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平成19年３月期   個別中間財務諸表の概要               平成18年11月17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      ＪＡＳＤＡＱ 
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 取締役管理本部長 
        氏    名 重川 晴彦        ＴＥＬ（０３）５８４７－２７７７ 
決算取締役会開催日  平成18年11月17日         中間配当支払開始日  平成―年―月―日 
単元株制度採用の有無 無 
 
１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
(1) 経営成績                                    (百万円未満切捨) 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
7,692（△33.6）
11,592（ △1.9）

百万円   ％
△593（  ―）
521（△31.9）

百万円   ％
△546（  ―）
571（△33.0）

18年３月期 21,326（△12.2） 522（△72.4） 626（△69.1）
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
△769（  ―）
126（△72.4）

円   銭
△11,258   86

1,861   75 
18年３月期 108（△90.4） 1,598   38
(注)①期中平均株式数    18年９月中間期 68,330株 17年９月中間期 67,764株 18年３月期 67,984株 

②会計処理の方法の変更   無 
③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 

(2)財政状態                                    (百万円未満切捨) 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
9,202 
12,212 

百万円
3,553
4,520

％ 
38.6 
37.0 

円   銭
52,006   44
66,585   83

18年３月期 11,128 4,529 40.7 66,294   21
(注)①期末発行済株式数（自己株式控除後） 
              18年９月中間期 68,330株 17年９月中間期 67,895株 18年３月期 68,330株 
  ②期末自己株式数    18年９月中間期    900株 17年９月中間期   900株 18年３月期   900株 
 
２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通  期 

百万円 
17,000 

百万円
350

百万円
170

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 13,255円76銭 
 
３．配当状況 

・現金配当 
1株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

 
19年３月期（実績） 
19年３月期（予想） 

円 
― 
― 

円
―

3,000

円
―

3,000
18年３月期 ― 3,000 3,000
 

 

 

 

 

  

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績は、業況の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３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 ※２ 4,665,161 2,533,671 3,468,074   

２ 受取手形  5,791   3,673  3,184   

３ 売掛金  1,505,538   1,015,175  1,207,990   

４ たな卸資産  614,948 424,335 518,726 

５ その他  542,368 465,919 913,374  

貸倒引当金  △37,742   △50,812  △39,541 

流動資産合計   7,296,066 59.7 4,391,962 47.7  6,071,808 54.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※1,2 934,827 1,629,173 899,220  

(2) 土地 ※２ 1,378,030 1,378,030 1,378,030  

(3) その他 ※1,2 362,400 102,914 907,151 

有形固定資産合計  2,675,258 3,110,118 3,184,402 

２ 無形固定資産  25,134 23,282 24,538 

３ 投資その他の資産    

(1) 長期性預金 ※３ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

(2) その他 ※2,4 1,236,900 687,616 858,682 

  貸倒引当金  △20,508 △10,629 △10,620 

投資その他の資産 
合計 

 2,216,392 1,676,986 1,848,061 

固定資産合計   4,916,785 40.3 4,810,388 52.3  5,057,003 45.4

資産合計   12,212,852 100.0 9,202,350 100.0  11,128,812 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３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 ※８ 99,031 123,198 77,129  

２ 買掛金 ※２ 1,062,102   749,746   1,002,565  

３ 短期借入金 ※2,9 170,000   255,712   255,712  

４ 未払金 ※６ 827,773   418,925   348,826  

５ 未払法人税等  211,986 30,768 ― 

６ 前受保守料  1,040,333 845,213 939,548 

７ 賞与引当金  345,900 268,000 320,000 

８ その他 ※５ 768,456 546,830 639,299 

流動負債合計   4,525,583 37.1 3,238,394 35.2  3,583,080 32.2

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 525,000 905,004 982,860 

２ 役員退職慰労引当金  156,560   ―  50,000 

３ 長期前受保守料  2,368,827   1,447,029  1,877,642 

４ その他 ※６ 116,035   58,321  105,346 

固定負債合計   3,166,423 25.9 2,410,355 26.2  3,015,848 27.1

負債合計   7,692,007 63.0 5,648,749 61.4  6,598,928 59.3

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   565,577 4.6 ― ―  578,482 5.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  494,697 ― 507,602 

資本剰余金合計   494,697 4.1 ― ―  507,602 4.6

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  24,800 ― 24,800 

２ 中間(当期)未処分 
  利益 

 3,808,951 ― 3,791,455 

利益剰余金合計   3,833,751 31.4 ― ―  3,816,255 34.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  2,422 0.0 ― ―  3,147 0.0

Ⅴ 自己株式   △375,605 △3.1 ― ―  △375,605 △3.4

資本合計   4,520,844 37.0 ― ―  4,529,883 40.7

負債・資本合計   12,212,852 100.0 ― ―  11,128,812 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 578,482 6.3  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 507,602 ― 

資本剰余金合計   ― ― 507,602 5.5  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 24,800 ― 

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  ― 2,817,147 ― 

利益剰余金合計   ― ― 2,841,947 30.9  ― ―

４ 自己株式   ― ― △375,605 △4.1  ― ―

株主資本合計   ― ― 3,552,427 38.6  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 1,172 0.0  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 1,172 0.0  ― ―

純資産合計   ― ― 3,553,600 38.6  ― ―

負債純資産合計   ― ― 9,202,350 100.0  ― ―
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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   11,592,330 100.0 7,692,466 100.0  21,326,368 100.0

Ⅱ 売上原価   6,047,269 52.2 4,328,379 56.3  11,359,300 53.3

売上総利益   5,545,060 47.8 3,364,086 43.7  9,967,067 46.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,023,940 43.3 3,957,361 51.4  9,444,526 44.2

営業利益 
又は営業損失(△) 

  521,119 4.5 △593,275 △7.7  522,541 2.5

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  2,633 2,139 6,291 

２ 受取販売奨励金 25,039   24,206  54,144 

３ その他  31,529 59,203 0.5 36,519 62,864 0.8 63,803 124,240 0.5

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  8,387 15,799 19,361 

２ その他 291 8,679 0.1 158 15,958 0.2 615 19,976 0.1

経常利益 
又は経常損失(△) 

  571,643 4.9 △546,368 △7.1  626,805 2.9

Ⅵ 特別利益   16,125 0.2 1,200 0.0  139,794 0.7

Ⅶ 特別損失 ※2､3  336,223 2.9 69,413 0.9  374,718 1.8

税引前中間(当期) 
純利益又は税引前中
間純損失(△) 

  251,545 2.2 △614,580 △8.0  391,881 1.8

法人税、住民税 
及び事業税 

191,157   16,458  35,548 

法人税等調整額 △65,773 125,384 1.1 138,279 154,737 2.0 247,667 283,215 1.3

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

  126,161 1.1 △769,317 △10.0  108,665 0.5

前期繰越利益   3,682,790 ―  3,682,790

中間(当期)未処分 
利益 

  3,808,951 ―  3,791,455
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)      （単位:千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利

益剰余金

 
資本金 

資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 
繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

自己株式 
株主資本

合計 

前期末残高 578,482 507,602 507,602 24,800 3,791,455 3,816,255 △375,605 4,526,735

中間会計期間中の 

変動額 
    

剰余金の配当（注）   △204,990 △204,990  △204,990

中間純損失   △769,317 △769,317  △769,317

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 
― ― ― ― △974,307 △974,307 ― △974,307

当中間会計期間末残高 578,482 507,602 507,602 24,800 2,817,147 2,841,947 △375,605 3,552,427

 

評価・換算差額等 

 

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換

算差額等

合計 

純資産 

合計 

前期末残高 3,147 3,147 4,529,883

中間会計期間中の 

変動額 
  

剰余金の配当（注）   △204,990

中間純損失   △769,317

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額(純額) 

△1,975 △1,975 △1,975

中間会計期間中変動額

合計 
△1,975 △1,975 △976,282

当中間会計期間末残高 1,172 1,172 3,553,600

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 



ファイル名:111_a_0737900501812.doc 更新日時:2006/11/17 9:32 印刷日時:06/11/17 11:51 

― 7 ― 

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及
び評価方法 

(1) 有価証券 
 ①子会社株式及び関連会

社株式 
   移動平均法による原

価法 
 ②その他有価証券 
  時価のあるもの 

中間決算日の市場
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 

(1) 有価証券 
 ①子会社株式及び関連会

社株式 
   同左 
 
 ②その他有価証券 
  時価のあるもの 

中間決算日の市場
価格等に基づく時
価法 
(評価差額は全部純
資産直入法により
処理し、売却原価
は移動平均法によ
り算定) 

  時価のないもの 
同左 

(1) 有価証券 
 ①子会社株式及び関連会

社株式 
   同左  
 
 ②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 
同左 

 (2) 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 

 
 

(2) 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 

(2) たな卸資産 
 ①商品 
  同左 
 
 ②原材料 
  同左 
 
 ③貯蔵品 

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 
   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   34～47年

(1) 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   37～50年

(1) 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   34～47年
 (2) 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。 

(2) 無形固定資産 
  同左 

(2) 無形固定資産 
  同左 

 (3) 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

の通りであります。 
   建物   34年 

(3) 投資その他の資産「そ
の他」（投資不動産）

   同左 

(3) 投資その他の資産「そ
の他」（投資不動産）

   同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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可

能性を勘案し、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) 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

込額のうち当中間期の

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

込額のうち当事業年度

の負担額を計上してお

ります。 

 (3) 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、当事業年度末にお

ける退職給付債務の見

込額に基づき、当中間

会計期間末において発

生していると認められ

る金額を計上しており

ます。 

  (追加情報） 

   従業員に対する退職

給付の支給に備えるた

め、従来より当事業年

度末における退職給付

債務の見込額に基づ

き、当中間会計期間末

において発生している

と認められる金額を退

職給付引当金として計

上しておりましたが、

確定拠出年金法の施行

に伴い平成17年９月30

日付で退職一時金制度

を廃止するとともに確

定拠出年金制度に移行

し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準

適用指針第1号）を適

用しております。 

   なお、本移行に伴う

損益への影響はありま

せん。 

(3) 退職給付引当金 

――― 

 

(3) 退職給付引当金 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (追加情報) 

   従業員に対する退職

給付の支給に備えるた

め、従来より当事業年

度末における退職給付

債務の見込額に基づ

き、当事業年度末にお

いて発生していると認

められる金額を退職給

付引当金として計上し

ておりましたが、確定

拠出年金法の施行に伴

い平成17年９月30日付

で退職一時金制度を廃

止するとともに確定拠

出年金制度に移行し、

「退職給付制度間の移

行等に関する会計処

理」（企業会計基準適

用指針第1号）を適用

しております。 

   なお、本移行に伴う

損益への影響はありま

せん。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員に対する退職慰

労金の支出に備えるた

め、内規による中間会

計期間末要支給額を計

上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

――― 

(4) 役員退職慰労引当金 

   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。 

  (追加情報) 

   従来、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

ておりましたが、業績

連動型の報酬制度への

移行にあたり、平成18

年３月31日付をもって

役員退職慰労金制度を

廃止することといたし

ました。 

   この変更により、当

事業年度にかかる定時

株主総会で退任予定の

取締役及び監査役につ

いては、支給予定額を

役員退職慰労引当金と

して計上し、その他の

取締役及び監査役につ

いては、当中間会計期

間末における役員退職

慰 労 引 当 金 の 全 額

106,560千円を取り崩

し、特別利益に計上し

ております。 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間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  外貨建金銭債権債務は、

期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。 

５ 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 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によ

っております。 

   なお、金利スワップ

について特例処理の条

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。 

(1) ヘッジ会計の方法 

   同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

   同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

 (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 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

   同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  同左 

 (3) 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。

(3) ヘッジ方針 

   同左 

(3) ヘッジ方針 

   同左 

 (4) 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。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

   同左 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

   同左 

 (5) 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、取引実施部署であ

る財務管理部において

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。 

(5) その他ヘッジ会計に係

わるリスク管理方法 

   同左 

(5) その他ヘッジ会計に係

わるリスク管理方法 

   同左 

７ 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 

(1) 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。 

(1) 消費税等の会計処理 

   同左 

(1) 消費税等の会計処理 

   同左 

 (2) 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。 

(2) 保守契約取引の会計処

理 

   同左 

(2) 保守契約取引の会計処

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(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。 

これにより税引前中間純利益は

114,619千円減少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控

除しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

当中間会計期間より、「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、3,553,600千円で

あります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間期末における中間貸

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。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平

成14年8月9日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第6

号 平成15年10月31日）を適用し

ております。 

 これにより税引前当期純利益

は、151,468千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

 

表示方法の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

(中間貸借対照表) 

 前中間会計期間において、「未払金」は流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末

において負債・資本総額の100分の5を超えたため、区分掲

記することと致しました。 

 なお、前中間会計期間末の「未払金」の金額は、

389,096千円であります。 

――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

 292,170千円 
 

 395,416千円
 

 340,427千円
 

※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。 

※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。 

※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   (1) 担保に供している資産   (1) 担保に供している資産 
現金及び預金 293,000千円 
建物 799,969千円 
土地 899,703千円 
投資その他 
の資産 
(投資不動産) 

85,205千円 

計 2,077,878千円 
 

現金及び預金 290,000千円
建物 1,514,181千円
土地 1,090,703千円
投資その他 
の資産 
(投資不動産)

79,427千円

計 2,974,312千円
 

現金及び預金 293,000千円
建物 776,383千円
土地 1,090,703千円
有形固定資産
その他(建物
仮勘定) 

829,523千円

投資その他 
の資産 
(投資不動産) 

81,318千円

計 3,070,928千円
 

  (2) 上記に対応する債務   (2) 上記に対応する債務   (2) 上記に対応する債務 
買掛金 204,706千円 
短期借入金 70,000千円 
長期借入金 525,000千円 
計 799,706千円 

 

買掛金 130,617千円
短期借入金 155,712千円
長期借入金 905,004千円
計 1,191,333千円

 

買掛金 222,381千円
短期借入金 155,712千円
長期借入金 982,860千円
計 1,360,953千円

 
※３  長期性預金1,000,000千円

（期間10年、満期日平成27年
７月15日）は、解約権を銀行
が留保している条件付の定期
預金であり、満期日前に解約
を申し出た場合、解約に伴う
清算金の支払により、受取金
額が預入元本を下回る可能性
のあるものであります。 

※３   同左 ※３   同左 

※４  投資その他の資産「その
他」には、投資不動産（当中
間 会 計 期 間 末 取 得 原 価
227,685千円、減価償却累計
額74,459千円）が含まれてお
ります。 

※４  投資その他の資産「その
他」には、投資不動産（当中
間 会 計 期 間 末 取 得 原 価
189,836千円、減価償却累計
額79,162千円）が含まれてお
ります。 

※４  投資その他の資産「その
他」には、投資不動産（当事
業年度末取得原価189,836千
円、減価償却累計額77,271千
円）が含まれております。 

※５ 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
のその他に含めて表示してお
ります。 

※５ 消費税等の取扱い 
    同左 

※５     ―――― 

※６  当社は、平成17年９月30
日付で退職一時金制度につ
いて確定拠出年金制度に移
行し、「退職給付制度間の
移行等に関する会計処理」
（企業会計基準適用指針第1
号）を適用しております。 
 当中間期末時点における
一時金としての受領を選択
した従業員への未払い額及
び確定拠出年金制度への未
移管額は、それぞれ281,809 
千円及び171,042千円であ
り、流動負債「未払金」及
び固定負債「その他（長期
未払金）」に計上しており
ます。 

※６     ―――― ※６  当社は、平成17年９月30日
付で退職一時金制度について
確定拠出年金制度に移行し、
「退職給付制度間の移行等に
関する会計処理」（企業会計
基準適用指針第1号）を適用
しております。 

    当事業年度末時点における
確定拠出年金制度への未移管
額は、126,652千円であり、
流動負債「未払金」及び固定
負債「その他（長期未払
金）」に計上しております。
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

  ７ 保証債務 
リース契約に対する保証債
務 

㈱アイエフネット 47,224千円
 

 

 ※８ 中間会計期間末日満期手形の
会計処理については、手形交
換日をもって決済処理をして
おります。 
 なお、当中間会計期間の
末日は金融機関の休日であ
ったため、次の満期手形が
中間会計期間末日残高に含
まれております。 

支払手形 25,881千円
 

 

 ※９ 取引銀行と当座貸越契約を締

結しており、当座貸越極度

額から借入実行残高を差し

引いた額は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額 2,400,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 2,300,000千円
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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額 

有形固定資産 49,914千円

無形固定資産 1,053千円
 

有形固定資産 71,207千円

無形固定資産 1,256千円
 

有形固定資産 101,364千円

無形固定資産 2,276千円
 

※２     ―――― ※２     ―――― ※２ 特別利益のうち主要なもの 
役員退職慰労 
引当金戻入益 

106,560千円
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 
投資有価証券
評価損 

200,000千円 
 

※３ 特別損失のうち主要なもの 
事業所閉鎖損 56,882千円
(内訳) 
区分 種類 金額 

群馬ｵﾌｨｽ 
ｿﾌﾄｳｪｱ 

販売 
8,109千円

東海ｵﾌｨｽ 
ｿﾌﾄｳｪｱ 

販売 
6,846千円

関西ｵﾌｨｽ 
ｿﾌﾄｳｪｱ 

販売 
7,081千円

鹿児島ｵﾌｨｽ 
ｿﾌﾄｳｪｱ 

販売 
6,482千円

釧路営業所 
情報通信

機器販売
7,933千円

Webｺﾏｰｽ 

営業部 

Eｺﾏｰｽ 

販売 
20,428千円

 

※３ 特別損失のうち主要なもの 
投資有価証券
評価損 

200,000千円
 

※４ 減損損失 

 当中間会計期間におい

て、当社は以下の資産につ

いて減損損失を計上しまし

た。 

場所 用途 種類 

大阪府 
大阪市旭区 

投資 
不動産 

マンショ
ン ( 建 物
及 び 土
地) 

米国 
ハワイ州 

投資 
不動産 

土地 

 当社は、減損会計の適用

にあたり管理会計上の事業

所別に資産のグルーピング

を行っておりますが、投資

不動産については独立の資

産グループとしてグルーピ

ングをしております。 

 当中間会計期間において
減損の要否の判定を行い、
賃料水準の下落及び継続的
な地価の下落により、収益
性が著しく低下した投資不
動産（マンション）及び遊
休状態にあり将来の売却が
決定している投資不動産
（土地）について、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
として特別損失に計上しま
した。 

※４     ―――― ※４ 減損損失 

当事業年度において、当社

は以下の資産について減損

損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

大阪府 
大阪市旭区 

投資 
不動産 

マンショ
ン(建物及
び土地) 

米国 
ハワイ州 

投資 
不動産 

土地 

岩手県 
盛岡市 

投資 
不動産 

建物及び
土地 

 当社は、減損会計の適用
にあたり管理会計上の事業
所別に資産のグルーピング
を行っておりますが、投資
不動産については独立の資
産グループとしてグルーピ
ングをしております。 
 当事業年度において減損
の要否の判定を行い、賃料
水準の下落及び継続的な地
価の下落により、収益性が
著しく低下した投資不動産
（大阪府・マンション）及
び遊休状態にあり将来の売
却が決定している投資不動
産（米国ハワイ州・土地）
については、当事業年度期
首において帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該
減少額を減損損失に計上し
ました。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 その内訳は、以下のとお

りであります。 

投資不動産（建物） 2,300千円 

投資不動産（土地） 112,319千円 

計 114,619千円 

 なお、上記資産の回収可

能価額については、投資不

動産（マンション）につい

ては固定資産税評価額に基

づく正味売却価額を、ま

た、投資不動産（土地）に

ついては既に締結済みの売

買契約書における売却価額

により評価しております。 

  また、遊休状態にあり売
却交渉中であった投資不動
産（岩手県・建物及び土
地）については、当事業年
度中の売却完了に至らず、
また、継続的に地価が下落
していることから、当事業
年度末において帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失に計
上しました。 
 その内訳は、以下のとお
りであります。 

投資不動産（建物） 2,351千円

投資不動産（土地） 149,117千円

計 151,468千円

   なお、上記資産の回収可能価
額については、投資不動産（大
阪府・マンション、岩手県・建
物及び土地）については固定資
産税評価額に基づく正味売却価
額を、また、投資不動産（米国
ハワイ州・土地）については既
に締結済みの売買契約書におけ
る売却価額により評価しており
ます。 

 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 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) 

 自己株式     

普通株式 900 ― ― 900 

合計 900 ― ― 900 
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18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 

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中間

会計期間末残高相当額 

 

(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中間

会計期間末残高相当額 

(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 
(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) 

有形固定資産 
「その他」 
(車両運搬具) 

12,653 7,261 5,391 

有形固定資産 
「その他」 
(工具、器具 
及び備品) 

123,019 49,618 73,400 

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

212,170 105,769 106,400 

合計 347,842 162,649 185,193 

  

 
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)

有形固定資産
「その他」 
(車両運搬具)

8,293 2,789 5,503

有形固定資産
「その他」 
(工具、器具
及び備品) 

149,226 67,136 82,089

無形固定資産
(ソフト 
ウェア) 

225,964 123,398 102,565

合計 383,484 193,324 190,159

  

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
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」 
(車両運搬具) 

12,653 9,369 3,283

有形固定資産 
「その他」 
(工具、器具 
及び備品) 

115,285 53,799 61,485

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

214,922 105,119 109,803

合計 342,860 168,288 174,572

  
(2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

(2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 66,790千円

１年超 121,527千円

合計 188,318千円
 

１年内 77,902千円

１年超 115,477千円

合計 193,379千円
 

１年内 67,372千円

１年超 110,324千円

合計 177,697千円
 

(3) 当中間会計期間の支払リース

料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額 

(3) 当中間会計期間の支払リース

料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額 

(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 37,455千円

減価償却費 

相当額 
35,927千円

支払利息相当額 1,741千円
 

支払リース料 40,066千円

減価償却費 

相当額 
38,401千円

支払利息相当額 1,768千円
 

支払リース料 74,395千円

減価償却費 

相当額 
71,367千円

支払利息相当額 3,241千円
 

(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 

(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) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはございません。なお、その他の項目については

中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはございません。なお、その他の項目については

中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはございません。なお、その他の項目については

連結財務諸表における注記事項として記載しております。 
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(１株当たり情報) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 66,585円83銭

 

１株当たり純資産額 52,006円44銭

 

１株当たり純資産額 66,294円21銭

 
１株当たり 
中間純利益金額 

1,861円75銭
 

１株当たり 
中間純損失金額 

11,258円86銭
 

１株当たり 
当期純利益金額 

1,598円38銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

1,821円45銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、中間純
損失の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 

1,568円92銭

 
(注) 1株当たり中間（当期）純利益金額又は1株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり中間（当

期）純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額 
又は１株当たり中間純損失金額 

   

中間（当期）純利益 
又は中間純損失(△) 

126,161千円 △769,317千円 108,665千円 

普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円 ―千円 

（うち役員賞与） ―千円 ―千円 ―千円 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
又は中間純損失(△) 

126,161千円 △769,317千円 108,665千円 

普通株式の期中平均株式数 67,764株 68,330株 67,984株 

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益金額 

   

中間（当期）純利益調整額 ―千円 ―千円 ―千円 

普通株式増加数 1,499株 ―株 1,276株 

（うち、新株予約権） 1,499株 ―株 1,276株 

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後1株当たり中間（当期）純
利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

第２回新株予約権 
新株予約権の種類： 
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：420株 
 
第３回新株予約権 
新株予約権の種類： 
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：500株 

――― 第２回新株予約権 
新株予約権の種類：
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：390株 
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(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――― ――――― （新株予約権の発行） 
平成18年6月27日開催の定時株主
総会の決議に基づき、会社法第
239条の規定に基づき、以下の要
領により、当社の取締役、監査
役に対し、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、

執行役員および使用人のう
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 
新株予約権の目的である

株式の種類及び数 取締役
につき普通株式1,000株、
監査役につき普通株式50株
を各事業年度に係る定時株
主総会の日から１年以内の
日に発行する新株予約権を
行使することにより交付を
受けることができる株式数
の上限とする。 
各新株予約権の目的であ

る株式の数（以下、「付与
株式数」という。）は１株
とする。 

(３)発行する新株予約権の総数
新株予約権の総数 取締

役につき1,000個、監査役
につき50個を各事業年度に
係る定時株主総会の日から
１年以内の日に発行する新
株予約権の数の上限とす
る。 

(４)新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額 
各新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額
は、新株予約権の行使され
る株式１株当りの金額を１
円とし、これに対象株式数
を乗じた金額とする。 

(５)新株予約権の行使に際して
払込みをなすべき金額 
割当日においてブラック

ショールズモデルにより算
定した価額を払込金額とす
る。 

(６)新株予約権を行使すること
ができる期間 
新株予約権を割り当てる

翌日から20年間とする。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (７)新株予約権行使の条件  

新株予約権者は、当社の
取締役、監査役及び執行役
員のいずれの地位をも喪失
した日の翌日から10日間に
限り、新株予約権を行使す
ることができるものとし、
その他の新株予約権の行使
の条件については、本新株
予約権の募集事項を決定す
る取締役会の決議において
定める。 

(８)その他  
当該ストックオプション

につきましては「ストッ
ク・オプション等に関する
会計基準」(企業会計基準
第８号)及び「ストック・
オプション等に関する会計
基準の適用指針」(企業会
計基準適用指針第11号)に
基づき、「株式報酬費用」
として対象勤務期間におい
て費用処理するものであり
ます。 

 
 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 




