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平成 １６年３月期   個別財務諸表の概要            平成１６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  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１６年５月２０日  中間配当制度の有無  有 

定時株主総会開催日  平成１６年６月２５日  単元株制度採用の有無 無 

 

１．16年３月期の業績（平成15年４月１日～平成16年３月31日）   

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

 売上高 営業利益 経常利益 

 

16年３月期 

15年３月期 

百万円   ％

20,555  （  8.4）

18,964  （  4.6）

百万円   ％

1,274  （ 10.4）

1,154  （ 10.3）

百万円   ％

1,559  （  11.6）

1,397  （ 11.1）

 

 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

 

16年３月期 

15年３月期 

百万円   ％ 

968（ 25.6） 

771（20.3） 

円  銭

13,656  97

60,367 01

円  銭

12,877  16

― ―

％

27.3

29.1

％ 

12.2 

12.4 

％

7.6

7.4

(注)①期中平均株式数           16年３月期   65,075株  15年３月期   11,620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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 

(2) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 

16年３月期 

15年３月期 

円  銭

3,000 00

8,000 00

円  銭 

―  ― 

―  ― 

円  銭

3,000 00 

8,000 00 

百万円

197 

103 

％ 

22.0 

13.3 

％

5.0 

3.3 

(注) 平成16年３月期期末配当金の内訳 普通配当 3,000円 

 

(3) 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

 

16年３月期 

15年３月期 

百万円 

13,680 

11,954 

百万円

3,931 

3,170 

％ 

28.7 

26.5 

円   銭

58,633  45 

239,545 54 

(注)①期末発行済株式数(自己株式控除後)  16年３月期   65,695株  15年３月期   12,944株 

②期末自己株式数           16年３月期     300株  15年３月期    ― 株 

 

２．17年３月期の業績予想（平成16年４月１日～平成17年３月31日）           （百万円未満切捨） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 

中間期 

通 期 

百万円 

10,900 

23,600 

百万円

900 

2,360 

百万円

500 

1,300 

円 銭

――― 

――― 

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) 19,788円42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。 
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1.個別財務諸表等 

 （１）貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成15年３月31日) 
当事業年度 

(平成16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 ※１ 7,521,832 7,517,833   △3,999

 ２ 受取手形  4,627 ―   △4,627

 ３ 売掛金  1,478,077 1,464,191   △13,886

 ４ 商品  604,684 586,340   △18,344

 ５ 原材料  7,150 7,882   731

 ６ 前払費用  79,580 62,862   △16,718

 ７ 繰延税金資産  117,746 214,501   96,754

 ８ リース残債権  185,810 224,737   38,927

 ９ 未収入金  ― 146,916   146,916

 10 その他  74,511 15,367   △59,143

   貸倒引当金  △16,935 △25,094   △8,159

   流動資産合計  10,057,087 84.1 10,215,538 74.7  158,450

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物 ※１ 352,457 363,786  11,328 

    減価償却累計額  136,306 216,151 159,061 204,725  22,754 △11,426

  (2) 構築物  37,900 40,400  2,500 

    減価償却累計額  18,761 19,138 21,775 18,624  3,014 △514

  (3) 工具、器具及び備品  79,495 95,803  16,308 

    減価償却累計額  43,275 36,220 60,090 35,713  16,815 △506

  (4) 土地 ※１ 492,877 1,255,280   762,403

  (5) 建設仮勘定 ※１ ― 630,494   630,494

   有形固定資産合計  764,387 6.4 2,144,837 15.7  1,380,450
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前事業年度 

(平成15年３月31日) 
当事業年度 

(平成16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) 

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア  6,333 8,640   2,306

  (2) 電話加入権  18,054 17,947   △107

   無形固定資産合計  24,388 0.2 26,587 0.2  2,199

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  23,245 208,115   184,870

  (2) 関係会社株式  11,637 62,637   51,000

  (3) 出資金  63 10   △53

  (4) 長期貸付金  3,326 2,796   △530

  (5) 従業員に対する 
    長期貸付金 

 2,620 820   △1,800

  (6) 破産債権、再生債権、 
    更生債権その他 
    これらに準ずる債権 

 57,902 27,984   △29,917

  (7) 長期前払費用  98,124 6,934   △91,189

  (8) 繰延税金資産  215,135 227,295   12,159

  (9) 保証金  213,636 236,868   23,232

  (10) 投資不動産 ※１ 410,773 391,845  △18,928 

    減価償却累計額  83,584 327,189 87,892 303,953  4,307 △23,236

  (11) 保険積立金  196,848 236,443   39,595

  (12) その他  61,146 16,146   △45,000

    貸倒引当金  △102,493 △36,170   66,322

   投資その他の資産合計  1,108,381 9.3 1,293,835 9.4  185,454

   固定資産合計  1,897,156 15.9 3,465,260 25.3  1,568,103

   資産合計  11,954,244 100.0 13,680,798 100.0  1,726,554
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前事業年度 

(平成15年３月31日) 
当事業年度 

(平成16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  126,635 141,521   14,886

 ２ 買掛金 ※１ 904,953 849,814   △55,138

 ３ 短期借入金 ※１ 222,000 ―   △222,000

 ４ １年内返済 
   予定長期借入金 

※１ 106,000 370,000   264,000

 ５ 未払金  323,707 277,929   △45,777

 ６ 未払費用  311,670 399,947   88,277

 ７ 未払法人税等  235,121 594,391   359,270

 ８ 未払消費税等  85,604 151,778   66,174

 ９ 前受保守料  1,221,530 1,277,978   56,447

 10 前受金  1,094 1,901   806

 11 預り金  120,418 152,323   31,904

 12 リース残債務  190,201 253,902   63,700

 13 前受収益  7,358 1,957   △5,400

 14 賞与引当金  280,000 342,409   62,409

 15 その他  776 12,237   11,461

   流動負債合計  4,137,072 34.6 4,828,093 35.3  691,020

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 ※１ 300,000 630,000   330,000

 ２ 退職給付引当金  279,122 345,691   66,569

 ３ 役員退職慰労引当金  172,759 189,367   16,608

 ４ 長期前受保守料  3,826,735 3,732,871   △93,863

 ５ その他  67,877 22,850   △45,027

   固定負債合計  4,646,494 38.9 4,920,781 36.0  274,287

   負債合計  8,783,566 73.5 9,748,874 71.3  965,307

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※2 450,500 3.7 494,144 3.6  43,644

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  379,620 423,264  43,644 

   資本剰余金合計  379,620 3.2 423,264 3.1  43,644

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  24,800 24,800  ― 

 ２ 当期未処分利益  2,316,386 3,111,561  795,174 

   利益剰余金合計  2,341,186 19.6 3,136,361 22.9  795,174

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △629 △0.0 2,696 0.0  3,325

Ｖ 自己株式 ※3 ― ― △124,542 △0.9  △124,542

  資本合計  3,170,677 26.5 3,931,924 28.7  761,246

  負債・資本合計  11,954,244 100.0 13,680,798 100.0  1,726,554
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 （２）損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16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    

 １ 情報通信サービス 
   関連事業売上高 

 13,980,253 15,842,361  1,862,107 

 ２ 移動通信サービス 
   関連事業売上高 

 4,781,561 4,246,592  △534,968 

 ３ インターネットサービス 
   関連事業売上高 

 203,131 18,964,946 100.0 466,639 20,555,593 100.0 263,507 1,590,647

Ⅱ 売上原価    

 １ 通信機器販売 
   関連事業売上原価 

 7,214,213 7,808,466  594,253 

 ２ 移動体通信サービス 
   関連事業売上原価 

 4,196,835 3,727,245  △469,589 

 ３ その他の売上原価  96,848 11,507,897 60.7 231,733 11,767,446 57.2 134,885 259,549

   売上総利益  7,457,049 39.3 8,788,147 42.8  1,331,098

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 販売手数料  211,405 206,197  △5,207 

 ２ 役員報酬  204,160 219,286  15,126 

 ３ 給与手当  2,552,315 3,058,998  506,682 

 ４ 賞与  684,256 749,395  65,138 

 ５ 賞与引当金繰入額  197,120 240,859  43,739 

 ６ 退職給付費用  67,259 67,953  693 

 ７ 役員退職慰労引当金 
   繰入額 

 21,781 36,433  14,652 

 ８ 法定福利費  368,360 510,385  142,025 

 ９ 地代家賃  311,357 415,844  104,486 

 10 旅費交通費  474,272 557,985  83,713 

 11 減価償却費  46,617 52,295  5,677 

 12 支払手数料  174,279 185,347  11,067 

 13 その他  989,156 6,302,342 33.2 1,212,837 7,513,820 36.6 223,681 1,211,477

   営業利益  1,154,707 6.1 1,274,327 6.2  119,620

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  9,800 2,291  △7,509 

 ２ 受取配当金  290 2,272  1,981 

 ３ 受取販売奨励金  232,980 236,332  3,352 

 ４ その他  43,495 286,567 1.5 72,752 313,650 1.5 29,257 27,082

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  14,144 11,385  △2,758 

 ２ 為替差損  16,631 10,995  △5,635 

 ３ 新株発行費  9,754 ―  △9,754 

 ４ その他  3,255 43,784 0.2 5,838 28,220 0.1 2,583 △15,564

   経常利益  1,397,489 7.4 1,559,757 7.6  162,267
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前事業年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16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) 

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  22,336 14,332  △8,003 

 ２ 保険解約返戻金  ― 54,220  54,220 

 ３ 匿名組合事業清算益  ― 143,451  143,451 

 ４ 投資有価証券売却益  ― 22,336 0.1 13,103 225,108 1.0 13,103 202,772

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※１ ― 17,928  17,928 

 ２ 固定資産除却損 ※２ 1,266 2,772  1,506 

 ３ 貸倒引当金繰入額  ― 17,268  17,268 

 ４ 投資有価証券評価損  3,505 ―  △3,505 

 ５ 投資有価証券売却損  ― 7,804  7,804 

 ６ ゴルフ会員権売却損  ― 4,771 0.0 5,509 51,283 0.2 5,509 46,511

   税引前当期純利益  1,415,054 7.5 1,733,582 8.4  318,528

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 606,515 876,062  269,546 

   法人税等調整額  37,030 643,546 3.4 △111,206 764,855 3.7 △148,237 121,309

   当期純利益  771,507 4.1 968,726 4.7  197,219

   前期繰越利益  1,544,879 2,142,834   597,955

   当期未処分利益  2,316,386 3,111,561
 
 

 795,174
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売上原価明細書 

(a) 通信機器販売関連事業売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16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
(％)

Ⅰ 機器原価   

１ 期首商品たな卸高  108,931 171,860 

２ 当期商品仕入高  5,417,283 5,798,161 

３ 期末商品たな卸高  171,860 5,354,354 74.2 250,155 5,719,866 73.3

Ⅱ 据付及び保守原価   

１ 材料費  106,145 101,440 

２ 労務費  924,994 1,052,009 

３ 経費※  828,718 1,859,858 25.8 935,150 2,088,600 26.7

合計  7,214,213 100.0  7,808,466 100.0

※ なお、主な経費の内訳は以下の通りです。 

項目     前事業年度     当事業年度

外注費 479,527千円 536,814千円

旅費交通費 166,835千円 181,612千円

リース料 61,575千円 69,580千円

 

(b) 移動体通信サービス関連事業売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16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
(％)

Ⅰ 商品原価   

１ 期首商品たな卸高  178,086 432,824 

２ 当期商品仕入高  3,262,322 2,640,748 

３ 期末商品たな卸高  432,824 3,007,584 71.7 335,914 2,737,658 73.4

Ⅱ 手数料収入原価   

１ 支払手数料  1,189,251 1,189,251 28.3 989,587 989,587 26.6

合計  4,196,835 100.0  3,727,245 100.0
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(c) その他の売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16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
(％)

Ⅰ 商品原価   

１ 期首商品たな卸高  308 ― 

２ 当期商品仕入高  9,159 104,558 

３ 期末商品たな卸高  ― 9,467 9.8 270 104,288 45.0

Ⅱ 手数料収入原価   

１ 支払手数料  87,381 87,381 90.2 104,810 104,810 45.2

Ⅲ システム管理原価   

１ 労務費  ― ― ― 724 

２ 経費  ― ― ― 21,910 22,635 9.8

合計  96,848 100.0  231,733 100.0
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 （３）キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前事業年度 

(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) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 税引前当期純利益  1,415,054 

 ２ 減価償却費  53,109 

 ３ 貸倒引当金の増減額  △27,218 

 ４ 賞与引当金の増減額  19,466 

 ５ 退職給付引当金の増減額  65,823 

 ６ 役員退職慰労引当金の増減額  21,532 

 ７ 受取利息及び受取配当金  △10,091 

 ８ 支払利息  14,144 

 ９ その他  31,044 

 10 売上債権の増減額  △337,663 

 11 たな卸資産の増減額  △318,248 

 12 仕入債務の増減額  235,403 

 13 未払消費税等の増減額  △21,521 

 14 前受保守料の増減額  268,080 

 15 その他営業活動により生じた資産 
   の増減額 

 △34,968 

 16 その他営業活動により生じた負債 
   の増減額 

 135,043 

 17 役員賞与の支払額  △50,000 

     小計  1,458,988 

 18 利息及び配当金の受取額  11,087 

 19 利息の支払額  △14,323 

 20 法人税等の支払額  △893,802 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  561,951 

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 

 ２ 定期預金の払戻による収入  687,935 

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △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  △5,941 

 ６ 無形固定資産の売却による収入  132 

 ７ 投資有価証券の取得による支出  △644 

 ８ 投資有価証券の売却による収入  79,920 

 ９ 貸付けによる支出  △9,325 

 10 貸付金の回収による収入  48,762 

 11 その他投資活動による支出  △167,667 

 12 その他投資活動による収入  39,905 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  456,979 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 長期借入金の返済による支出  △24,000 

 ２ 株式の発行による収入  328,765 

 ３ 配当金の支払額  △28,860 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  275,905 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △9,902 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  1,284,934 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,467,517 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,752,452 
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 （４）利益処分案 

 

  
前事業年度 

(平成15年３月期) 
当事業年度 

(平成16年３月期) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  2,316,386 3,111,561  795,174

    

Ⅲ 利益処分額    

１ 配当金  103,552 197,085   93,533

２ 役員賞与金  70,000 80,000   10,000

(うち監査役賞与金)  (3,500) 173,552 （3,500） 277,085 （―） 103,533

Ⅲ 次期繰越利益  2,142,834 2,834,476  691,641

（注） 配当金には、当事業年度において自己株式300株の配当金を除いてあります。 
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２．重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16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 

(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 

   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 

同左 

 

 

 

 

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) たな卸資産 

 ①商品 

同左 

  ②原材料 

 最終仕入原価法 

 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 

 (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 

 (3) 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 

(3) 投資不動産 

   同左 

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 
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項目 
前事業年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

 (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。 

(2) 賞与引当金 

   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。 

(3) 退職給付引当金 

   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) 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。 

   同左 

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 

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。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。 

(1) ヘッジ会計の方法 

   同左 

 (2) 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 

(2) ヘッジ手段とヘッジ方法 

   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 

 (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 
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項目 
前事業年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

 (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。   

７ 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。 

―――――― 

８ その他財務諸表作成のた

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。 

(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。 

(1) 消費税等の会計処理 

   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(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。 

(3)     ―――――― 

 (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

はありません。 

   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。 

(4)      ―――――― 
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項目 
前事業年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

 

(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。 

(5)      ―――――― 

 
 

(表示方法の変更) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

(貸借対照表) 

 リース残債権については、従来流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、資産合計の100分

の１を超えたため、「リース残債権」として区分掲記

することと致しました。 

 なお、前期の流動資産の「その他」に含まれるリー

ス残債権は88,795千円であります。 

(貸借対照表) 

 未収入金については、従来流動資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、資産合計の100分の１を超

えたため、｢未収入金｣として区分掲記することと致しま

した。 

 なお、前期の流動資産の「その他」に含まれる未収入

金は49,583千円であります。 

 

(追加情報) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ (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 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成15年３月31日) 

当事業年度 
(平成16年３月31日) 

※１ 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 183,000千円

建物 162,299千円

土地 362,900千円

投資不動産 233,543千円

計 941,743千円
 

※１ 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

投資不動産 228,989千円

計 2,145,078千円
 

  (2) 上記に対応している債務 

買掛金 277,310千円

短期借入金 180,000千円

１年内返済予定長期借入金 106,000千円

長期借入金 300,000千円

計 863,310千円
 

  (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 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 46,000株

発行済株式総数 普通株式 12,944株
 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 230,000株

発行済株式総数 普通株式 65,995株
 

※３ 自己株式 

自己株式の保有数 普通株式 ―株
 

※３ 自己株式 

自己株式の保有数 普通株式 300株
 

４ ―  ４ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は2,696千

円であります。 

 

(当会計期間中の発行済株式数の増加) 

発行形態 発行株式数（株） 発行価格（円） 資本組入額（円） 

新株引受権の行使 191 342,308 171,154 

新株引受権の行使 320 68,462 34,230 

株式分割（1：5） 52,540 ― ― 

（注）平成15年10月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成15年11月30日の最終株主名簿お

よび実質株主に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を行

っております。 

(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

※１    ―――――― 

 

※１ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

投資不動産 17,928千円 
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 419千円 

工具、器具及び備品 846千円 

計 1,266千円 
 

※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 

工具、器具及び備品 231千円 

投資不動産 121千円 

計 2,772千円 
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

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 7,521,832千円

預入期間が３ヶ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

  

 

(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16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 

(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 

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 

 
取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高 

相当額 

車両運搬具 10,962千円 9,615千円 1,346千円

工具、器具 

及び備品 
27,774千円 15,310千円 12,464千円

ソフトウェア 123,832千円 60,500千円 63,332千円

合計 162,570千円 85,427千円 77,143千円

 

 
取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高 

相当額 

車両運搬具 8,430千円 2,341千円 6,089千円

工具、器具 

及び備品 
143,906千円 22,810千円 121,095千円

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

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 30,192千円

１年超 48,429千円

合計 78,622千円
 

(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
 

(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 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
 

(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
 

(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) 

前事業年度(自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
前事業年度 

(平成15年３月31日) 
区分 

取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  
株式 1,400 1,855 455

小計 1,400 1,855 455

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  
株式 22,907 21,389 △1,518
小計 22,907 21,389 △1,518

合計 24,307 23,245 △1,062

 

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

前事業年度 

(平成15年３月31日) 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

合計 11,637

 

当事業年度(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

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。  
 

 (デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

前事業年度 

(自 平成14年４月１日 

至 平成15年３月31日) 

当事業年度 

(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。 

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。  

 

 
２ 取引の時価等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
(退職給付関係) 

 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
 至 平成16年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

   当社は、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。 

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。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 △279,122千円

(2) 退職給付引当金 △279,122千円

(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 90,408千円

(2) 退職給付費用 90,408千円
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(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(平成15年３月31日) 

当事業年度 
(平成16年３月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 

  (繰延税金資産) 

 ① 流動資産 

   賞与引当金損金算入限度超過額 96,707千円

   未払事業税 19,291千円

   その他 1,747千円

   計 117,746千円

  

１ 繰延税金資産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

   計 214,501千円

  

 ② 固定資産 

   退職給付引当金損金算入 
   限度超過額 

97,735千円

   役員退職慰労引当金 70,503千円

   会員権評価損否認 18,579千円

   貸倒引当金繰入額否認 23,629千円

   その他 4,687千円

   計 215,135千円

   繰延税金資産合計 332,881千円

  

 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

   その他 4,002千円

   計 229,154千円

   繰延税金資産合計 443,655千円

  

   (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
 

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 2.2％

  税率変更による期末繰延税金資産の 
  減額修正 

0.4％

  その他 1.0％

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.5％
  

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％

  その他 0.5％

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1％
  

３ 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9

号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当

事業年度の繰延税金資産の計算(ただし、平成16年4

月1日以降解消が見込まれるものに限る。)に使用し

た法定実効税率は、前事業年度の41.9%から40.8%に

変更されております。その結果、繰延税金資産の金

額が5,693千円減少し、当事業年度に計上された法人

税等調整額が5,681千円、その他有価証券評価差額金

が11千円、それぞれ増加しております。 

３ ― 

 

(持分法損益等) 

前事業年度(自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日） 

関連会社はありませんので、該当事項はありません。 
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 関連当事者との取引 

当事業年度(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

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(自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被所有)
割合(％) 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員 小林正道 ― ― 当社取締役 
被所有 
直接 8.4 

― ― 
債務被保証
(注)１ 

― ― ― 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １ 西日本電信電話㈱との販売店契約取引について、小林正道が個人保証をしており、当社は保証料を支払

っておりません。当該個人保証については、平成14年９月25日をもって解消しております。 

 

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 当期発行株式数 新株発行予定残数 

取締役 笠原英紘 52 ― 52 

取締役 鳴海輝正 52 ― 52 

取締役 飯沼 敬 26 ― 26 

取締役 重川晴彦 26 ― 26 

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株に株式分割を行っております。また、平成14年11月13日付で、

1株を2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    342,308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 

(5) 行使の条件 

当社株式にかかる株券が店頭登録有価証券として日本証券業協会に登録された日から30日が経過した日以降、ま

たは、当社株式が日本国内の証券取引所に上場された日から30日が経過した日以降(ただし、行使期間内の日である

ことを要する。)に限り、新株引受権を行使することができる。 

 

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 当期発行株式数 新株発行予定残数 

代表取締役 畔柳 誠 100 ― 100 

取締役 笠原英紘 40 ― 40 

取締役 鳴海輝正 40 ― 40 

取締役 飯沼 敬 40 ― 40 

取締役 重川晴彦 40 ― 40 

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    225,500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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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１株当たり純資産額 239,545円54銭
 

１株当たり純資産額 58,633円45銭
 

１株当たり当期純利益金額 60,367円01銭
 

１株当たり当期純利益金額 13,656円97銭
 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

12,877円16銭
 
（株式分割） 

平成16年1月２０日付で1株を5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会計期

間に係る1株当たりの情報を算定しております。 

１株当たり純資産額 47,909円11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指針」（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株当たり当期純利益金額 12,073円40銭
 

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指針(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 
前事業年度 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

（1株当たり当期純利益金額）   

当期純利益 771,507千円 968,726千円 

普通株主に帰属しない金額 70,000千円 80,000千円 

（うち役員賞与） 70,000千円 80,000千円 

普通株式に係る当期純利益 701,507千円 888,726千円 

普通株式の期中平均株式数 11,620株 65,075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 ―― 円 ― 円 

普通株式増加数 ―― 株 3,941株 

（うち新株予約権） ―― 株 3,941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 

旧商法第280ノ19条第1項の規

定に基づく新株予約権 

――― 
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(重要な後発事象) 

 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

当事業年度 
(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。   同左 

 

３.仕入及び販売の状況 
 

(1) 仕 入 実 績          

 (単位：千円) 

項目 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日
  至 平成15年３月31日)

当事業年度 
(自 平成15年４月１日
  至 平成16年３月31日) 

比較増減 

事業部門別 金額 金額 金額 

情報通信サービス関連事業 5,417,283 5,798,161 380,878 

移動通信サービス関連事業 3,262,322 2,640,748 △621,574 

ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾈ ｯ ﾄ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ関連事業 9,159 104,558 95,398 

合 計 8,688,765 8,543,468 △145,297 

(注) 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 

前事業年度 

(自 平成14年４月１日

  至 平成15年３月31日)

当事業年度 

(自 平成15年４月１日 

  至 平成16年３月31日) 

比較増減 

事業部門別 主要品目 金額 金額 金額 

機 器 販 売 高 10,886,000 12,441,561 1,555,561 

販 売 手 数 料 収 入 128,926 81,873 △47,053 

据 付 1,813,859 1,931,602 117,743 

保 守 1,151,467 1,387,323 235,856 

情報通信サー

ビス関連事業 

小 計 13,980,253 15,842,361 1,862,107 

機 器 販 売 高 1,849,815 1,453,392 △396,423 

販 売 手 数 料 2,554,714 2,481,122 △73,592 

継 続 手 数 料 377,030 312,078 △64,952 

移動通信サー

ビス関連事業 

小 計 4,781,561 4,246,592 △534,968 

Ａ Ｓ Ｐ サ ー ビ ス 203,131 237,681 34,549 

ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ ― 228,957 228,957 

インターネッ

トサービス関

連 事 業 小 計 203,131 466,639 263,507 

合 計 18,964,946 20,555,593 1,590,647 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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４.役員の異動 

(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) その他の役員の異動（平成16年6月25日付予定） 

①新任監査役候補 

常勤監査役（新任）小檜山 義男（現 当社 業務管理本部 管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 

 

②新任取締役候補 

取締役  （新任）國分 浩二 （現 当社 中央第一統括本部長） 

 

③退任予定監査役 

現 常勤監査役  太田 宣夫 

 

④退任予定取締役 

現 取締役    休場 弘明 

現 取締役    内田 恒雄 

 

５.その他 

該当事項はありません。 

 




