償却費  53,058 82,383  29,324 

 12 支払手数料  191,564 256,009  64,444 

 13 貸倒引当金繰入額  ― 15,946  15,946 

 14 その他  1,234,569 7,550,829 36.7 1,726,594 9,913,740 40.0 492,024 2,362,910

   営業利益  1,243,320 6.1 1,945,238 7.9  701,917

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  2,292 3,384  1,092 

 ２ 受取配当金  2,272 4,488  2,215 

 ３ 受取販売奨励金  236,332 101,015  △135,317 

 ４ その他  71,908 312,806 1.5 36,310 145,198 0.6 △35,598 △167,607

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  11,385 19,428  8,042 

 ２ 為替差損  10,995 ―  △10,995 

 ３ その他  6,823 29,205 0.2 1,075 20,503 0.1 △5,748 △8,701

   経常利益  1,526,921 7.4 2,069,933 8.4  543,011

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  14,332 9,645  △4,686 

 ２ 保険解約返戻金  54,220 74,976  20,755 

 ３ 匿名組合事業清算益  143,451 ―  △143,451 

 ４ 投資有価証券売却益  13,103 225,108 1.1 16,880 101,501 0.4 3,776 △123,607
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前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※1 17,928 102,627  84,699 

 ２ 固定資産除却損 ※2 2,772 5,886  3,113 

 ３ 貸倒引当金繰入額  17,268 ―  △17,268 

 ４ 投資有価証券売却損  7,804 ―  △7,804 

 ５ ゴルフ会員権売却損  5,509 ―  △5,509 

 ６ リース資産解約損  ― 26,124  26,124 

 ７ 保険解約損  ― 51,283 0.2 1,864 136,502 0.6 1,864 85,218

   税金等調整前当期純利益  1,700,747 8.3 2,034,932 8.2  334,185

   法人税、住民税及び事業税  876,152 998,748  122,596 

   法人税等調整額  △111,206 764,945 3.7 △126,934 871,814 3.6 △15,727 106,869

   少数株主利益（△損失）  △16,133 0.0 15,557   31,690

   当期純利益  951,934 4.6 1,147,561 4.6  195,626

    

 

③ 連結剰余金計算書 

 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  379,620 423,264  43,644

   
Ⅱ 資本剰余金増加高 
  増資による新株の発行

 43,644 43,644 65,997 65,997 22,352 22,352

   

Ⅲ 資本剰余金減少高  ― ―  ―

   

Ⅳ 資本剰余金期末残高  423,264 489,261  65,997

   
(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,341,186 3,119,569  778,382

   
Ⅱ 利益剰余金増加高 
  当期純利益 

 951,934 951,934 1,147,561 1,147,561 195,626 195,626

   

Ⅲ 利益剰余金減少高   

   配当金  103,552 197,085 93,533 

   役員賞与  70,000 173,552 80,000 277,085 10,000 103,533

   

Ⅳ 利益剰余金期末残高  3,119,569 3,990,045  870,476
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 

 
注記 
番号 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

比較増減 

区分  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     

   税金等調整前当期純利益  1,700,747 2,034,932 334,185 

   減価償却費  61,233 101,380 40,146 

   貸倒引当金の増減額  2,155 △823 △2,978 

   賞与引当金の増減額  62,409 39,503 △22,906 

   退職給付引当金の増減額  66,569 74,370 7,800 

   役員退職慰労引当金の増減額  16,608 △3,220 △19,828 

   受取利息及び受取配当金  △4,564 △7,872 △3,307 

   支払利息  11,385 19,428 8,042 

   匿名組合事業清算益  △143,451 ― 143,451 

   保険解約返戻金  ― △74,976 △74,976 

   固定資産売却損  ― 102,627 102,627 

   売上債権の増減額  ― △528,620 △528,620 

   たな卸資産の増減額  22,276 △451,878 △474,155 

   仕入債務の増減額  33,964 248,868 214,903 

   未払消費税等の増減額  66,174 △35,169 △101,343 

   前受保守料の増減額  △37,415 △917,816 △880,400 

   その他  104,585 319,151 214,566 

   役員賞与の支払額  △70,000 △80,000 △10,000 

    小計  1,892,678 839,884 △1,052,794 

   利息及び配当金の受取額  2,229 10,790 8,561 

   利息の支払額  △9,743 △21,676 △11,932 

   法人税等の支払額  △516,791 △1,075,171 △558,379 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  1,368,371 △246,172 △1,614,544 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

   定期預金預入による支出  △605,048 △1,112,048 △506,999 

   定期預金の払戻による収入  411,000 1,621,000 1,210,000 

   固定資産の取得による支出  △1,477,372 △296,727 1,180,645 

   固定資産の売却による収入  857 9,106 8,248 

   投資有価証券の取得による支出  △301,338 △155,823 145,515 

   投資有価証券の売却による収入  17,352 171,533 154,180 

   貸付による支出  △25,420 △21,391 4,028 

   貸付金の回収による収入  38,491 33,679 △4,812 

   保険積立金の解約による収入  182,641 220,632 37,990 

   匿名組合清算解約による収入  120,550 ― △120,550 

   その他投資活動による支出  △145,132 △131,257 13,874 

   その他投資活動による収入  46,021 61,235 15,214 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,737,395 399,939 2,137,335 
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注記 
番号 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

比較増減 

区分  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     

   短期借入金の増減  △222,000 100,000 322,000 

   長期借入による収入  700,000 ― △700,000 

   長期借入金の返済による支出  △106,000 △370,000 △264,000 

   株式の発行による収入  87,288 131,994 44,705 

   自己株式の取得による支出  △124,542 △251,063 △126,521 

   少数株主からの払込による収入  49,000 49,000 0 

   配当金の支払額  △103,552 △197,085 △93,533 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  280,194 △537,153 △817,348 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △7,908 △81 7,827 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △96,738 △383,468 △286,730 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,752,452 5,655,714 △96,738 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 5,655,714 5,272,245 △383,468 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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   １社 
連結子会社の名称 

  株式会社アイエフネット 
なお、株式会社アイエフネッ

トは平成15年10月１日に出資設
立されましたので、当連結会計
年度においては、同社の連結対
象となる事業年度の月数は６ケ
月間となっております。 

(2)非連結子会社の数 １社 
非連結子会社の名称 

  ファミリーサービス株式会社 
（連結の範囲から除いた理由） 
非連結子会社は、小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損
益（持分に見合う額）及び剰余
金（持分に見合う額）は、いず
れも連結財務諸表に重要な影響
をおよぼしていないためであり
ます。 

(1)連結子会社の数   １社 
連結子会社の名称 

  株式会社アイエフネット 
 
 
 
 
 
 

(2)非連結子会社の数 １社 
非連結子会社の名称 

  ファミリーサービス株式会社 
（連結の範囲から除いた理由） 
 同左 

２ 持分法の適用に関する事
項 

持分法を適用しない非連結子会社の名
称 

ファミリーサービス株式会社 
（持分法を適用しない理由） 
持分法を適用しない非連結子会

社は、当期純損益（持分に見合う
額）及び剰余金（持分に見合う
額）等から見て、持分法の対象か
ら除いても連結財務諸表に及ぼす
影響が軽微であり、かつ全体とし
ても重要性がないため持分法の適
用範囲から除外しております。 

持分法を適用しない非連結子会社の名
称 

ファミリーサービス株式会社 
  （持分法を適用しない理由） 

 同左 

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

連結子会社の(株)アイエフネット
の決算日は、３月31日であり、連結
決算日と一致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事
項 

 (1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法 

 
 
(イ)有価証券 
 その他有価証券 

   時価のあるもの 
   決算日の市場価格等に基づく時

価法 
(評価差額は全部資本直入法に
より処理し、売却原価は移動平
均法により算定) 
時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

 
 
(イ)有価証券 
 その他有価証券 

   時価のあるもの 
   同左 
 
 
 
 

時価のないもの 
   同左 

 (ロ) たな卸資産 
①商品 

 月次総平均法による原価法 
②原材料 

最終仕入原価法に基づく原価
法 

(ロ) たな卸資産 
①商品 

同左 
②原材料 

同左 
 
③貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく原価
法 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

(イ) 有形固定資産 
  定率法 

ただし、平成10年４月１日以
降取得の建物(建物附属設備を
除く)については、定額法を採
用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。 

建物及び構築物  34～47年

(イ) 有形固定資産 
  定率法 

同左 
 
 
 
 
 
 

 (ロ) 無形固定資産 
  定額法 

 なお、自社利用のソフトウェ
アについては、社内における利
用可能期間(５年)に基づく定額
法を採用しております。 

(ロ) 無形固定資産 
  定額法 

同左 

 (ハ) 投資その他の資産「その他」 
（投資不動産） 

  定率法 
主な耐用年数は以下のとおり

であります。 
建物   34年 

(ハ) 投資その他の資産「その他」 
（投資不動産） 

  定率法 
同左 

 (3) 重要な引当金の計上基
準 

(イ) 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。 

(イ) 貸倒引当金 
同左 

 (ロ) 賞与引当金 
従業員に対して支給する賞与

の支出に備えるため、将来の支
給見込額のうち当連結会計年度
の負担額を計上しております。 

(ロ) 賞与引当金 
同左 

 (ハ) 退職給付引当金 
従業員に対する退職給付の支

給に備えるため、当連結会計年
度末における退職給付債務の見
込額に基づき計上しておりま
す。 

(ハ) 退職給付引当金 
同左 

 (ニ) 役員退職慰労引当金 
提出会社の役員に対する退職

慰労金の支出に備えるため、内
規による期末要支給額を計上し
ております。 

(ニ) 役員退職慰労引当金 
同左 

 (4) 重要な外貨建の資産及
び負債の本邦通貨への
換算基準 

外貨建債権債務は、連結決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理しており
ます。 

同左 

 (5) 重要なリース取引の処
理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (6) 重要なヘッジ会計の方
法 

(イ) ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっており

ます。また、金利スワップにつ
いては特例処理の条件を充たし
ている場合には特例処理を採用
しております。 

(イ) ヘッジ会計の方法 
同左 

 (ロ) ヘッジ手段とヘッジ方法 
(金利関連) 

 ① ヘッジ手段 
   金利スワップ取引 
 ② ヘッジ対象 
   借入金 

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ方法 
(金利関連) 

 ① ヘッジ手段 
同左 

 ② ヘッジ対象 
同左 

 (ハ) ヘッジ方針 
金利リスクを低減する目的で

金利スワップを利用しておりま
す。 

(ハ) ヘッジ方針 
同左 

 (ニ) ヘッジの有効性評価の方法 
ヘッジ開始時から有効性判定

時点までの期間において、ヘッ
ジ対象とヘッジ手段それぞれの
相場変動またはキャッシュ・フ
ロー変動の累計を比較しており
ます。 
ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、有
効性の評価を省略しておりま
す。 

(ニ) ヘッジの有効性評価の方法 
同左 

 (ホ) その他ヘッジ会計に係わるリス
ク管理方法 
ヘッジ取引の基本方針は取締

役会で決定され、取引実施部門
である経理部において厳正な管
理をおこない内部牽制機能が有
効に作用する体制をとっており
ます。 

(ホ) その他ヘッジ会計に係わるリス
ク管理方法 

 ヘッジ取引の基本方針は取締役
会で決定され、取引実施部門であ
る業務管理本部において厳正な管
理をおこない内部牽制機能が有効
に作用する体制をとっておりま
す。 

 (7) その他連結財務諸表作
成のための重要な事項 

(イ) 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。 

(イ) 消費税等の会計処理 
同左 

 (ロ) 保守契約取引の会計処理 
機器販売契約に付随して顧客

との間で締結する保守契約の対
価として収受する保守料は、保
守契約期間に応じて収益計上し
ております。 

(ロ) 保守契約取引の会計処理 
同左 

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価
については、全面時価評価法を採用し
ております。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関
する事項 

連結子会社である株式会社アイエ
フネットは、会社設立時に出資してい
るため連結調整勘定は発生しておりま
せん。 

――― 

７ 利益処分項目等の取扱い
に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の
利益処分について、連結会計年度中に
確定した利益処分に基づいて作成して
おります。 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲 

 手許現金、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。 

同左 
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(表示方法の変更) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・
フローの｢その他｣に含まれている｢固定資産売却損｣
(17,928千円)及び｢売上債権の増減額｣(3,782千円)は金
額的重要性が増加したため、当連結会計年度より区分掲
記することといたしました。 

 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券（株式） 11,637千円
 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券（株式） 11,637千円
 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

  (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 293,000千円

建物 92,891千円

土地 899,703千円

建設仮勘定 630,494千円

投資その他の資産 

「その他」（投資不動産） 
228,989千円

計 2,145,078千円
 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

  (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 293,000千円

建物 819,103千円

土地 899,703千円

投資その他の資産 

「その他」（投資不動産） 
224,780千円

計 2,236,587千円
 

  (2) 上記に対応している債務 

買掛金 255,531千円

１年内返済予定長期借入金 370,000千円

長期借入金 630,000千円

計 1,255,531千円
 

  (2) 上記に対応している債務 

買掛金 287,214千円

１年内返済予定長期借入金 70,000千円

長期借入金 560,000千円

計 917,214千円
 

※３ 発行済株式総数 

発行済株式総数 普通株式 65,995株
 

※３ 発行済株式総数 

発行済株式総数 普通株式 68,585株
 

※４ 自己株式 

自己株式の保有数 普通株式 300株
 

※４ 自己株式 

自己株式の保有数 普通株式 900株
 

※５ 投資その他の資産「その他」には、投資不動産

（当連結会計年度末取得価額391,845千円、減価

償却累計額87,892千円）が含まれております。 

※５ 投資その他の資産「その他」には、投資不動産

（当連結会計年度末取得価額391,845千円、減価

償却累計額92,144千円）が含まれております。 
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(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

※１ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

 投資その他の資産「その他」

(投資不動産) 
17,928千円

 

※１ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 36,636千円

土地 65,845千円

無形固定資産（電話加入権） 145千円

計 102,627千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2,418千円

有形固定資産「その他」 

（工具、器具及び備品） 
231千円

投資その他の資産「その他」 

(投資不動産) 
121千円

計 2,772千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 3,281千円

有形固定資産「その他」 

（工具、器具及び備品） 
2,604千円

計 5,886千円
 

 ※３ フランチャイズ契約変更 

 当社では、従来全国規模で販売網拡充を図る

ため、情報通信サービス関連事業において、法

人の通信機器事業経営希望者に対し、フランチ

ャイズ契約を結んできましたが、加盟店（フラ

ンチャイジー）数の増加に伴う受注案件の増加

により、顧客管理の充実を図る必要性が生じた

ため、主要な卸売販売加盟店について契約形態

の見直しを行い、取次販売加盟店と致しまし

た。 

 この変更により、当社の販売価格は、卸売販

売加盟店への卸販売価格から一般ユーザーへの

直接販売価格へ上昇するとともに、取次販売加

盟店への工事委託費用並びに販売手数料が新た

に発生したため、従来と同様の方法によった場

合と比較して、売上高は1,351,419千円増加し、

売上原価並びに販売手数料もそれぞれ449,244千

円、902,175千円増加しておりますが、営業利益

に与える影響はありません。 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 7,619,142千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 1,963,428千円

現金及び現金同等物 5,655,714千円
  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 6,726,722千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 1,454,476千円

現金及び現金同等物 5,272,245千円
 

 

(リース取引関係) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額相当

額 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高相当

額 

有形固定資産

「その他」(車

両運搬具) 

8,430千円 2,341千円 6,089千円

有形固定資産

「その他」(工

具、器具及び

備品) 

143,906千円 22,810千円 121,095千円

無形固定資産 

（ソフトウェ

ア） 

253,133千円 67,041千円 186,092千円

合計 405,470千円 92,194千円 313,276千円

 

 
取得価額相当

額 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高相当

額 

有形固定資産

「その他」(車

両運搬具) 

8,430千円 5,152千円 3,278千円

有形固定資産

「その他」(工

具、器具及び

備品) 

124,515千円 38,738千円 85,777千円

無形固定資産 

（ソフトウェ

ア） 

216,659千円 88,816千円 127,842千円

合計 349,606千円 132,707千円 216,898千円

 
(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 82,800千円

１年超 232,787千円

合計 315,588千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 69,237千円

１年超 150,571千円

合計 219,809千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 69,197千円

減価償却費相当額 66,161千円

支払利息相当額 3,868千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 83,524千円

減価償却費相当額 80,069千円

支払利息相当額 4,638千円
 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度 
(平成16年３月31日) 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計
上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得 
原価を超えるもの 

 

株式 3,560 8,115 4,555 

合計 3,560 8,115 4,555 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

127,385 13,103 7,804 

 

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

前連結会計年度 
(平成16年３月31日) 

内容 
連結貸借対照表計上額(千円) 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 200,000 

合計 200,000 
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当連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

当連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表計
上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得 
原価を超えるもの 

 

株式 14,762 19,880 5,118 

合計 14,762 19,880 5,118 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

61,500 16,880 － 

 

３ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

当連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

内容 
連結貸借対照表計上額(千円) 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 200,000 

 非上場外国投資信託受益証券 100,000 

合計 300,000 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引をおこなっておりますが、特例処理を採用しているため、注記の対象か

ら除いております。 

 

当連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引をおこなっておりますが、特例処理を採用しているため、注記の対象か

ら除いております。 
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(退職給付関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
   提出会社は、退職金規程に基づく退職一時金制度

を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  同左 

２ 退職給付債務に関する事項 

 (1) 退職給付債務 △345,691千円

 (2) 退職給付引当金 △345,691千円

(注) 退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用
しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 (1) 退職給付債務 △420,062千円

 (2) 退職給付引当金 △420,062千円

(注) 退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用
しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

 (1) 勤務費用 87,657千円

 (2) 退職給付費用 87,657千円
  

３ 退職給付費用に関する事項 

 (1) 勤務費用 116,927千円

 (2) 退職給付費用 116,927千円
  

 
(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

(平成16年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

 ① 流動資産 

 賞与引当金 139,737千円

 未払事業税 51,079千円

 その他 23,685千円

繰延税金資産(流動)計 214,501千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

 ① 流動資産 

 賞与引当金 155,858千円

 未払事業税 35,839千円

 その他 99,965千円

繰延税金資産(流動)計 291,662千円
  

 ② 固定資産 

 退職給付引当金損金算入 
 限度超過額 

133,126千円

 役員退職慰労引当金 77,281千円

 会員権評価損否認 3,324千円

 貸倒引当金繰入額否認 11,421千円

 子会社税務上の繰越欠損金 11,155千円

 その他 4,002千円

繰延税金資産(固定)計 240,309千円

繰延税金資産小計 454,810千円

評価性引当額 △11,155千円

繰延税金資産合計 443,655千円
  

 ② 固定資産 

 退職給付引当金損金算入 
 限度超過額 

167,451千円

 役員退職慰労引当金 75,966千円

 会員権評価損否認 3,324千円

 貸倒引当金繰入額否認 6,973千円

 その他 26,282千円

繰延税金資産(固定)計 279,998千円

繰延税金資産小計 571,661千円

評価性引当額 △1,072千円

繰延税金資産合計 570,589千円
  

(繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 △1,858千円

繰延税金負債合計 △1,858千円

繰延税金資産(負債)の純額 441,796千円
  

(繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 △2,089千円

繰延税金負債合計 △2,089千円

繰延税金資産(負債)の純額 568,500千円
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 41.9％

 

 (調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項
目 

1.7％

 評価性引当額を計上した連結子会社の
欠損金等 

0.7％

 その他 0.7％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.0％
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.8％

 

 (調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない項
目 

1.2％

 住民税均等割 1.9％

 その他 △1.1％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.8％
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(セグメント情報) 

事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

 

 
情報通信サー
ビス関連事業

(千円) 

移動通信サー
ビス関連事業

(千円) 

インターネッ
トサービス関

連事業 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

15,837,399 4,246,592 483,345 20,567,338 ― 20,567,338

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,962 ― 351,870 356,832 (356,832) ―

計 15,842,361 4,246,592 835,216 20,924,170 (356,832) 20,567,338

営業費用 13,622,218 4,270,841 775,018 18,668,078 655,939 19,324,017

営業利益又は 
営業損失（△） 

2,220,142 △24,248 60,197 2,256,092 (1,012,771) 1,243,320

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

  

資産 3,303,502 834,403 253,481 4,391,387 9,390,002 13,781,389

減価償却費 37,163 7,003 6,529 50,697 10,536 61,233

資本的支出 31,121 2,275 39,889 73,286 1,399,067 1,472,353

(注)１ 事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な事業内容 

事業区分 主要商品又はサービス 

情報通信サービス関連事業 ＩＰ電話商品、ビジネスホン、ファクシミリ、複合機、セキ

ュリティー商品、据付・保守料、ネットワーク取次手数料 

移動通信サービス関連事業 携帯電話、移動体加入手数料 

インターネットサービス関連事業 レンタルサーバー、ｅ－Ｒａｎｋ、ＩＳＰ 

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金額は1,009,007千円であ

り、その主なものは、提出会社の総務部、経理部及び社長室等の管理部門に係る費用であ

ります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産金額は9,522,737千円であり、その主な

ものは、提出会社での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。 
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当連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 
情報通信サー
ビス関連事業

(千円) 

移動通信サー
ビス関連事業

(千円) 

インターネッ
トサービス関

連事業 
(千円) 

計(千円) 
消去又は 
全社(千円) 

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

19,322,042 3,906,887 1,547,322 24,776,252 ― 24,776,252

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

26,424 ― 638,845 665,269 (665,269) ―

計 19,348,466 3,906,887 2,186,167 25,441,522 (665,269) 24,776,252

営業費用 16,133,993 4,031,210 2,059,516 22,224,719 606,294 22,831,013

営業利益又は 
営業損失（△) 

3,214,473 △124,323 126,651 3,216,802 (1,271,563) 1,945,238

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

  

資産 4,100,097 910,674 547,398 5,558,170 8,499,224 14,057,395

減価償却費 45,195 8,355 22,930 76,481 24,898 101,380

資本的支出 31,684 80,677 39,748 152,110 182,445 334,555

(注)１ 事業はサービスの種類、性質及び販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主な事業内容 

事業区分 主要商品又はサービス 

情報通信サービス関連事業 

ＩＰ電話、ＩＰファックス、ビジネスホン、ファクシミリ、

複合機、セキュリティー商品、据付・保守料、ネットワーク

取次手数料 

移動通信サービス関連事業 携帯電話、移動体加入手数料 

インターネットサービス関連事業 レンタルサーバー、サイトヘルパー、ｅ－Ｒａｎｋ、ＩＳＰ 

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金額は1,272,569千円であ

り、その主なものは、提出会社の総務部、経理部及び社長室等の管理部門に係る費用であ

ります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産金額は8,663,397千円であり、その主な

ものは、提出会社での余資運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係る資産であります。 
 

所在地別セグメント情報 
前連結会計年度(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がな
いため、該当事項はありません。 

 
当連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がな
いため、該当事項はありません。 

 
海外売上高 

前連結会計年度(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 
前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 
 

当連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 
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関連当事者との取引 
前連結会計年度(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

平成13年3月13日の臨時株主総会決議により、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権を以下の
各取締役に付与しております。権利行使によって当期発行された株式は以下のとおりであります。 
(1) 氏名、付与した株式数、当期発行株式数及び新株発行予定残数 

区分 氏名 付与した株式数 
当連結会計年度 
発行株式数 

新株発行予定残数

取締役 笠原英紘 260 150 110 

取締役 鳴海輝正 260 175 85 

取締役 飯沼 敬 130 130 ― 

取締役 重川晴彦 130 50 80 

新株発行予定残数とは、特別決議による新株発行予定数から既に発行した株数を減じた数のことであ
ります。 
なお、当社は、平成13年8月20日付で1株を2.6株に、平成14年11月13日付で1株を2株に、平成16年１月

20日付で1株を5株に株式分割しております。 
(2) 株式の種類   普通株式 
(3) 行使価額    68,462円 
(4) 権利行使期間  平成15年４月１日から平成18年３月31日 

 
平成14年10月10日の臨時株主総会決議により、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を以下の各取締役に付与しております。権利行使によって当期発行された株式は以下のとおりで
あります。 
(1) 氏名、付与した株式数、当期発行株式数及び新株発行予定残数 

区分 氏名 付与した株式数 
当連結会計年度 
発行株式数 

新株発行予定残数

代表取締役 畔柳 誠 500 ― 500 

取締役 笠原英紘 200 ― 200 

取締役 鳴海輝正 200 ― 200 

取締役 飯沼 敬 200 ― 200 

取締役 重川晴彦 200 ― 200 

新株発行予定残数とは、特別決議による新株発行予定数から既に発行した株数を減じた数のことであ
ります。 
なお、当社は、平成14年11月13日付で1株を2株に、平成16年１月20日付で1株を5株に株式分割してお

ります。 
(2) 株式の種類   普通株式 
(3) 行使価額    45,100円 
(4) 権利行使期間  平成16年11月１日から平成19年10月31日 
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当連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
１ 役員及び個人主要株主等 

平成13年3月13日の臨時株主総会決議により、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権を以下の
各取締役に付与しております。権利行使によって当期発行された株式は以下のとおりであります。 
(1) 氏名、付与した株式数、当期発行株式数及び新株発行予定残数 

区分 氏名 付与した株式数
前連結会計年度

末残数 
当連結会計年度 
発行株式数 

新株発行予定残数

取締役 笠原英紘 260 110 110 ― 

取締役 鳴海輝正 260 85 ― 85 

取締役 重川晴彦 130 80 ― 80 

新株発行予定残数とは、特別決議による新株発行予定数から既に発行した株数を減じた数のことであ
ります。 
なお、当社は、平成13年8月20日付で1株を2.6株に、平成14年11月13日付で1株を2株に、平成16年１月

20日付で1株を5株に株式分割しております。 
(2) 株式の種類   普通株式 
(3) 行使価額    68,462円 
(4) 権利行使期間  平成15年４月１日から平成18年３月31日 

 
平成14年10月10日の臨時株主総会決議により、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を以下の各取締役に付与しております。権利行使によって当期発行された株式は以下のとおりで
あります。 
(1) 氏名、付与した株式数、当期発行株式数及び新株発行予定残数 

区分 氏名 付与した株式数
前連結会計年度

末残数 
当連結会計年度 
発行株式数 

新株発行予定残
数 

代表取締役 畔柳 誠 500 500 260 240 

取締役 笠原英紘 200 200 200 ― 

取締役 鳴海輝正 200 200 ― 200 

取締役 飯沼 敬 200 200 ― 200 

取締役 重川晴彦 200 200 ― 200 

取締役 國分浩二 100 100 30 70 

監査役 小檜山義男 60 60 60 ― 

新株発行予定残数とは、特別決議による新株発行予定数から既に発行した株数を減じた数のことであ
ります。 
なお、当社は、平成14年11月13日付で1株を2株に、平成16年１月20日付で1株を5株に株式分割してお

ります。 
(2) 株式の種類   普通株式 
(3) 行使価額    45,100円 
(4) 権利行使期間  平成16年11月１日から平成19年10月31日 

 

平成16年６月25日の株主総会決議により、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約
権を以下の各取締役に付与しております。権利行使によって当期発行された株式は以下のとおりであり
ます。 
(1) 氏名、付与した株式数、当期発行株式数及び新株発行予定残数 

区分 氏名 付与した株式数 
当連結会計年度 
発行株式数 

新株発行予定残数

取締役 國分浩二 40 ― 40 

監査役 小檜山義男 20 ― 20 

新株発行予定残数とは、特別決議による新株発行予定数から既に発行した株数を減じた数のことであ
ります。 
(2) 株式の種類   普通株式 
(3) 行使価額    670,000円 
(4) 権利行使期間  平成18年７月１日から平成21年６月30日 
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(１株当たり情報) 
 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 58,377円84銭
 

１株当たり純資産額 67,767円95銭
 

１株当たり当期純利益金額 13,398円93銭
 

１株当たり当期純利益金額 15,995円43銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

12,633円85銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

14,870円47銭
 

 
(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (1株当たり当期純利益金額)   

当期純利益 951,934千円 1,147,561千円 

普通株主に帰属しない金額 80,000千円 80,000千円 

（うち役員賞与） 80,000千円 80,000千円 

普通株式に係る当期純利益 871,934千円 1,067,561千円 

普通株式の期中平均株式数 65,075株 66,741株 

 (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 ― 千円 

普通株式増加数 3,941株 5,049株 

(うち新株予約権) 3,941株 5,049株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

1株当たり当期純利益金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 
― 

新株予約権の種類：１種類 

商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約

権 

新株予約権の目的となる株式

数：440株 
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(重要な後発事象) 
 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 
平成16年６月25日開催の定時株主総会の決議に基づ
き、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づ
き、以下の要領により、当社取締役、監査役および使
用人に対し、ストックオプションとして新株予約権を
発行しております。 
(１)新株予約権の割当を受ける者  

当社の取締役、監査役および従業員のうち、当
社の取締役会が認めた者 

(２)新株予約権の目的となる株式の種類及び数 
当社普通株式450株を上限とする。 
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場
合、次の算式により目的となる株式の数を調整
するものとする。ただし、かかる調整は、新株
予約権の目的となる株式の数について行われ、
調整の結果生じる１株未満の端数については、
これを切り捨てるものとする。 
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比
率  
また、当社が合併もしくは会社分割を行う場
合、資本の減少、その他これらの場合に準じ
て、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

(３)発行する新株予約権の総数  
450個を上限とする。 
なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式
数は、１株とし、(２)に定める株式数の調整を
行った場合は、同様の調整を行う。 

(４)新株予約権の発行価額 
無償とする。 

(５)新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金
額 
新株予約権の目的となる株式１株当たりの払込
金額は、新株予約権の発行日の属する月の前月
の各日(ただし、取引が成立しない日を除く。)
における日本証券業協会が公表する当社普通株
式の普通取引の最終価額 (以下「最終価額」と
いう。) の平均値に1.05を乗じた金額とする。
(１円未満の端数は切り上げる。) 
ただし、当該払込金額が新株予約権発行の日に
おける最終価額(当日に最終価額がない場合
は、それに先立つ直近日の最終価額。) を下回
る場合は、新株予約権発行の日の最終価額をも
って払込金額とする。 
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割また
は株式併合を行う場合、それぞれ効力発生の時
をもって次の算式により払込価額を調整し、調
整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。 

 

調整後払込価額 ＝  

1 
調整前払込価額× 

分割・併合の比率 

また、当社が時価を下回る価額で新株を発行
(商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に
基づく新株予約権の行使の場合を含まない。)
または、自己株式を処分するときは、次の算式
により払込価額を調整し、調整による１円未満
の端数は切り上げる。 

 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 

新規発行株式数×１株当たり払込金額
既発行株式数＋ 

分割・新株発行前の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 
 

――― 
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前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

なお、上記株式数において「既発行株式数」と
は当社の発行済株式総数から当社の保有する自
己株式の総数を控除した数とし、また、自己株
式を処分する場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとす
る。 

(６)新株予約権を行使することができる期間 
平成18年７月１日から平成21年６月30日までと
する。 

(７)新株予約権行使の条件  
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使

時において、当社取締役、監査役、従業員
の地位であることを要するものとする。 

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認
めないものとする。 

③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認め
ないものとする。 

④ その他の条件については本株主総会および
取締役会決議に基づき、当社が新株予約権
者との間で締結する「新株予約権付与契
約」の定めに従うものとする。 

(８)新株予約権の消却事由および消却条件 
① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認さ

れたとき、当社が完全子会社となる株式交
換契約書承認の議案ならびに株式移転の議
案につき株主総会で承認されたときは、当
社は本件新株予約権を無償で消却すること
ができる。 

② 新株予約権者が、当社の取締役、監査役お
よび従業員たる地位を失い、権利を喪失し
た場合は、当該新株予約権については無償
で消却することができる。 

(９)新株予約権の譲渡制限  
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承
認を要する。 
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６.仕入及び販売の状況 
 

(1) 仕 入 実 績          

 (単位：千円) 

項目 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日
  至 平成16年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

比較増減 

セグメント別 金額 金額 金額 

情 報 通 信 サ ー ビ ス 関 連 事 業 5,798,161 6,519,340 721,179 

移 動 通 信 サ ー ビ ス 関 連 事 業 2,640,748 2,546,299 △94,449 

ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾈ ｯ ﾄ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 関 連 事 業 104,558 299,920 195,362 

合 計 8,543,468 9,365,559 822,091 

(注)1 セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  2 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (2) 販 売 実 績               

(単位：千円) 

項目 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日
  至 平成16年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

比較増減 

セグメント別 主要品目 金額 金額 金額 

機 器 販 売 高 12,441,561 14,167,805 1,726,243 

販売手数料収入 76,911 136,870 59,958 

据 付 1,931,602 3,446,965 1,515,362 

保 守 1,387,323 1,570,401 183,078 

情報通信サービ

ス 関 連 事 業 

小 計 15,837,399 19,322,042 3,484,643 

機 器 販 売 高 1,453,392 1,264,737 △188,654 

販 売 手 数 料 2,481,122 2,399,690 △81,431 

継 続 手 数 料 312,078 242,458 △69,619 

移動通信サービ

ス 関 連 事 業 

小 計 4,246,592 3,906,887 △339,705 

ＡＳＰサービス 237,681 95,083 △142,597 

ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 228,957 934,758 705,800 

ＩＳＰサービス 16,706 517,480 500,774 

インターネット

サービス関連事

業 
小 計 483,345 1,547,322 1,063,976 

合 計 20,567,338 24,776,252 4,208,914 

(注)1 セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  2 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 




