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平成１６年３月期   中間決算短信（非連結） 平成１５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  登録銘柄 

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 
        氏    名 畔柳 誠 
問い合わせ先  責任者役職名 取締役社長室長 

        氏    名 川畑貴秀        ＴＥＬ（０３）３８３４－８５５５ 
決算取締役会開催日  平成１５年１１月１７日        中間配当制度の有無  有 

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 
 
１．１５年９月中間期の業績（平成１５年４月１日～平成１５年９月３０日） 
(1) 経営成績                   （記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
15年9月中間期 
14年9月中間期 

百万円   ％
10,200（ 10.3）
9,250（△0.2）

百万円   ％
510（△5.1）
537（ 12.6）

百万円   ％
698（ 4.6）
667（ 7.9）

15年3月期 18,964 1,154 1,397 
 

 中間(当期)純利益 
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 

 
15年9月中間期 
14年9月中間期 

百万円   ％
426（12.4）
379（ 7.7）

円   銭
    32,912   97 
    65,714   44 

円   銭
      31,446      82 

―  ― 

15年3月期 771 60,367   01 ―  ― 

(注)①持分法投資損益15年9月中間期 ―百万円  14年9月中間期 ―百万円  15年3月期 ―百万円 
②期中平均株式数15年9月中間期 12,948株  14年9月中間期  5,772株  15年3月期 11,620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、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) 配当状況 

 
１株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
年間配当金 

 
15年9月中間期 
14年9月中間期 

円  銭 
    0   0 
    0   0 

円  銭
――――― 
――――― 

15年3月期 ――――― 8,000  00 

 

(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 
15年9月中間期 
14年9月中間期 

百万円 
12,370 
10,875 

百万円
3,433 
2,439 

％ 
       27.8 
       22.4 

円   銭
264,744    77 
422,572    64 

15年3月期 11,954 3,170 26.5 239,545  54 

(注)①期末発行済株式数 15年9月中間期 12,968株  14年9月中間期  5,772株  15年3月期 12,944株 
②期末自己株式数  15年9月中間期 ―――株  14年9月中間期 ―――株  15年3月期 ―――株 

(4) 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

 
15年9月中間期 
14年9月中間期 

百万円 
 468 
△171 

百万円
△116 
164 

百万円 
△73 
195 

百万円
6,023 
4,647 

15年3月期 561 456 275 5,752 

２．平成１６年３月期の業績予想(平成１５年４月１日～平成１６年３月３１日) 
１株当たり年間配当金 

 売上高 経常利益 当期純利益 
期 末  

 
通 期 

百万円 
21,000 

百万円
1,750 

百万円
1,000 

円  銭 
3,000  00 

円  銭
3,000  00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）15,422円58銭 

（注）１株当たり年間配当金並びに１株当たり予想当期純利益（通期）は、平成15年10月15日開催の取締役会決議

に基づく株式の分割（普通株式１株を５株に分割）による株式数の増加を考慮しております。 

 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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表

日現在における仮定を前提にしております。実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があります。 
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(添付資料) 

１.企業集団の状況 

当社は電話機等の通信機器の販売並びに保守サービスを行う通信機器販売関連事業を主軸として、

移動体通信サービス関連事業、その他の事業（インターネット関連事業）を行なっております。 

当社はこれらの事業を、取扱商品又はサービスの内容に応じて区分しております。 

 

(1) 通信機器販売関連事業 

当社は､中小企業並びに個人事業主をメインターゲットとしビジネスホン､ファクシミリ､複合

機､セキュリティー商品等の販売並びに､ＮＴＴネットワーク商品の取次ぎを行い､オフィス・ト

ータル・ソリューションに取組み､顧客ニーズに応じて最適な商品を選択､組合せてオフィスネッ

トワークシステムを提供しております。また､販売に限らず､自社サービスによるアフターメンテ

ナンスにも注力し､２４時間体制でスピーディな対応により顧客の多様なニーズに対応致してお

ります。 

 

(注) 1. 複合機とは､オフィス向けのファクシミリ､コピー､パソコンプリンターそれぞれの機能を併せ持つ複

合機械のことです。 

 2. ＮＴＴネットワーク商品とは､ＩＳＤＮ､ＡＤＳＬ､ＯＣＮ各種通話料金サービス等の通話サービス商

品のことです。 

 

(2) 移動体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、当社直営店にてユー

ザーへ販売するとともにＦＭＳ加盟店（当社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。 

主として、ＮＴＴドコモ商品（携帯電話機、ＰＨＳ、モバイル関連商品）、各種メーカーのモ

バイル関連商品、携帯電話アクセサリー商品等の販売、ＮＴＴドコモのネットワーク商品の取次

及び既存ユーザーからの各種サービス変更の申込を受け、キャリアに取次を行なっております。 

 

(3) その他の事業（インターネット関連事業） 

①ＲＳ(レンタルサーバー)事業 

当社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ホームページ制作支援サービス事業 

当社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。 
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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 ＮＷ商品とは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社各社が提供するネットワークサービ

ス商品であります。 

ＦＭＳ加盟店

販
売 

移
動
体
商
品 

移動体商品 

販売 

移動体商品 

取次販売 

移動体商品 移動体商品 

卸販売 

通信機器商品 

ＦＣ代理店 

一般ユーザー（個人・法人） 

通信機器商品 

取次販売 

ＦＣ取次店 

卸販売 

通信機器商品 

販売 

通信機器商品 

販売 
販
売 

通
信
機
器
商
品 

取次店 

販売 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作支援

※（注）1

支払手数料 支払手数料 

ﾚﾝﾀﾙｻｰﾊﾞｰ 

支払手数料 

当 社 

その他の事業 

（ｲﾝﾀー ﾈｯﾄ関連事業）

ア
ウ
ト
ソ
ー
ス

受
取
手
数
料 

受
取
手
数
料 

Ｎ
Ｗ
商
品 

通信機器商品 

各キャリア 

仕入 仕入 

移動体商品

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ 

技術・ｻﾎﾟｰﾄ提携先
各メーカー 通信事業者 

通信機器販売関連事業 移動体通信サービス関連事業 

※
（
注
）
２
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２.経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

当社は、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)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。 

 

(3)投資単位の引下げに関する考え方 

当社は、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13年8月20日付で株式1株につき2.6株の分割をし、平成14年11月13日付

で株式1株につき2株の分割をし、平成15年10月15日開催の取締役会決議に基づき、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株の分割を予定しており、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。 

 

(4)中長期的な経営戦略 

当社は日々、主に中小企業並びに個人事業主を中心としたお客様とお取引を頂いており、その全

ての、かつ多様なニーズにきちんとお応えしていくことを最優先課題と位置付けており、お客様の

多様化したニーズに最適なソリューションを提供していくことを目指しております。また、当社の

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。 

(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 

当社は、企業における経営の透明性およびコンプライアンス経営の強化に向けた経営管理組織の
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構築とその運営を最重要経営課題の一つとして位置付けており、経営陣のみならず、全社員が認識

し実践することが重要であると考えております。 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

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、社外取締役および社

外監査役の選任もあわせて検討中であり、引き続き監査役制度を採用しております。 

取締役会は、本年９月３０日現在１１名の取締役で構成されており、月１回の定時取締役会

および必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして経営上の意思決定を行って

おります。また、２名の監査役は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務遂行に

ついて、厳正な監視を行っております。なお、内部統制システムとして社長直轄の独立した業

務監査部門である内部監査室が、本社各部門および全国営業拠点の業務遂行状況について監査

を実施しております。 

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。 

 

(6)対処すべき課題 

当社の対処すべき課題といたしましては、平成18年3月期を目途に売上高300億円、全国100の販売

拠点（直営50ヶ所、代理店50ヶ所）の確立を目標とし、さらなる攻めの営業基盤確立に向けた、積

極的な新規販売拠点の展開を行うために、当社の最大の資源である人材の育成が重要であると認識

しており、従来より取り組んでおります当社独自の研修を強化し、人事制度などの見直しを行いな

がら｢オフィス・トータル・ソリューション｣が実践できるバリュープロポーザルを備え持った人材

開発を行ってまいります。 

 

(7)目標とする経営指標 

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、

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。 

 

(8)関連当事者との関係に関する基本方針 

該当する事項はありません。 

 

(9)その他、経営上の重要な事項 

該当する事項はありません。 

 

３.経営成績及び財政状態 

(1) 当中間期の概況 

当中間期における我が国の経済は、長引く国内需要の低迷、北朝鮮問題などの国際情勢の不安要

素はあったものの、構造改革による企業業績の回復、株価の上昇を背景として、景気はやや回復傾

向の兆しが見え隠れする状況で推移いたしました。 

一方、当社が属する情報通信業界におきましては、２００１年１月に政府が「e-Japan戦略」を決

定して以来、ＩＴ基盤整備が進み、ＤＳＬ（デジタル加入者線）の実利用数が７００万世帯以上に

普及し、その月額利用料金は世界で最も安い水準になるなど、情報通信の裾野は着実に拡大してお

り、２００３年７月にはＩＴ国家戦略の第二期である「e-Japan戦略Ⅱ」が決定され、そのＩＴ基盤

を活かして社会・経済システムを積極的に変革する時代へと動き出しております。 

このような情勢のなか、当社の営業活動におきましては、従来の事業部門別での取り扱い商材・

サービスの提供から、ワン・セグメント化によるトータル提案を実践しており、新規事業所（神戸

営業所・東海支社第二営業部・本社営業部・旭川営業所）の展開およびテレマセンターを新設し、

法人顧客約２０万件のデータベースマーケティングを活用した通信端末機の更新需要ならびに追加

需要など、顧客のステージに合致したＩＴ武装化の提案活動により、売上高は102億円（前年同期比
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110.3%）となりました。 

また、売上高が好調に推移したことによりメーカーから受領する販売奨励金が増加し、経常利益

は6億98百万円（前年同期比104.6%）となり、中間純利益は4億26百万円（前年同期比112.4%）とな

りました。 

 

 事業の部門別の業績を示すと、次のとおりであります。 

(通信機器販売関連事業) 

ブロードバント通信の進展により、中小企業におけるＬＡＮ環境の整備や通信システムの更新

需要の拡大を背景にブロードバンドルーター等のＩＴ関連商材とデジタルビジネスホンやファク

シミリとプリンターの機能を併せ持つ高機能商品の販売が堅調に推移いたしました。 

また、新規に出店した事業所（神戸営業所・東海支社第二営業部・本社営業部・旭川営業所）

の業績が当初見込みを上回り好調に推移した結果、売上高は77億80百万円（前年同期比114.0%）、

売上総利益は38億32百万円（前年同期比117.0%）となりました。 

 

(移動体通信サービス関連事業) 

ＮＴＴドコモの第三世代移動体通信サービス（ＦＯＭＡ）の進展と、新商品（５０５シリー

ズ）の発売と、事業部門のワンセグメント化により通信機器販売関連事業部門における携帯電話

機の取り扱いなどソリューション営業を併用した結果、売上高は22億47百万円（前年同期比

96.2%）、売上総利益は2億80百万円（前年同期比93.3%）となりました。 

 

（その他の事業(インターネット関連事業)） 

「インターネット総合支援サービス」（TOOL CONNECT）による顧客の囲い込みに注力し、８月

よりホームページ制作管理ツールの提案活動を実施し、小規模事業主のインターネットを利用し

たＰＲニーズを捉えた営業活動に注力した結果、売上高は1億72百万円（前年同期比189.3%）、売

上総利益は91百万円（前年同期比197.5%）となりました。 

 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

第19期中間会計期間（自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日） 

当中間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2億70百万円増加

し、当中間会計期間末における残高は、60億23百万円（前年同期比129.6%）となりました。これ

は主に、通信機器販売関連事業が堅調に推移し、営業活動によるキャッシュ・フローが4億68百

万円の資金の収入、定期預金の解約等により投資活動によるキャッシュ・フローが1億16百万円

の支出並びに配当金の支払いにより財務活動によるキャッシュ・フローが73百万円の支出となっ

たことによるものであります。 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

当中間会計期間における営業活動の結果得られた資金は4億68百万円（前年同期は1億71百万

円の支出）となりました。これは主に、通信機器販売関連事業が堅調に推移し、税引前中間純

利益を7億55百万円計上し、法人税等の支払による支出2億30百万円を行ったことによるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

当中間会計期間における投資活動の結果使用した資金は1億16百万円（前年同期は1億64百万

円の獲得）となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が純額で1億77百万円、投資

有価証券の取得による支出51百万円及び営業所開設に伴う保証金の支出等によるその他投資活

動による支出1億8百万円が、保険解約に伴う返戻金等の収入によるその他投資活動に伴う収入2

億47百万円を上回ったこと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） 

当中間会計期間における財務活動の結果使用した資金は73百万円（前年同期は1億95百万円の

獲得）となりました。これは主に、配当金の支払による支出1億3百万円があったことによるも

のであります。 
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(3) 通期の見通し 

今後の我が国の経済は、株価の上昇にともない金融機関を中心に企業マインドは改善に向かって

おりますが、実態経済では年金不安など雇用環境への懸念を抱え、消費を中心とする実質的な回復

は先送りされるものと予想されます。 

一方、当社が属する情報通信業界におきましては、本年１０月より固定電話からの受信が可能と

なるＩＰ電話番号「０５０番号」の提供が開始され、通信システムの更新需要をともなってＩＰネ

ットワークは急速に普及することが見込まれており、電話機能としてのコストパフォーマンスだけ

に止まらず、医療・教育・労働環境の改善など経済システムの変革を創造し、ユビキタス・ネット

ワーク社会に向けて新たなＩＴ社会の幕開けを迎えるものと予想されます。 

このような情勢のなか、当社はＴＬＯ（大学技術の移転機関）とのコラボレーションにより、学

内における特許技術の活用や商品アイデアの発掘ならびに新サービスの共同開発に注力すると共に、

今秋に設立いたしましたＩＳＰ事業を目的とする株式会社アイエフネット（東京都渋谷区、当社５

１％出資）の展開によって、既存ビジネスとのシナジーを発揮し、時代に即応した収益基盤の強化

に努めてまいります。 

以上により、平成16年3月期の見通しにつきましては、売上高210億円（前年同期比110.7%）、経

常利益17億50百万円（前年同期比125.2%）、当期純利益10億円（前年同期比129.6%）を見込んでお

ります。 

 

(4) キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 第18期中間会計期間 第19期中間会計期間 

自己資本比率 22.7％ 27.8％ 

時価ベースの自己資本比率 ― 116.4％ 

債務償還年数 ― 1.4年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― 77.2 

 

（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。 
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４．中間財務諸表等 

  中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成14年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15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  6,285,109 7,969,617  7,521,832

２ 受取手形   360 101  4,627

３ 売掛金   1,080,145 1,369,147  1,478,077

４ たな卸資産   764,053 590,025  611,835

５ その他   427,657 561,835  457,650

貸倒引当金   △20,199 △12,441  △16,935

流動資産合計   8,537,126 78.5 10,478,286 84.7  10,057,087 84.1

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 
※1、
2 

 804,344 7.4 768,389 6.2  764,387 6.4

２ 無形固定資産   20,537 0.2 24,072 0.2  24,388 0.2

３ 投資その他の資産 ※２   

(1) その他   1,627,628 1,134,967  1,210,874

  貸倒引当金   △113,866 △35,713  △102,493

投資その他の資産 
合計 

  1,513,762 13.9 1,099,253 8.9  1,108,381 9.3

固定資産合計   2,338,644 21.5 1,891,715 15.3  1,897,156 15.9

資産合計   10,875,770 100.0 12,370,001 100.0  11,954,244 100.0
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前中間会計期間末 

(平成14年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15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   94,789 174,929  126,635

２ 買掛金 ※２  696,872 842,223  904,953

３ 短期借入金 ※２  576,000 650,000  328,000

４ 未払法人税等   263,281 391,070  235,121

５ 前受保守料   1,165,233 1,252,404  1,221,530

６ 賞与引当金   289,577 307,169  280,000

７ その他 ※３  757,908 982,527  1,040,831

流動負債合計   3,843,663 35.4 4,600,324 37.2  4,137,072 34.6

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２  300,000 ――  300,000

２ 退職給付引当金   245,991 321,427  279,122

３ 役員退職慰労引当金   161,230 177,162  172,759

４ 長期前受保守料   3,810,497 3,779,044  3,826,735

５ その他   75,298 58,832  67,877

固定負債合計   4,593,017 42.2 4,336,467 35.0  4,646,494 38.9

負債合計   8,436,681 77.6 8,936,791 72.2  8,783,566 73.5

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   295,800 2.7 454,607 3.7  450,500 3.7

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  195,800 383,727 379,620 

資本剰余金合計   195,800 1.8 383,727 3.1  379,620 3.2

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  24,800 24,800 24,800 

２ 中間(当期)未処分 
  利益 

 1,924,182 2,569,001 2,316,386 

利益剰余金合計   1,948,982 17.9 2,593,801 21.0  2,341,186 19.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  △1,493 △0.0 1,072 0.0  △629 △0.0

資本合計   2,439,089 22.4 3,433,210 27.8  3,170,677 26.5

負債・資本合計   10,875,770 100.0 12,370,001 100.0  11,954,244 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15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   9,250,481 100.0 10,200,509 100.0  18,964,946 100.0

Ⅱ 売上原価   5,628,165 60.8 5,995,736 58.8  11,507,897 60.7

売上総利益   3,622,316 39.2 4,204,773 41.2  7,457,049 39.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,084,448 33.4 3,694,521 36.2  6,302,342 33.2

営業利益   537,867 5.8 510,252 5.0  1,154,707 6.1

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  5,508 1,138 9,800 

２ 受取販売奨励金  127,044 164,913 232,980 

３ その他  19,176 151,729 1.6 41,504 207,556 2.0 43,785 286,567 1.5

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  7,029 6,074 14,144 

２ その他  14,766 21,796 0.2 13,465 19,540 0.2 29,640 43,784 0.2

経常利益   667,800 7.2 698,268 6.8  1,397,489 7.4

Ⅵ 特別利益   11,955 0.1 66,288 0.7  22,336 0.1

Ⅶ 特別損失   1,030 0.0 9,217 0.1  4,771 0.0

税引前中間(当期) 
純利益 

  678,725 7.3 755,339 7.4  1,415,054 7.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 266,404 387,040 606,515 

法人税等調整額  33,017 299,421 3.2 △57,868 329,171 3.2 37,030 643,546 3.4

中間(当期)純利益   379,303 4.1 426,167 4.2  771,507 4.1

前期繰越利益   1,544,879 2,142,834  1,544,879

中間(当期)未処分 
利益 

  1,924,182 2,569,001  2,316,386
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③ 中間キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成14年４月１日
至 平成15年３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 

  

１ 税引前中間(当期)純利益  678,725 755,339 1,415,054

２ 減価償却費  23,657 28,512 53,109

３ 貸倒引当金の増減(△)額  △20,677 △47,834 △27,218

４ 賞与引当金の増減(△)額  29,043 27,169 19,466

５ 退職給付引当金の 
増減(△)額 

 32,693 42,305 65,823

６ 役員退職慰労引当金の 
増減(△)額 

 10,003 4,403 21,532

７ 受取利息及び受取配当金  △5,781 △1,317 △10,091

８ 支払利息  7,029 6,074 14,144

９ その他  9,087 △36,727 31,044

10 売上債権の増(△)減額  64,535 113,454 △337,663

11 たな卸資産の増(△)減額  △470,466 21,809 △318,248

12 仕入債務の増減(△)額  △4,523 △14,436 235,403

13 未払消費税等の増減(△)額  △45,230 22,584 △21,521

14 前受保守料の増減(△)額  195,545 △16,817 268,080

15 その他営業活動により 
生じた資産の増(△)減額 

 8,157 △42,204 △34,968

16 その他営業活動により 
生じた負債の増減(△)額 

 △106,498 △88,508 135,043

17 役員賞与の支払額  △50,000 △70,000 △50,000

小計  355,300 703,807 1,458,988

18 利息及び配当金の受取額  5,662 1,321 11,087

19 利息の支払額  △7,080 △5,819 △14,323

20 法人税等の支払額  △525,531 △230,657 △893,802

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △171,647 468,651 561,951
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 定期預金預入による支出  △167,000 △427,000 △167,000

２ 定期預金の払戻による収入  320,000 250,000 687,935

３ 有形固定資産の取得による 
支出 

 △36,398 △31,288 △51,562

４ 有形固定資産の売却による
収入 

 ― ― 2,464

５ 無形固定資産の取得による
支出 

 ― △716 △5,941

６ 無形固定資産の売却による
収入 

 ― 33 132

７ 投資有価証券の取得による 
支出 

 △344 △51,298 △644

８ 投資有価証券の売却による 
収入 

 79,920 ― 79,920

９ 貸付けによる支出  △1,652 △10,000 △9,325

10 貸付金の回収による収入  35,523 15,144 48,762

11 その他投資活動による支出  △90,324 △108,954 △167,667

12 その他投資活動による収入  24,936 247,399 39,905

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 164,660 △116,678 456,979

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金増減  236,000 128,000 ―

２ 長期借入金の返済による 
支出 

 △12,000 △106,000 △24,000

３ 株式の発行による収入  ― 8,215 328,765

４ 配当金の支払額  △28,860 △103,552 △28,860

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 195,140 △73,336 275,905

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △7,876 △7,852 △9,902

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  180,275 270,784 1,284,934

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 4,467,517 5,752,452 4,467,517

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 4,647,793 6,023,237 5,752,452
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５．中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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)  デリバティブ 

    時価法 

 

―― ―― 

 (3)  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 

(3)  たな卸資産 

 ① 商品 

    同左 

 

 ② 原材料 

    同左 

(3)  たな卸資産 

 ① 商品 

    同左 

 

 ② 原材料 

    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 

   同左 

(1) 有形固定資産 

   同左 

 (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) 長期前払費用 

   均等償却によってお

ります。主な耐用年数

は５年です。 

(3) ―― (3) ―― 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

 (4) ―― (4) 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 

(4) 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 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。 

(3) 退職給付引当金 

   同左 

(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

込額に基づき計上して

おります。 

 (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 

   同左 

(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。 

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。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

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 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

 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 

（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 

（金利関連） 

   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

を採用しております。

(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

評価を省略していま

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

る経営企画部において

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 

   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。 

(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

る経営企画部において

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。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

７ 中間キャッシュ・

フロー計算書(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

ケ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  同左 

８ 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 

 (3) 匿名組合契約による持

分の会計処理 

   会社の出資に係る匿

名組合(レバレッジド

リース)の持分を適正

に評価するために、当

社の負担すべき投資損

失累計額(171,199千

円)を出資金(120,550

千円)から直接控除

し、出資金額を超える

投 資 損 失 累 計 額

(50,648千円)はその他

の固定負債(長期未払

金)に計上しておりま

す。 

(3) 匿名組合契約による持

分の会計処理 

   会社の出資に係る匿

名組合(レバレッジド

リース)の持分を適正

に評価するために、当

社の負担すべき投資損

失累計額154,533千円)

を出資金(120,550千

円)から直接控除し、

出資金額を超える投資

損失累計額(33,982千

円)はその他の固定負

債(長期未払金)に計上

しております。 

(3) 匿名組合契約による持

分の会計処理 

   会社の出資に係る匿

名組合(レバレッジド

リース)の持分を適正

に評価するために、当

社の負担すべき投資損

失累計額(163,828千

円)を出資金(120,550

千円)から直接控除

し、出資金額を超える

投 資 損 失 累 計 額

(43,277千円)はその他

の固定負債(長期未払

金)に計上しておりま

す。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

 (4) ―― (4) ―― (4) 自己株式及び法定準備

金の取崩等に関する会

計基準 

「自己株式及び法定準備

金の取崩等に関する

会計基準」（企業会

計基準第１号）が平

成14年4月1日以後に

適用されることにな

ったことに伴い、当

事業年度から同会計

基準によっておりま

す。これによる当事

業年度の損益に与え

る影響は軽微であり

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

照表の資本の部につい

ては、改正後の財務諸

表等規則により作成し

ております。 

 (5) ―― (5) ―― (5) 1株当たり情報 

   「１株当たり当期純

利益に関する会計基

準」（企業会計基準第

２号）及び「１株当た

り当期純利益に関する

会計基準の適用方針」

（企業会計基準適用指

針第４号）が平成14年

4月1日以後開始する事

業年度に係る財務諸表

から適用されることに

なったことに伴い、当

事業年度から同会計基

準及び適用指針によっ

ております。なお、こ

れによる影響について

は、「１株当たり情

報」に関する注記に記

載しております。 
 



ファイル名:080_b_0737900661512 更新日時:11/15/2003 4:31 PM 印刷日時:03/11/15 16:32 

― 18 ― 

追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

1.(自己株式及び法定準備金取崩等

会計) 

 当中間会計期間から「自己株式及

び法定準備金の取崩等に関する会計

基準」(企業会計基準第１号)を適用

しております。 

 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

間貸借対照表の資本の部について

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。 

1. ―― 1. ―― 

2. ――― 2. ――― 2.(スプレッド方式による新株発行)

 当社の平成15年3月12日の公募増

資による新株発行（1,400株）は、

引受証券会社は引受価額で引受を行

い、これを引受価額と異なる発行価

額で一般投資家に販売する、いわゆ

る「スプレッド方式」の売買引受契

約によっております。 

 「スプレッド方式」では発行価額

と引受価額との差額が事実上の引受

手数料となりますので、引受証券会

社に対する引受手数料の支払はあり

ません。 

 このため、引受証券会社に対して

引受手数料を支払う方式によった場

合に比べ、新株発行費の額と資本金

及び資本剰余金合計額はそれぞれ

25,480千円少なく、経常利益及び税

引前当期純利益は同額多く計上され

ております。 
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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14年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

前事業年度末 
(平成15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 

 192,869千円
 

 217,367千円
 

 198,343千円
 

※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 

233,000千円

有形固定 
資産(建物) 

179,562千円

有形固定 
資産(土地) 

381,631千円

投資その他 
の資産 
(投資 
不動産) 

202,365千円

計 996,560千円
 

現金及び 
預金 

183,000千円

有形固定 
資産(建物)

159,028千円

有形固定 
資産(土地)

362,900千円

投資その他
の資産 
(投資 
不動産) 

231,266千円

計 936,195千円
 

現金及び 
預金 

183,000千円

有形固定 
資産(建物) 

162,299千円

有形固定 
資産(土地) 

362,900千円

投資その他 
の資産 
(投資 
不動産) 

233,543千円

計 941,743千円
 

  (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 71,678千円

短期借入金 361,000千円

長期借入金 300,000千円

計 732,678千円
 

買掛金 278,842千円

短期借入金 495,000千円

計 773,842千円
 

買掛金 277,310千円

短期借入金 286,000千円

長期借入金 300,000千円

計 863,310千円
 

※３ 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。 

※３ 消費税等の取扱い 

    同左 

―― 

 

（当中間期中の発行済株式数の増加） 

 

発行年月日 発行形態 発行株式数(株) 発行価格(円) 資本組入額(円) 

平成15年8月12日 新株引受権の行使 14 342,308 171,154 

平成15年9月22日 新株引受権の行使 10 342,308 171,154 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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 21,092千円

無形固定資産 538千円
 

有形固定資産 23,305千円

無形固定資産 997千円
 

有形固定資産 44,364千円

無形固定資産 1,632千円
 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と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 

6,285,109千円

預入期間が 
３ケ月を 
超える 
定期預金 

△1,637,315千円

現金及び 
現金同等物 

4,647,793千円

 

現金及び 
預金勘定 

7,969,617千円

預入期間が
３ケ月を 
超える 
定期預金 

△1,946,379千円

現金及び 
現金同等物

6,023,237千円

 

現金及び 
預金勘定 

7,521,832千円

預入期間が 
３ケ月を 
超える 
定期預金 

△1,769,379千円

現金及び 
現金同等物 

5,752,452千円
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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)

中間会計 
期間末 
残高 

相当額 
(千円) 

有形固定資産 
(車両運搬具) 10,962 7,788 3,173 

有形固定資産 
(工具、器具 
及び備品) 

123,487 98,409 25,077 

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

143,694 65,981 77,712 

合計 278,143 172,180 105,963 

  

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間会計
期間末
残高 

相当額
(千円)

有形固定資産
(車両運搬具) 12,956 5,210 7,745

有形固定資産
(工具、器具
及び備品) 

23,034 13,296 9,737

無形固定資産
(ソフト 
ウェア) 

281,938 80,844 201,093

合計 317,928 99,351 218,577

  

 
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 
(車両運搬具) 10,962 9,615 1,346

有形固定資産 
(工具、器具
及び備品) 

27,774 15,310 12,464

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

123,832 60,500 63,332

合計 162,570 85,427 77,143

  
(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 45,922千円

１年超 62,234千円

合計 108,157千円
 

１年内 58,000千円

１年超 162,201千円

合計 220,202千円
 

１年内 30,192千円

１年超 48,429千円

合計 78,622千円
 

(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 29,619千円

減価償却費 
相当額 

27,971千円

支払利息相当額 1,235千円
 

支払リース料 26,325千円

減価償却費 
相当額 

25,102千円

支払利息相当額 1,369千円
 

支払リース料 60,131千円

減価償却費 
相当額 

56,792千円

支払利息相当額 2,212千円
 

(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、利息法によるもの

です。 

(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14年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価(千円) 中間貸借対照表計上額(千円) 差額(千円) 

株式 27,513 24,943 △2,570

合計 27,513 24,943 △2,570

 

２ 時価評価されていない有価証券 

子会社株式 

内容 中間貸借対照表計上額(千円)

非上場株式(店頭売買株式を除く) 11,637

計 11,637

 

当中間会計期間末(平成15年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価(千円) 中間貸借対照表計上額(千円) 差額(千円) 

株式 24,606 26,418 1,812

合計 24,606 26,418 1,812

 

２ 時価評価されていない有価証券 

子会社株式 

内容 中間貸借対照表計上額(千円)

非上場株式(店頭売買株式を除く) 62,637

計 62,637

（注）子会社株式には、当中間会計期間を払込期日とする株式会社アイエフネットに対する新株式払込金51,000

千円が含まれております。 

 

前事業年度末(平成15年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価(千円) 貸借対照表計上額(千円) 差額(千円) 

株式 24,307 23,245 △1,062

合計 24,307 23,245 △1,062

 

２ 時価評価されていない有価証券 

子会社株式 

内容 貸借対照表計上額(千円) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 11,637

計 11,637
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(デリバティブ取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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行って

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。 

 同左  同左 

 

(持分法損益等) 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

 関係会社はありませんので、該当

事項はありません。 

 同左  同左 
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(１株当たり情報) 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１株当たり純資産額 422,572円64銭

 

１株当たり純資産額 264,744円77銭

 

１株当たり純資産額 239,545円54銭

 
１株当たり 
中間純利益金額 

65,714円44銭

 

１株当たり 
中間純利益金額 

32,912円97銭

 

１株当たり 
当期純利益金額 

60,367円01銭

 
 なお当社は、旧商法第280条ノ19

第１項の規定に基づく新株予約権を

発行しておりますが、当社株式は非

上場でありかつ店頭登録もしていな

いため期中平均株価の把握ができま

せんので、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については記載し

ておりません。 

  (追加情報) 

 当中間会計期間から「１株当たり

当期純利益に関する会計基準」(企

業会計基準第２号)及び「１株当た

り当期純利益に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第

４号)を適用しております。この同

会計基準及び適用指針を第16期事業

年度及び第17期事業年度に適用して

算定した場合の１株当たり情報につ

いてはそれぞれ以下の通りとなりま

す。また、平成13年８月20日付で１

株を2.6株に分割しており、当該分

割を遡及して以下の１株当たりの情

報を算定しております。 

 なお、第16期事業年度において

は、新株引受権付社債及び第17期事

業年度においては、旧商法280条ノ

19第１項の規定に基づく新株予約権

を発行しておりましたが、当社株式

は、非上場でありかつ店頭登録もし

ていないため期中平均株価の把握が

できませんので、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額については

記載しておりません。 

第16期事業年度 第17期事業年度 

１株当たり 
純資産額 
263,107円63銭 

１株当たり 
純資産額 
361,940円61銭 

１株当たり 
当期純利益金額 

49,962円85銭 

１株当たり 
当期純利益金額 
102,452円50銭 

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

31,446円82銭

  (株式分割) 

 平成14年11月13日付で1株を2株に

分割しており、当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合の前中

間会計期間に係る1株当たりの情報

を算定しております。 

 なお、前中間会計期間においては

旧商法280条ノ19第1項の規定に基づ

く新株予約権を発行していました

が、同中間会計期間において当社株

式は非上場非登録であることから期

中平均株価の把握ができないため、

潜在株式調整後1株当たり中間純利

益金額については記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額 211,286円32銭

１株当たり 
中間純利益金額 

32,857円22銭

 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、旧商法

第280条ノ19第1項の規定に基づく新

株予約権並びに商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権がありますが、行使価格が期

中平均株価より高く希薄化効果を有

しないため記載しておりません。当

事業年度から「１株当たり当期純利

益に関する会計基準」（企業会計基

準第２号）及び「１株当たり当期純

利益に関する会計基準の適用方針」

（企業会計基準適用指針第４号）を

適用しております。 

 なお、前事業年度において採用し

ていた方法を適用して算定した当事

業年度の1株当たり情報は、以下の

とおりです 

１株当たり 
当期純資産額 

244,953円45銭

１株当たり 
当期純利益金額 

66,390円74銭

 (株式分割) 

 平成14年11月13日付で1株を2株に

分割しており、当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合の前事

業年度における1株当たりの情報を

算定しております。 

算定に際しては「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」（企業会計

基準第２号）及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用方

針」（企業会計基準適用指針第４

号）を適用しております。 

 なお、前事業年度においては旧商

法280条ノ19第1項の規定に基づく新

株予約権を発行していましたが、同

事業年度において当社株式は非上場

非登録であることから期中平均株価

の把握ができないため、潜在株式調

整後1株当たり当期純利益金額につ

いては記載しておりません。 

１株当たり 
純資産額 

180,970円30銭

１株当たり 
当期純利益金額 

51,226円25銭

  
（注）1株当たり中間（当期）純利益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。 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日)

中間（当期）純利益 379,303千円 426,167千円 771,507千円 

普通株主に帰属しない金額 ――千円 ――千円 70,000千円 

（うち役員賞与） ――千円 ――千円 70,000千円 

普通株式に係る中間（当期）純利益 379,303千円 426,167千円 701,507千円 

期中平均株式数 5,772株 12,948株 11,620株 

中間（当期）純利益調整額 ――千円 ――千円 ――千円 

普通株式増加数 ――株 604株 ――株 

（うち、新株予約権） ――株 604株 ――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 

旧商法第280ノ19条第1

項の規定に基づく新株

予約権 

―― 新株予約権の種類： 

旧商法第280ノ19第1

項の規定に基づく新

株予約権 

新株予約権の目的とな

る株式数：450株 

 

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：700株 
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ 平成14年10月10日開催の臨時株

主総会の決議に基づき、商法第

280条ノ20および商法第280ノ21の

規定に基づき、以下の要領により

当社の取締役および使用人に対し

て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 

   当社の取締役および使用人 

 

 (2) 新株予約権の目的たる株式の

種類および数 

   当社普通株式350株を上限と

する。ただし、下記(3)によ

り、各新株予約権の目的たる株

式の数が調整される場合には、

調整後株式数に発行する新株予

約権の総数を乗じた数に調整さ

れるものとする。 

 

 (3) 発行する新株予約権の総数 

   350個を上限とする。なお、

各新株予約権の目的たる株式の

数は１株とする。ただし、当社

が当社普通株式につき株式分割

または株式併合を行う場合に

は、各新株予約権の目的たる株

式の数は、次の算式により調整

されるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数× 

      分割・併合の比率 

   また、当社が合併する場合、

会社分割を行う場合、資本減少

を行う場合、その他これらの場

合に準じて各新株予約権の目的

たる株式の数を調整すべき場合

にも、必要かつ合理的な範囲

で、各新株予約権の目的たる株

式の数は適切に調整されるもの

とする。なお、調整の結果生じ

る１株未満の端数は切り捨て

る。 

 

 (4) 新株予約権の発行価額 

   無償とする。 

１ 平成15年10月15日開催の取締役

会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株式の発行を予定

しております。 

 (1) 平成16年1月20日をもって、次

のとおり普通株式1株を5株に分割す

る。 

   ①分割により増加する株式数 

    普通株式とし、平成15年11

月30日（日曜日）[ただし、当

日および前日は名義書換代理

人の休業日につき、実質上は

平成15年11月28日（金曜日）]

最終の発行済株式総数に4を乗

じた株式数とする。 

   ②分割方法 

    平成15年11月30日（日曜

日）[ただし、当日および前日

は名義書換代理人の休業日に

つき、実質上は平成15年11月

28日（金曜日）]最終株主名簿

および実質株主名簿に記載ま

たは記録された株主の所有株

式数を、1株につき5株の割合

をもって分割する。 

 (2) 配当起算日 

   平成15年10月1日 

 (3) 当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当た

り情報については、それぞれ以

下のとおりとなります。 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり 
純資産額 
42,257円26銭

１株当たり 
純資産額 
52,948円96銭

１株当たり 
純資産額 
47,909円11銭

１株当たり 
中間純利益 
金額 
6,571円44銭

１株当たり 
当期純利益 
金額 
6,582円60銭

１株当たり 
当期純利益 
金額 
12,073円40銭

 

潜在株式調整
後1株当たり
中間純利益金
額 
6,289円36銭
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

 (5) 各新株予約権の行使に際して

払込みをなすべき額 

各新株予約権の行使に際して

払込みをなすべき額は、各新株

予約権の行使により発行または

移転する株式１株当たりの払込

金額(以下、「行使価額」とい

う。)に各新株予約権の目的た

る株式の数を乗じた金額とす

る。 

行使価額は451,000円とす

る。 

なお、当社が当社普通株式に

つき株式分割または株式併合を

行う場合には、次の算式により

行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上

げる。 
 

――― ――― 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 

１ 

分割・併合の比率 
 

  

 
また、当社が時価(ただし、

当社が株式の公開(下記(7)①に

定義する。)を行う前において

は、その時点における調整前行

使価額を時価とみなす。)を下

回る価額で当社普通株式につ

き、新株式の発行または自己株

式の処分を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。ただし、新株予

約権の行使による場合は、行使

価額の調整は行わない。 
 

  

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 

 
＋

時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
 

  

 
なお、上記の算式において、

「既発行株式数」とは当社の発

行済普通株式数から当社が保有

する普通株式にかかる自己株式

数を控除した数とし、自己株式

の処分を行う場合には、「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。 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

さらに、当社が合併する場

合、会社分割を行う場合、資本

減少を行う場合、その他これら

の場合に準じて行使価額を調整

すべき場合にも、必要かつ合理

的な範囲で、行使価額は、適切

に調整されるものとする。 

――― ――― 

 (6) 新株予約権の権利行使期間 

平成16年11月１日から平成19

年10月31日まで 

  

 (7) 新株予約権の行使の条件   

  ① 当社普通株式にかかる株券

が店頭売買有価証券として日

本証券業協会に登録され、ま

たはいずれかの証券取引所に

上場された場合(これらの場

合を「株式の公開」とい

う。)に限り、新株予約権を

行使することができるものと

する。 

  

  ② 各新株予約権の一部行使は

できないものとする。 

  

  ③ その他の権利行使の条件

は、当社取締役会において決

定するものとする。 

  

 (8) 新株予約権の消却事由および

条件 

   当社は、いつでも、当社が取

得し保有する未行使の新株予約

権を、無償にて消却することが

できるものとする。 

  

 (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。 

  

   

２ 平成14年10月28日開催の取締役

会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株式を発行してお

ります。 

  

 (1) 平成14年11月13日をもって額

面普通株式１株を2株に分割す

る。 

  

  ① 分割により増加する株式数 

     普通株式 5,772株 

  

  ② 分割方法 

     平成14年11月13日現在の

株主名簿に記載された株主

の所有株式数１株につき２

株の割合をもって分割す

る。 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

 (2) 配当起算日 

    平成14年10月１日 

――― ――― 

 (3) 当該株式分割が前々期首に行

われたと仮定した場合の１株当

たり情報については、それぞれ

以下のとおりとなります。 

  

第16期 
事業年度 

第17期 
事業年度 

第18期 
中間会計期間 

１株当たり 
純資産額 
131,553円81銭 

１株当たり 
純資産額 
180,970円30銭 

１株当たり 
純資産額 
211,286円31銭 

１株当たり 
当期純利益 
金額 
24,981円42銭 

１株当たり 
当期純利益 
金額 
51,226円25銭 

１株当たり 
中間純利益 
金額 
32,857円21銭 

 

  

  なお、上記の１株当たり情報に

ついては、「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」(企業

会計基準第２号)及び「１株当

たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第４号)に基づき、算

定しております。 

  

 



ファイル名:090_ｊ_0737900661512_hanbi_shiire 更新日時:11/15/2003 4:36 PM 印刷日時:03/11/15 16:36 

 
― 30 ― 

６．仕入及び販売の状況 

仕入実績 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日)

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日)

事業部門別 
金額 

（千円） 

前年同期比

（％） 

金額 

（千円） 

前年同期比

（％） 

金額 

（千円） 

前年同期比

（％） 

通信機器販売関連事業 2,650,199 110.7 2,962,413 111.8 5,417,283 113.6

移動体通信ｻｰﾋﾞｽ関連事業 1,917,235 112.5 1,346,976 70.3 3,262,322 108.3

その他の事業 5,233 61.4 27,493 525.3 9,159 14.1

合計 4,572,669 110.2 4,336,883 94.8 8,688,765 110.7

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

販売実績 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日)

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日)

事業部門別 
金額 

（千円） 

前年同期比

（％） 

金額 

（千円） 

前年同期比

（％） 

金額 

（千円） 

前年同期比

（％） 

機器販売高 5,325,637 110.4 6,100,335 114.5 10,886,000 112.8

販売手数料 69,620 62.6 37,582 54.0 128,926 68.7

据付 875,184 101.0 967,293 110.5 1,813,859 106.6

保守 551,584 114.4 675,210 122.4 1,151,467 113.4

通 信 機 器

販 売 関 連

事業 

小計 6,822,027 108.6 7,780,422 114.0 13,980,253 111.3

機器販売高 879,726 76.6 762,579 86.7 1,849,815 87.7

販売手数料 1,263,248 84.0 1,323,979 104.8 2,554,714 89.9

継続手数料 194,561 89.0 161,418 83.0 377,030 88.5

移 動 体 通

信 サ ー ビ

ス 関 連 事

業 小計 2,337,535 81.4 2,247,977 96.2 4,781,561 88.9

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連 90,918 77.5 172,109 189.3 203,131 100.8そ の 他 の

事業 小計 90,918 77.5 172,109 189.3 203,131 100.8

合計  9,250,481 99.8 10,200,509 110.3 18,964,946 104.6

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

７．その他 

該当事項はございません。 




