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平成 17年３月期   個別中間財務諸表の概要               平成16年11月22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）５８４７－２７７７ 
決算取締役会開催日  平成16年11月22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 
 
１．16年9月中間期の業績（平成16年４月１日～平成16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 
 
16年９月中間期 
15年９月中間期 

百万円   ％
11,814（15.8）
10,200（10.3）

百万円   ％
765（ 49.9）
510（△5.1）

百万円   ％
853（22.2）
698（ 4.6）

16年３月期                        20,555 1,274 1,559 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 
16年９月中間期 
15年９月中間期 

百万円   ％
456（ 7.2）
426（12.4）

円   銭
6,915   04
32,912   97 

16年３月期 968 13,656   97
(注)①期中平均株式数    16年９月中間期 66,071株 15年９月中間期 12,948 株 16年３月期 65,075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) 配当状況 

 
１株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
年間配当金 

 
16年９月中間期 
15年９月中間期 

円   銭
0    0
0    0

円   銭
―   ―
―   ―

16年３月期 ―   ― 3,000   00
 
(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９月中間期 
15年９月中間期 

百万円 
13,225 
12,370 

百万円
4,145
3,433

％ 
31.3 
27.8 

円   銭
62,640   65
264,744   77

16年３月期 13,680 3,931 28.7 58,633   45
(注)①期末発行済株式数   16年９月中間期 66,475株 15年９月中間期 12,968株 16年３月期 65,695株 
  ②期末自己株式数    16年９月中間期    300株 15年９月中間期   ―株 16年３月期   300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） 

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 
25,100 

百万円
2,760

百万円
1,518

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） 22,835円65銭 

 

 

 

 

  

※ 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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１．中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２  7,969,617 5,859,322  7,517,833

２ 受取手形   101 7,602  ――

３ 売掛金   1,369,147 1,744,562  1,464,191

４ たな卸資産   590,025 679,220  594,222

５ その他   561,835 556,439  664,385

貸倒引当金   △12,441 △36,637  △25,094

流動資産合計   10,478,286 84.7 8,810,508 66.6  10,215,538 74.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 
※1、
2 

  

(1) 建物   
―

934,764  204,725

(2) 土地   
―

1,187,030  1,255,280

(3) その他   
―

56,907  684,831

有形固定資産合計   768,389 6.2 2,178,703 16.5  2,144,837 15.7

２ 無形固定資産   24,072 0.2 24,039 0.2  26,587 0.2

３ 投資その他の資産    

(1) 長期性預金   ― 800,000  ―

(2) その他 
※2、
3、4

 1,134,967 1,444,642  1,330,005

  貸倒引当金   △35,713 △31,969  △36,170

投資その他の資産 
合計 

  1,099,253 8.9 2,212,673 16.7  1,293,835 9.4

固定資産合計   1,891,715 15.3 4,415,415 33.4  3,465,260 25.3

資産合計   12,370,001 100.0 13,225,924 100.0  13,680,798 100.0
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前中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形   174,929 166,173  141,521

２ 買掛金 ※２  842,223 933,653  849,814

３ 短期借入金 ※２  650,000 170,000  370,000

４ 未払法人税等   391,070 339,908  594,391

５ 前受保守料   1,252,404 1,266,493  1,277,978

６ 賞与引当金   307,169 287,123  342,409

７ その他 ※５  982,527 1,162,424  1,251,978

流動負債合計   4,600,324 37.2 4,325,774 32.7  4,828,093 35.3

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２  ―― 595,000  630,000

２ 退職給付引当金   321,427 397,574  345,691

３ 役員退職慰労引当金   177,162 177,110  189,367

４ 長期前受保守料   3,779,044 3,546,049  3,732,871

５ その他   58,832 39,170  22,850

固定負債合計   4,336,467 35.0 4,754,904 36.0  4,920,781 36.0

負債合計   8,936,791 72.2 9,080,679 68.7  9,748,874 71.3

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   454,607 3.7 510,575 3.9  494,144 3.6

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  383,727 439,695 423,264 

資本剰余金合計   383,727 3.1 439,695 3.3  423,264 3.1

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 

 2,569,001 3,291,360 3,111,561 

利益剰余金合計   2,593,801 21.0 3,316,160 25.0  3,136,361 22.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  1,072 0.0 3,356 0.0  2,696 0.0

Ⅴ 自己株式   ―― ―― △124,542 △0.9  △124,542 △0.9

資本合計   3,433,210 27.8 4,145,245 31.3  3,931,924 28.7

負債・資本合計   12,370,001 100.0 13,225,924 100.0  13,680,798 100.0
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(2) 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(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 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   10,200,509 100.0 11,814,865 100.0  20,555,593 100.0

Ⅱ 売上原価   5,995,736 58.8 6,136,813 51.9  11,767,446 57.2

売上総利益   4,204,773 41.2 5,678,052 48.1  8,788,147 42.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,694,521 36.2 4,912,827 41.6  7,513,820 36.6

営業利益   510,252 5.0 765,224 6.5  1,274,327 6.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  1,138 1,895 2,291 

２ 受取販売奨励金  164,913 79,342 236,332 

３ その他  41,504 207,556 2.0 18,154 99,392 0.8 75,025 313,650 1.5

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  6,074 10,628 11,385 

２ その他  13,465 19,540 0.2 458 11,087 0.1 16,834 28,220 0.1

経常利益   698,268 6.8 853,529 7.2  1,559,757 7.6

Ⅵ 特別利益   66,288 0.7 90,163 0.8  225,108 1.0

Ⅶ 特別損失   9,217 0.1 109,838 0.9  51,283 0.2

税引前中間(当期) 
純利益 

  755,339 7.4 833,854 7.1  1,733,582 8.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 387,040 400,611 876,062 

法人税等調整額  △57,868 329,171 3.2 △23,640 376,970 3.2 △111,206 764,855 3.7

中間(当期)純利益   426,167 4.2 456,884 3.9  968,726 4.7

前期繰越利益   2,142,834 2,834,476  2,142,834

中間(当期)未処分 
利益 

  2,569,001 3,291,360  3,111,561
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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15年４月１日 
至 平成15年９月30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 税引前中間純利益  755,339 

２ 減価償却費  28,512 

３ 貸倒引当金の増減(△)額  △47,834 

４ 賞与引当金の増減(△)額  27,169 

５ 退職給付引当金の増減(△)額  42,305 

６ 役員退職慰労引当金の増減(△)額  4,403 

７ 受取利息及び受取配当金  △1,317 

８ 支払利息  6,074 

９ その他  △36,727 

10 売上債権の増(△)減額  113,454 

11 たな卸資産の増(△)減額  21,809 

12 仕入債務の増減(△)額  △14,436 

13 未払消費税等の増減(△)額  22,584 

14 前受保守料の増減(△)額  △16,817 

15 その他営業活動により生じた資産の増(△)減額  △42,204 

16 その他営業活動により生じた負債の増減(△)額  △88,508 

17 役員賞与の支払額  △70,000 

小計  703,807 

18 利息及び配当金の受取額  1,321 

19 利息の支払額  △5,819 

20 法人税等の支払額  △230,657 

営業活動によるキャッシュ・フロー  468,651 
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前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

区分 
注記
番号

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  △427,000 

２ 定期預金の払戻による収入  250,000 

３ 有形固定資産の取得による支出  △31,288 

４ 無形固定資産の取得による支出  △716 

５ 無形固定資産の売却による収入  33 

６ 投資有価証券の取得による支出  △51,298 

７ 貸付けによる支出  △10,000 

８ 貸付金の回収による収入  15,144 

９ 保険積立金の解約による収入  182,227 

10 その他投資活動による支出  △108,954 

11 その他投資活動による収入  65,172 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △116,678 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金増減  128,000 

２ 長期借入金の返済による支出  △106,000 

３ 株式の発行による収入  8,215 

４ 配当金の支払額  △103,552 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △73,336 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △7,852 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  270,784 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,752,452 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  6,023,237 
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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15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(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 

 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) 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 

(2) 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) 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) 投資不動産 

   同左 

(3) 投資不動産 

   同左 
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項目 
前中間会計期間 

(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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16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。 

(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。 

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 
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項目 
前中間会計期間 

(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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

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 

   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。 

(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 中間キャッシュ・

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。 

―― ―― 
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項目 
前中間会計期間 

(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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

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(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)は固定負

債の「その他」(長期

未払金)に計上してお

ります。 

(3)    ―― (3)    ―― 
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表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

(中間貸借対照表) 

―― 

(中間貸借対照表) 

 前中間会計期間において、「建

物」及び「土地」は一括して有形固

定資産として表示しておりました

が、当中間会計期間末において資産

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「建

物」及び「土地」の金額は、それぞ

れ217,799千円、492,877千円であり

ます。 

(貸借対照表) 

―― 

(キャッシュ・フロー計算書) 

 前中間会計期間において、投資活

動によるキャッシュ・フローの「そ

の他の投資活動による収入」に含め

ていた「保険積立金の解約による収

入」は、重要性が増加したため、当

中間会計期間から区分掲記すること

と致しました。 

 なお、前中間会計期間の「その他

投資活動による収入」に含まれてい

る「保険積立金の解約による収入」

は1,734千円であります。 

(キャッシュ・フロー計算書) 

―― 

(キャッシュ・フロー計算書) 

―― 

 

追加情報 

 

前中間会計期間 
(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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

―― (代理店契約変更) 

 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、代理店契約

を結んできましたが、代理店数の増

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、主要な卸売販売代理店につい

て契約形態の見直しを行い、取次販

売代理店と致しました。 

 この変更により、従来と同様の方

法によった場合と比較して、売上高

は603,422千円増加し、売上原価並

びに販売手数料もそれぞれ164,133

千円、439,289千円増加しておりま

すが、営業利益に与える影響はあり

ません。 

―― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

前事業年度末 
(平成16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 

 217,367千円
 

 217,310千円
 

 240,927千円
 

※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 

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 

293,000千円

建物 844,191千円

土地 899,703千円

投資その他 
の資産 
(投資不動産)

226,863千円

計 2,263,758千円
 

現金及び 
預金 

293,000千円

建物 92,891千円

土地 899,703千円

有形固定資産 
「その他」 
(建設仮勘定) 

630,494千円

投資その他 
の資産 
(投資不動産) 

228,989千円

計 2,145,078千円
 

  (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 278,842千円

短期借入金 495,000千円

計 773,842千円
 

買掛金 230,555千円

短期借入金 70,000千円

長期借入金 595,000千円

計 895,555千円
 

買掛金 255,531千円

短期借入金 370,000千円

長期借入金 630,000千円

計 1,255,531千円
 

※３ 関係会社株式に係る新株式払

込金 

    投資その他の資産には、中

間貸借対照表日を払込期日と

する新株式払込金51,000千円

が含まれております。 

※３     ―― ※３     ―― 

※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410,773千

円、減価償却累計額85,871千

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391,845千

円、減価償却累計額90,018千

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 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     ―― 

 

(当中間期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 480 68,462 34,231
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16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 23,305千円

無形固定資産 997千円
 

有形固定資産 28,722千円

無形固定資産 1,109千円
 

有形固定資産 50,999千円

無形固定資産 2,298千円
 

 

(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15年４月１日 
至 平成15年９月30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 

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
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(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 

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 
(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)

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)

8,430 3,747 4,683

有形固定資産
「その他」 
(工具、器具
及び備品) 

135,475 34,281 101,194

無形固定資産
(ソフト 
ウェア) 

263,115 93,031 170,083

合計 407,021 131,059 275,961

  

 
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) 

8,430 2,341 6,089

有形固定資産 
「その他」 
(工具、器具
及び備品) 

143,906 22,810 121,095

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

253,133 67,041 186,092

合計 405,470 92,194 313,276

  
(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 58,000千円

１年超 162,201千円

合計 220,202千円
 

１年内 81,613千円

１年超 197,362千円

合計 278,975千円
 

１年内 82,800千円

１年超 232,787千円

合計 315,588千円
 

(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 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 42,987千円

減価償却費 
相当額 

41,207千円

支払利息相当額 2,523千円
 

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 

(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、中間貸借対照表日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。 

 

当中間会計期間末(平成16年９月30日) 

子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16年３月31日) 

子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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(デリバティブ取引関係) 

 
前中間会計期間 

(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 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(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15年４月１日 至 平成15年９月30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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(１株当たり情報) 

 

前中間会計期間 
(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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(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 264,744円77銭

 

１株当たり純資産額 62,640円65銭

 

１株当たり純資産額 58,633円45銭

 
１株当たり 
中間純利益金額 

32,912円97銭

 

１株当たり 
中間純利益金額 

6,915円04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 
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31銭

１株当たり 
中間純利益金額 

32,857円21銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

6,549円35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事
業年度における1当たりの情報は、
以下のとおりです。 

１株当たり純資産額 47,909円11銭

１株当たり 
当期純利益金額 

12,073円40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。 
 

 
前中間会計期間 

(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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間（当期）純利益 426,167千円 456,884千円 968,726千円 

普通株主に帰属しない金額 ――千円 ――千円 80,000千円 

（うち役員賞与） ――千円 ――千円 80,000千円 

普通株式に係る中間（当期）純利益 426,167千円 456,884千円 888,726千円 

普通株式の期中平均株式数 12,948株 66,071株 65,075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 604株 3,689株 3,941株 

（うち、新株予約権） 604株 3,689株 3,941株 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後1株当たり中間（当期）純

利益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： 

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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

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）]最終の株主名

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前期にお

ける１株当たり情報及び当期首

に行われたと仮定した場合の当

期における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 
中間純利益 
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 

―― 

  

 該当事項はありません。 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。 
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前中間会計期間 

(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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

２ 平成15年６月26日開催の定時株

主総会において、商法第210条第１

項の規定に基づき、自己株式の取

得に関する取締役会への授権決議

(普通株式300株、取得価額の総額

150百万円)を行っております。 

  これを受けて、平成15年11月17

日開催の取締役会において、以下

の事項を決議しました。 

(1) 取得する株式の種類  普通株式 

(2) 取得する株式の総数    300株 

              (上限) 

(3) 株式の取得価額の総額 

         150,000千円(上限) 

(4) 買付け期間 

平成15年11月25日から 

平成15年12月５日まで 

(5) 買付け方法 

日本証券業協会の規則に従って

行われるJASDAQ市場における買

付け 

 

市場買付けの結果、普通株式300

株(取得価額124,542千円)を取得

しております。 

 (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。 
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前中間会計期間 

(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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

   

 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

 

 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。 
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前中間会計期間 

(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 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

  (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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２．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15年４月１日 
至 平成15年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16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

（％） 

情報通信ｻｰﾋﾞｽ関連事業 2,962,413 111.8 3,116,192 105.2 5,798,161 107.0

移動通信ｻｰﾋﾞｽ関連事業 1,346,976 70.3 1,324,232 98.3 2,640,748 80.7

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ関連事業 27,493 525.3 50,766 184.7 104,558 1,141.5

合計 4,336,883 94.8 4,491,190 103.6 8,543,468 98.2

（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15年４月１日 
至 平成16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 6,100,335 114.5 7,348,108 120.5 12,441,561 114.3

販売手数料 37,582 54.0 112,717 299.9 81,873 63.5

据付 967,293 110.5 1,351,277 139.9 1,931,602 106.5

保守 675,210 122.4 820,128 121.5 1,387,323 120.5

情報通信 

ｻｰﾋﾞｽ 

関連事業 

小計 7,780,422 114.0 9,632,230 123.8 15,842,361 113.3

機器販売高 762,579 86.7 684,951 89.8 1,453,392 78.6

販売手数料 1,323,979 104.8 1,189,798 89.9 2,481,122 97.1

継続手数料 161,418 83.0 127,170 78.8 312,078 82.8

移動通信 

ｻｰﾋﾞｽ 

関連事業 

小計 2,247,977 96.2 2,001,919 89.1 4,246,592 88.8

ＡＳＰｻｰﾋﾞｽ 127,861 140.6 25,438 19.9 237,681 117.0

ｿﾌﾄｳｪｱｻｰﾋﾞｽ 44,248 ― 155,277 350.9 228,957 ―

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

ｻｰﾋﾞｽ 

関連事業 小計 172,109 189.3 180,715 105.0 466,639 229.7

合計  10,200,509 110.3 11,814,865 115.8 20,555,593 108.4

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 


