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平成 18年３月期   個別中間財務諸表の概要               平成17年11月18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 ＣＦＯ 
        氏    名 重川 晴彦         ＴＥＬ（０３）５８４７－２７７７ 
決算取締役会開催日  平成17年11月18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 
 
１．17年9月中間期の業績（平成17年４月１日～平成17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 
 
17年９月中間期 
16年９月中間期 

百万円   ％
11,592（△1.9）
11,814（ 15.8）

百万円   ％
521（△31.9）
765（  49.9）

百万円   ％
571（△33.0）
853（  22.2）

17年３月期            24,285 1,897 2,029 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 
17年９月中間期 
16年９月中間期 

百万円   ％
126（△72.4）
456（   7.2）

円   銭
1,861   75
6,915   04 

17年３月期 1,131 15,752   81
(注)①期中平均株式数    17年９月中間期  67,764株 16年９月中間期 66,071株 17年３月期 66,741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 

 
17年９月中間期 
16年９月中間期 

円   銭
0    0
0    0

円   銭
―   ―
―   ―

17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
 
17年９月中間期 
16年９月中間期 

百万円 
12,212 
13,225 

百万円
4,520
4,145

％ 
37.0 
31.3 

円   銭
66,585   83
62,640   65

17年３月期 13,826 4,667 33.8 67,776      81
(注)①期末発行済株式数（自己株式控除後） 
              17年９月中間期 67,895株 16年９月中間期 66,175株 17年３月期 67,685株 
  ②期末自己株式数    17年９月中間期    900株 16年９月中間期   300株 17年３月期   900株 
 
２．18年３月期の業績予想（平成17年４月１日～平成18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 
25,000 

百万円
1,900

百万円
900

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） 13,255円76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。 

  



２ 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16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17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 5,859,322 4,665,161 6,601,589 

２ 受取手形  7,602 5,791 4,470 

３ 売掛金  1,744,562 1,505,538 1,859,022 

４ たな卸資産  679,220 614,948 1,051,465 

５ その他  556,439 542,368 670,653 

貸倒引当金  △36,637 △37,742 △33,957 

流動資産合計   8,810,508 66.6 7,296,066 59.7  10,153,242 73.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 
※1、
2 

934,764 934,827 962,658 

(2) 土地 ※２ 1,187,030 1,378,030 1,187,030 

(3) その他 ※１ 56,907 362,400 81,015 

有形固定資産合計  2,178,703 2,675,258 2,230,704 

２ 無形固定資産  24,039 25,134 22,880 

３ 投資その他の資産    

(1) 長期性預金 ※３ 800,000 1,000,000 ― 

(2) その他 
※2、
4 

1,444,642 1,236,900 1,445,125 

  貸倒引当金  △31,969 △20,508 △25,234 

投資その他の資産 
合計 

 2,212,673 2,216,392 1,419,890 

固定資産合計   4,415,415 33.4 4,916,785 40.3  3,673,476 26.6

資産合計   13,225,924 100.0 12,212,852 100.0  13,826,718 100.0
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前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17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  166,173 99,031 90,284 

２ 買掛金 ※２ 933,653 1,062,102 1,191,444 

３ 短期借入金 ※２ 170,000 170,000 170,000 

４ 未払金 ※６ ― 827,773 526,395 

５ 未払法人税等  339,908 211,986 472,042 

６ 前受保守料  1,266,493 1,040,333 1,157,521 

７ 賞与引当金  287,123 345,900 381,912 

８ その他 ※５ 1,162,424 768,456 1,032,456 

流動負債合計   4,325,774 32.7 4,525,583 37.1  5,022,057 36.3

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 595,000 525,000 560,000 

２ 退職給付引当金 ※６ 397,574 ― 420,062 

３ 役員退職慰労引当金  177,110 156,560 186,147 

４ 長期前受保守料  3,546,049 2,368,827 2,935,511 

５ その他 ※６ 39,170 116,035 35,467 

固定負債合計   4,754,904 36.0 3,166,423 25.9  4,137,188 29.9

負債合計   9,080,679 68.7 7,692,007 63.0  9,159,245 66.2

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   510,575 3.9 565,577 4.6  560,141 4.1

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  439,695 494,697 489,261 

資本剰余金合計   439,695 3.3 494,697 4.1  489,261 3.5

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 

 3,291,360 3,808,951 3,965,845 

利益剰余金合計   3,316,160 25.0 3,833,751 31.4  3,990,645 28.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  3,356 0.0 2,422 0.0  3,029 0.0

Ⅴ 自己株式   △124,542 △0.9 △375,605 △3.1  △375,605 △2.7

資本合計   4,145,245 31.3 4,520,844 37.0  4,667,473 33.8

負債・資本合計   13,225,924 100.0 12,212,852 100.0  13,826,718 100.0

    

 

― 3 ― 



② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 ※４  11,814,865 100.0 11,592,330 100.0  24,285,195 100.0

Ⅱ 売上原価 ※４  6,136,813 51.9 6,047,269 52.2  12,569,624 51.8

売上総利益   5,678,052 48.1 5,545,060 47.8  11,715,570 48.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４  4,912,827 41.6 5,023,940 43.3  9,818,509 40.4

営業利益   765,224 6.5 521,119 4.5  1,897,061 7.8

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  1,895 2,633 3,383 

２ 受取販売奨励金  79,342 25,039 102,205 

３ その他  18,154 99,392 0.8 31,529 59,203 0.5 47,187 152,775 0.6

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  10,628 8,387 19,428 

２ その他  458 11,087 0.1 291 8,679 0.1 1,075 20,503 0.0

経常利益   853,529 7.2 571,643 4.9  2,029,333 8.4

Ⅵ 特別利益   90,163 0.8 16,125 0.2  101,501 0.4

Ⅶ 特別損失 
※2、
3 

 109,838 0.9 336,223 2.9  136,502 0.6

税引前中間(当期) 
純利益 

  833,854 7.1 251,545 2.2  1,994,332 8.2

法人税、住民税 
及び事業税 

 400,611 191,157 989,898 

法人税等調整額  △23,640 376,970 3.2 △65,773 125,384 1.1 △126,934 862,963 3.5

中間(当期)純利益   456,884 3.9 126,161 1.1  1,131,368 4.7

前期繰越利益   2,834,476 3,682,790  2,834,476

中間(当期)未処分 
利益 

  3,291,360 3,808,951  3,965,845
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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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

 

 ③貯蔵品 

最終仕入原価法に基づ

く原価法 

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16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17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 

  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） 

  従業員の退職給付に備

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

引当金として積立ててお

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 

   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。 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

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 

 (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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

   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。 

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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会計処理の変更 

 

前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

――――― (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」「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」（企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第6号）を当中間会計期間か

ら適用しております。 

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。 

――――― 

 

表示方法の変更 
 

前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

(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。 

（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。 

――――― 

 

(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 60 68,462 2,053,800 

新株予約権の行使 150 45,100 3,382,500 
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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16年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17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 

 217,310千円 
 

 292,170千円
 

 266,553千円
 

※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 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 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 

293,000千円

建物 819,103千円

土地 899,703千円

投資その他 
の資産 
(投資不動産) 

224,780千円

計 2,236,587千円
 

  (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 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 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 287,214千円

短期借入金 70,000千円

長期借入金 560,000千円

計 917,214千円
 

※３   ――――― ※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   ――――― 

※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（当中
間 会 計 期 間 末 取 得 原 価
227,685千円、減価償却累計
額77,459千円）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（当事
業年度末取得原価391,845千
円、減価償却累計額92,144千
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   ――――― ※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   ――――― 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 28,722千円

無形固定資産 1,109千円
 

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 81,237千円

無形固定資産 2,268千円
 

※２    ――――― ※２ 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
 

※２    ――――― 

※３    ――――― ※３ 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 

投資不動産
（大阪府） 

投資 
不動産

マンション
(建物及び
土地） 

投資不動産
（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。  

 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。 

※３    ――――― 
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前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

※４ フランチャイズ契約変更 

 当社では、従来全国規模

で販売網拡充を図るため、情

報通信サービス関連事業にお

いて、法人の通信機器事業経

営希望者に対し、フランチャ

イズ契約を結んできました

が、加盟店（フランチャイジ

ー）数の増加に伴う受注案件

の増加により、顧客管理の充

実を図る必要性が生じたた

め、主要な卸売販売加盟店に

ついて契約形態の見直しを行

い、取次販売加盟店と致しま

した。 

 この変更により、当社の販

売価格は、卸売販売加盟店へ

の卸販売価格から一般ユーザ

ーへの直接販売価格へ上昇す

るとともに、取次販売加盟店

への工事委託費用並びに販売

手数料が新たに発生したた

め、従来と同様の方法によっ

た場合と比較して、売上高は

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。 

※４   ――――― ※４ フランチャイズ契約変更 

 当社では、従来全国規模で

販売網拡充を図るため、情報

通信サービス関連事業におい

て、法人の通信機器事業経営

希望者に対し、フランチャイ

ズ契約を結んできましたが、

加盟店（フランチャイジー）

数の増加に伴う受注案件の増

加により、顧客管理の充実を

図る必要性が生じたため、主

要な卸売販売加盟店について

契約形態の見直しを行い、取

次販売加盟店と致しました。

 この変更により、当社の販

売価格は、卸売販売加盟店へ

の卸販売価格から一般ユーザ

ーへの直接販売価格となると

ともに、取次販売加盟店への

工事委託費用並びに販売手数

料が新たに発生したため、従

来と同様の方法によった場合

と 比 較 し て 、 売 上 高 は

1,351,419千円増加し、売上

原価並びに販売手数料もそれ

ぞれ449,244千円、902,175千

円増加しておりますが、営業

利益に与える影響はありませ

ん。 
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(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

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) 

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)

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) 

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 5,152 3,278

有形固定資産 
「その他」 
(工具、器具 
及び備品) 

124,515 38,738 85,777

無形固定資産 
(ソフト 
ウェア) 

216,659 88,816 127,842

合計 349,606 132,707 216,898

  
(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 81,613千円

１年超 197,362千円

合計 278,975千円
 

１年内 66,790千円

１年超 121,527千円

合計 188,318千円
 

１年内 69,237千円

１年超 150,571千円

合計 219,809千円
 

(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 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 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 83,524千円

減価償却費 

相当額 
80,069千円

支払利息相当額 4,638千円
 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

  利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 

 

  利息相当額の算定方法 

   同左 

(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。 

 

当中間会計期間末(平成17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17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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(１株当たり情報) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 62,640円65銭

 

１株当たり純資産額 66,585円83銭

 

１株当たり純資産額 67,776円81銭

 
１株当たり 
中間純利益金額 

6,915円04銭

 

１株当たり 
中間純利益金額 

1,861円75銭

 

１株当たり 
当期純利益金額 

15,752円81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

  (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中

間会計期間における1当たり情報

は、以下のとおりです。 

１株当たり純資産額 52,948円96銭

１株当たり 
中間純利益金額 

6,582円60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

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

1,821円45銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

14,644円92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16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間（当期）純利益 456,884千円 126,161千円 1,131,368千円 

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 456,884千円 126,161千円 1,051,368千円 

普通株式の期中平均株式数 66,071株 67,764株 66,741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 3,689株 1,499株 5,049株 

（うち、新株予約権） 3,689株 1,499株 5,049株 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後1株当たり中間（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：440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：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：440株 
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― ――――― （投資にかかる重要な事象） 
当社の出資先であるベルネット
㈱（取得価額・貸借対照表計上
額200,000千円出資比率0.99%）
について、当社が、平成17年６
月14日付で入手した同社の平成
17年３月期の商法計算書類に継
続企業の前提に関する重要な疑
義が生じている旨の記載がなさ
れております。 
（新株予約権の発行） 
平成17年6月24日開催の定時株主
総会の決議に基づき、商法第280
条ノ20及び第280条ノ21の規定に
基づき、以下の要領により、当
社および当社の子会社ならびに
当社取引先および当社取引先の
取締役、監査役、執行役員およ
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  
当社および当社の子会社な
らびに当社取引先および当
社取引先の取締役、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 

当社普通株式500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 

500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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (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。) におけるジャス
ダック証券取引所が公表す
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。以下「払込金額」と
いう。) 
ただし、当該払込金額が新
株予約権発行の日における
最終価額(当日に最終価額
がない場合は、それに先立
つ直近日の最終価額。) を
下回る場合は、新株予約権
発行の日の最終価額をもっ
て払込金額とする。 
なお､新株予約権発行後、
当社が株式分割または株式
併合を行う場合、それぞれ
効力発生の時をもって次の
算式により払込価額を調整
し、調整により生ずる1円
未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込価額 ＝ 
1 

調整前 
払込価額× 

分割・併合の
比率 

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

調整後行使価額＝ 
 
調整前行使価額× 

新規発行株式数×

１株当たり払込金

額 既発行株式数＋ 

分割・新株発行前

の株価 

既発行株式数＋分割・新規発行によ

る増加株式数 
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前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

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

(６)新株予約権を行使すること
ができる期間 

平成19年７月１日から平成
22年12月31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、執行役員
または使用人の地位で
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 新株予約権の発行時に
おいて当社取引先およ
び当社取引先の役職員
であった対象者は、権
利行使時において、当
社と当社取引先の取引
関係が良好に継続して
いること、および当社
への業積寄与が高いと
判断できることを要す
る。 

⑤ その他の条件について
は本株主総会および取
締役会決議に基づき、
当社が新株予約権者と
の間で締結する「新株
予約権付与契約」の定
めに従うものとする。 

(８)新株予約権の消却事由およ
び消却条件 

① 当社が消滅会社となる
合併契約書が承認され
たとき、当社が完全子
会社となる株式交換契
約書承認の議案ならび
に株式移転の議案につ
き株主総会で承認され
たときは、当社は本件
新株予約権を無償で消
却することができる。 
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前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ② 新株予約権者が、当社
の取締役、監査役およ
び使用人たる地位を失
い、権利を喪失した場
合は、ならびに当社取
引先および当社取引先
の役職員が権利を喪失
した場合、もしくは前
記④に定める条件によ
り、権利を行使する条
件に該当しなくなった
ときは、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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