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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。 

３ 当社は、平成16年９月17日付で普通株式１株に対し普通株式２株の割合で株式分割を行っております。 

  当該株式分割が、平成15年４月１日に実施されたと仮定して遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移を参考までに

記載すると以下のとおりになります。 

  

回次 第22期中 第23期中 第24期中 第22期 第23期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 14,869,511 13,875,421 13,623,426 33,146,332 32,164,954

経常利益又は経常損失
（△） 

(千円) 505,314 123,712 △131,110 3,044,230 2,265,555

中間(当期)純利益又は中
間純損失（△） 

(千円) 254,365 △176,216 △188,127 1,632,627 957,994

純資産額 (千円) 8,535,080 9,501,837 10,311,990 9,853,137 10,656,301

総資産額 (千円) 15,147,572 14,977,848 17,111,249 18,088,842 18,644,253

１株当たり純資産額 (円) 118,542.79 65,984.98 71,611.05 136,624.10 73,934.40

１株当たり中間 
(当期)純利益又は中間純
損失（△） 

(円) 3,532.86 △1,223.72 △1,306.44 22,450.35 6,585.04

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 56.3 63.4 60.3 54.5 57.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 690,364 439,274 179,701 923,736 2,591,906

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △426,836 △939,238 △314,877 △850,554 △1,147,263

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △195,164 210,520 △346,455 △427,164 248,020

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 3,733,205 2,981,813 4,484,171 3,270,404 4,951,304

従業員数 (人) 861 841 1,068 825 871

回次 第22期中 第22期

会計期間 
自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日 

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 (円) 59,271.40 68,312.05 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 1,766.43 11,225.18 



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。 

３ 当社は、平成16年９月17日付で普通株式１株に対し普通株式２株の割合で株式分割を行っております。 

  当該株式分割が、平成15年４月１日に実施されたと仮定して遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移を参考までに

記載すると以下のとおりになります。 

  

回次 第22期中 第23期中 第24期中 第22期 第23期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 14,517,548 13,994,356 11,757,999 32,250,014 31,730,724

経常利益 (千円) 758,046 392,501 464,162 3,251,834 2,852,476

中間(当期)純利益 (千円) 452,430 3,578 393,559 1,791,375 1,359,911

資本金 (千円) 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000

発行済株式総数 (株) 72,000 144,000 144,000 72,000 144,000

純資産額 (千円) 8,519,741 9,667,494 11,279,084 9,842,328 11,060,975

総資産額 (千円) 14,351,929 14,273,692 16,275,066 17,391,021 17,886,713

１株当たり純資産額 (円) 118,329.74 67,135.38 78,326.98 136,473.98 76,783.57

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 6,283.76 24.85 2,733.05 24,655.17 9,415.07

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 2,200.00 1,200.00

自己資本比率 (％) 59.4 67.7 69.3 56.6 61.8

従業員数 (人) 664 630 617 643 609

回次 第22期中 第22期

会計期間 
自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日 

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 (円) 59,164.87 68,236.99 

１株当たり配当額 (円) ― 1,100.00 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 3,141.88 12,327.59 



２ 【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

但し、当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメント区分の方法を変更しております。変更の内容について

は、「第５ 経理の状況 １(1) 中間連結財務諸表 注記事項(セグメント情報)」に記載のとおりであります。 

  

３ 【関係会社の状況】 

  当中間連結会計期間において、次の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

  

(注) １ 特定子会社であります。 

 なお従来、持分法適用関連会社でありましたSYSCOM(USA)Inc.は、議決権の所有割合が50％を超えたことにより、連結
子会社になりました。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、当社グループから当社グループ外への出向者を除いております。 

  臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。 

２ 全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものでありま

す。 

３ 従業員数が前連結会計年度末に比べて、197名増加しておりますが、主として㈱コンピュータシティ及びSYSCOM(USA)

Inc.を新たに連結したことによるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、当社から社外への出向者を除いております。 

臨時雇用者数は、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。 

名称 住所
資本金 
（百万円）

主要な事業
の内容 

議決権の
所有(被所有)割合 

関係内容 
所有割合
(％) 

被所有割合
(％) 

(連結子会社)     

㈱コンピュータシティ 
         （注）1 東京都台東区 203

ソフトウェア
の開発 
ＳＩサービス 

70.0 
 

―
ソフトウェアの開発委託 
役員の兼任１人 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

ソリューション 667 

サービス 238 

フロンティア 67 

全社(共通) 96 

合計 1,068 

従業員数(人) 617 



  
(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが労使関係は円満に推移しております。 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日）の当社グループが属するＩＴサービス関連業界にお

いては、企業収益の改善や内部統制機能の強化対策及び「個人情報保護法」の全面施行による情報セキュリティ対策

の本格化等を背景に、企業におけるＩＴ化投資の見直しが始まりました。また、携帯電話等通信業界においても、新

規参入携帯電話事業者の出現やＩＰ化※、固定電話と無線電話のワンナンバー化の発表等、大きな変革期を迎えつつあ

ります。 

他方、費用対効果の極大化を求める顧客の要求は益々厳しさを増しており、ＩＴサービス関連業界内におけるシス

テムの受注競争と相まって依然として厳しい状況が続いています。 

  

（イ）主要施策 

当社グループは、３ヵ年経営計画を策定し、その初年度となる今年度を「グループ経営元年」と位置づけ、企業グ

ループとしての成長と収益性向上に向けた積極的な事業展開を継続し、当中間連結会計期間においては以下の主要施

策を実施しました。 

  

〔資本参加によるグループ/業容の拡大・再編〕 

従前から資本参加していた株式会社コンピュータシティ（以下コンピュータシティ社）及び持分法適用関連会社と

なっていたＳＹＳＣＯＭ（ＵＳＡ）Ｉｎｃ．（以下ＳＹＳＣＯＭ社）の株式を追加取得して子会社化した結果、当社

グループは当社を含め国内８社、海外３社の構成となりました。 

コンピュータシティ社は、当社グループの「携帯電話事業者向けシステム」「携帯電話コンテンツサービス向けシ

ステム」や「デジタルアーカイブシステム」等の主力ソフトウェア開発委託先でもあり、当該事業におけるグループ

内の開発体制が大幅に強化・整備されました。 

一方、ＳＹＳＣＯＭ社は北米における日系企業向けネットワーク構築・保守サービスを主要事業としており、日米

間でのシームレスなサービス提供が可能となり、データセンター※事業を大幅に強化・整備する事ができました。 

  

〔企業向け事業の展開〕 

インフォベック株式会社（以下インフォベック社）が開発・販売を進める「ＧＲＡＮＤＩＴ」※は、コンソーシアム

※の体制の拡大、拡充を図っています。前連結会計年度末にコンソーシアムに参画した株式会社オージス総研（以下オ

ージス総研社）、株式会社ミロク情報サービス（以下ＭＪＳ社）の両社が、それぞれ本格的な活動を開始しました。

また、「ＧＲＡＮＤＩＴ」機能の向上、充実化も継続推進しており、電子帳票※ソリューション「ＮＥＯＳＳ ｆｏｒ

ＧＲＡＮＤＩＴ」の販売も開始しました。 

また、携帯電話のビジネスシーンでの有効活用ニーズも高まり、電子メール転送・要約サービス「約丸」※に加え

て、携帯電話のカメラ機能を応用した画像収集システム「カシャッ＠メール※（カシャットメール）」ＡＳＰサービス

も現場施工進捗管理や店舗状況報告管理等の用途向けに本格展開を開始しました。さらに、当社グループの株式会社

イメージパートナー（以下イメージパートナー社）が展開する携帯電話を使った金融関連情報配信サービスを加え、

当社グループの携帯電話ソリューションを充実しました。 

  

〔医療・公共機関向け事業の展開〕 

医療機関向けには株式会社言語理解研究所との共同により、繁雑な作業の多い電子カルテ等のシステムの利便性を



向上する「医療用語辞書ソリューション」の提供を開始しました。また、顧客向けサポートを迅速化かつ充実する

事を目的に、まず九州地区において株式会社インフォコム西日本と共同で30人規模の「福岡オフィス」を開設し、営

業及びサポート網の全国展開への端緒を切りました。 

  

〔一般消費者向け事業の展開〕 

株式会社ニュース・サービス・センター（以下ＮＳＣ社）においては経営陣の刷新を行い、収益事業への早期転換

を目標とした営業、運営体制及び営業方針等の抜本的見直しを行いました。携帯電話加入者向けにニュース情報を配

信する各携帯電話事業者公式サイト※「Ｔｈｅ Ｎｅｗｓ（無料）」では、飲食店情報「グルメコンシェルジュ」や派

遣社員求人情報「派遣情報」等の新たなコンテンツの配信を開始しました。さらには、多種多様なエンターテイメン

ト系コンテンツをスピーディーに投入するとともに検索型広告サービスを提供する携帯電話向け非公式サイト「Ｔｈ

ｅ ＧＡＴＥ」※のサービスを開始しました。 

また、ａｕ、Ｖｏｄａｆｏｎｅ向けに携帯電話事業者公式着うたサイト「めちゃうた」※を開始し、かつ、携帯電話

事業者毎に異なっていた着信メロディサイトのブランド名を「めちゃメロ」※に統一しました。 

  

〔フロンティア事業の推進〕 

当中間連結会計期間より、バイオサイエンス、知的財産システム、デジタルアーカイブの各事業を新設した当該セ

グメントに集約して、早期のコア事業化及び新規事業の立ち上げに向けた体制の整備、要員規模の適正化を実施しま

した。 

  

（ロ）売上計上基準の変更及びセグメント区分の変更 

当中間連結会計期間より音楽コンサートチケット等の販売にかかわる売上計上基準を、販売方針の転換に伴い「取

扱高」から「販売手数料」に変更しています。１「業績等の概要」における前中間連結会計期間の売上高の数値につ

いては、比較を容易にするため当中間連結会計期間の計上基準により計算した数値で表示しています。また、「第５

経理の状況 １(1) 中間連結財務諸表 注記事項(セグメント情報)」に記載のとおり、当中間連結会計期間から、事

業の種類別セグメント区分の変更を行っております。このため、以下におけるセグメント情報の前年同期との比較に

関する記載は、変更後のセグメント区分に組替えた金額との比較によっております。 

  



（ハ）連結業績に関する定性的情報 

 当中間連結会計期間の連結売上高は13,623百万円（前年同期 12,870百万円 前年同期比 5.9％増）、連結営業

損失は168百万円（前年同期 連結営業利益79百万円）、連結経常損失は131百万円（前年同期 連結経常利益123百万

円）となりました。また、特別損益については、退職年金制度改革における厚生年金基金の代行返上に伴う特別利益

225百万円、ＮＳＣ社の営業方針の転換に伴う措置として特別損失260百万円を計上し、連結中間純損失188百万円（前

年同期 176百万円）となりました。 

  

〔ソリューション・セグメント〕 

連結売上高7,481百万円（前年同期 7,009百万円 前年同期比 6.7％増）、連結営業損失247百万円（前年同期

連結営業利益163百万円）となりました。 

売上高、営業利益ともに期初見通しに対して下回りましたが、前年同期との比較では、新規連結子会社（イメージ

パートナー社、コンピュータシティ社）の売上高が寄与し連結売上高は増収となりました。一方、インフォベック社

が展開する「ＧＲＡＮＤＩＴ」事業において、前中間連結会計期間に計上したコンソーシアム加入料が当中間連結会

計期間においては生じないため、連結営業損益は損失となりました。 

  

〔サービス・セグメント〕 

連結売上高5,230百万円（前年同期 5,002百万円 前年同期比 4.6％増）、連結営業利益249百万円（前年同期

連結営業利益317百万円 前年同期比 21.3％減）となりました。前年同期の売上高は当中間連結会計期間の計上基準

により計算した数値です。 

売上高は概ね期初見通しを維持したものの、ＮＳＣ社の収益力改善の遅れが影響を与えて営業利益は期初見通しを

下回りました。前年同期との比較では、携帯電話着信メロディの低迷を受けて若干の増収減益となりました。 

  

〔フロンティア・セグメント〕 

 連結売上高911百万円（前年同期 858百万円 前年同期比 6.2％増）、連結営業損失168百万円（前年同期 営

業損失403百万円）となりました。連結売上高、連結営業損失ともに概ね期初見通しの通りに推移しました。前年同期

との比較では、連結売上高は若干の増収となり、バイオサイエンス、知的財産システム、デジタルアーカイブ等全て

において連結営業損失は大幅に縮小しました。 

  



  
〔用語説明〕 

ＩＰ化※ 

たとえば、電話をかける相手との間の通信経路を、インターネットで使用されているＩＰプロトコルベース（イ

ンターネットの基礎となる最も重要な手順等を定めたもの）で構築した電話ネットワークの事。 

  

データセンター※ 

顧客のコンピュータやサーバを預かり、インターネットへの接続回線や保守・運用サービス等を提供する施設。 

サーバを預かり回線や保守を提供するサービスを「ハウジングサービス」と呼ぶ。自らが用意したサーバを顧客

に貸し出す「ホスティングサービス」を提供する業者もある。 

  

「ＧＲＡＮＤＩＴ」※  当社グループのソリューション/サービス 

コンソーシアム方式により各業界を代表するＳＩ企業のノウハウを集大成した完全ウェブ型次世代国産ERPパッケ

ージ。「経理」「債権」「債務」「販売」「調達・在庫」「製造」「人事」「給与」「資産管理」「経費」の計10 

モジュールにより構成。Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．ＮＥＴを採用した業界初の完全ウェブプラットフォームを実装した

ＥＲＰで、ＢＩ(ビジネスインテリジェンス)、ＥＤＩ（電子データ交換）、ワークフロー等の機能を標準搭載し、

多通貨機能、マルチカンパニー、柔軟な組織変更への対応等、大企業にも必要とされる機能を豊富に盛り込んだＥ

ＲＰ製品。 

  

コンソーシアム※ 

共同事業体/事業連合体等の事。 

  

電子帳票※ 

電子データ化された帳簿・伝票類。 

  

「約丸」※  当社グループのソリューション/サービス 

会社のメールから携帯電話へ転送された電子メールを要約し、携帯電話から効率よくメールの内容の確認が出来

るメール転送・要約ＡＳＰサービス。 

  

カシャッ＠メール※  当社グループのソリューション/サービス 

カメラ付き携帯電話を利用した画像収集システム。携帯電話のカメラとメールの機能を利用し、修繕・補修工事

等の現場の状況をオフィスへ報告できるＡＳＰサービス。必要な現場写真を簡単に取り出す事が可能となるほか、

報告書作成機能の利用により従来手作業で実施していた報告書作成の時間も大幅に短縮する。 



携帯電話事業者公式サイト※ 

携帯電話事業者が審査/公認してメニューリストに掲載しているサイト。特に審査もなく自由に作れる「一般サイ

ト」との区別。公式サイトのみ携帯電話事業者が代行して利用料金を請求/回収する。 

  

「Ｔｈｅ ＧＡＴＥ」※  当社グループのソリューション/サービス 

携帯電話３キャリア向けの非公式サイト。「Ｔｈｅ Ｎｅｗｓ（無料）」で提供するコンテンツを新聞に例える

ならば、「Ｔｈｅ ＧＡＴＥ」が提供するコンテンツは週刊誌にあたり、「Ｔｈｅ Ｎｅｗｓ（無料）」「Ｔｈｅ

ＧＡＴＥ」相互に相乗効果を発揮しながらＮＯ１モバイルポータルを目指すエンターテインメントサイト。 

  

「めちゃうた」※  当社グループのソリューション/サービス 

携帯電話事業者（キャリア）向けに着信メロディ（うた入り）の楽曲データを提供するコンテンツサービスの名

称。 

  

「めちゃメロ」※  当社グループのソリューション/サービス 

携帯電話事業者（キャリア）向けに着信メロディの楽曲データを提供するコンテンツサービスの名称。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は4,484百万円となり、前

連結会計年度末4,951百万円に対し467百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、179百万円（前年同期は439百万円）となりました。 

これは主に、税金等調整前中間純損失170百万円（前年同期は税金等調整前中間純損失259百万円）、仕入債務の減少

1,344百万円（前年同期は1,555百万円の減少）、たな卸資産の増加507百万円（前年同期は488百万円の減少）および

法人税等の支払1,208百万円（前年同期は1,085百万円）に対し、減価償却費437百万円（前年同期は358百万円）およ

び売上債権の減少2,993百万円（前年同期は3,198百万円の減少）等があ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） 

投資活動の結果使用した資金は314百万円（前年同期は939百万円）となりました。 

これは投資有価証券の売却による収入161百万円および連結子会社株式取得による収入252百万円に対し、有形固定

資産の取得による支出92百万円（前年同期は69百万円）、自社利用ソフトウェア等無形固定資産の取得による支出495

百万円（前年同期は342百万円）、投資有価証券の取得による支出32百万円（前年同期は327百万円）および連結子会

社株式取得による支出102百万円があ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） 

財務活動による資金の減少は、346百万円（前年同期は210百万円の増加）となりました。 

これは、短期借入金の返済65百万円（前年同期は25百万円の返済）、長期借入金の返済108百万円および配当金の支

払172百万円（前年同期は158百万円）があったことによるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は製造原価によっております。 

２ 金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメントの区分方法を変更しております。また、前年同期比較にあたり前中間

連結会計期間分を変更後の区分に組替えて行なっております。 

  

(2) 商品仕入実績 

当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は実際仕入価額によっております。 

２ 金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメントの区分方法を変更しております。また、前年同期比較にあたり前中間

連結会計期間分を変更後の区分に組替えて行なっております。 

  

(3) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ サービス事業のうちインフォコマース・サービスについては把握が困難なため、受注高及び受注残高に含まれておりませ

ん。 

２ 金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメントの区分方法を変更しております。また、前年同期比較にあたり前中間

連結会計期間分を変更後の区分に組替えて行なっております。 

  

(4) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％) 

ソリューション 3,498,607 100.6 

サービス 1,554,931 102.4 

フロンティア 281,392 82.3 

合計 5,334,931 100.0 

事業の種類別セグメントの名称 商品仕入高(千円) 前年同期比(％) 

ソリューション 1,872,367 131.5 

サービス 2,267,666 72.3 

フロンティア 231,327 74.0 

合計 4,371,361 89.7 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

ソリューション 7,277,259 121.4 4,559,263 117.6 

サービス 2,667,173 366.0 3,331,101 133.0 

フロンティア 1,143,200 86.4 775,814 83.1 

合計 11,087,632 137.8 8,666,178 118.4 



(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

２ 上記いずれの表の金額にも消費税等は含まれておりません。 

３ 当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメントの区分方法を変更しております。また、前年同期比較にあたり前中間

連結会計期間分を変更後の区分に組替えて行なっております。 

４ ＫＤＤＩ株式会社につきましては前中間連結会計期間で、販売実績が10％未満であるため記載を省略しております。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

ソリューション 7,481,650 106.7 

サービス 5,230,645 87.1 

フロンティア 911,130 106.2 

合計 13,623,426 98.2 

相手先 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

KDDI株式会社 － － 1,533,033 11.3



５ 【研究開発活動】 

当社グループでは、当社グループの技術的な競争力を高めるコア技術獲得を狙う産学連携によるコーポレート研

究開発活動、並びに、各事業領域のソリューションやサービスの強化を目的とした先端技術の研究開発を継続的に

実施しております。 

  

コーポレート研究開発では、昨年より、徳島大学発のベンチャー企業である株式会社言語理解研究所と３年間に

わたる共同研究を開始しました。当中間連結会計期間では、ライフサイエンス領域において、医療機関の臨床検査

記録を解析理解する為の「問題抽出エンジン」及び「辞書」を試作し、言語的アプローチによる診断支援の仕組み

を研究しました。また、ユビキタス社会における新たなユーザーインターフェースの提供に向け、音声対話や意図

理解に必要となる言語理解エンジンの先端的知識学習機能の研究を行いました。これらはフロンティア・セグメン

トの研究開発費で処理され33百万円となりました。 

  

個別事業では、ライフサイエンス分野において、大阪大学医学部と共同で、検査データに基き薬剤処方の妥当性

評価の仕組みの試作、評価を実施しました。また、エンタープライズ分野では、2005年度4月に施行されたe-文書法

に対応する新期製品の開発を実施いたしました。これらはソリューション・セグメントの研究開発費で処理され23

百万円となりました。 

  

その結果、当中間連結会計期間の研究開発費は、56百万円となりました。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 576,000

計 576,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年11月25日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 144,000 144,000
ジャスダック証券
取引所 

― 

計 144,000 144,000 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年９月30日 ― 144,000 ― 1,590,000 ― 1,442,000



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

帝人株式会社 
大阪府大阪市中央区南本町１丁目６番７
号 

72,200 50.13

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10
号 

5,660 3.93

インフォコム従業員持株会 東京都千代田区神田駿河台３丁目11番 2,347 1.62

バンクオブニューヨークジーシ
ーエムクライアントアカウンツ
イーアイエスジー（常任代理人 
株式会社東京三菱銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 
LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１
号） 

2,224 1.54

ビービーエイチパトナムインタ
ーナショナルボイジャーファン
ド（常任代理人 香港上海銀行
東京支店） 

ONE POST OFFICE SQ BOSTON
MASSACHUSETTS 02109 
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号） 

1,898 1.31

バンクインリヒテンシュタイン
(常任代理人 株式会社東京三
菱銀行) 

9490  VADUZ,FURSTENTUM  LIECHTENSTEIN
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１
号） 

1,678 1.16

ＵＦＪつばさ証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 892 0.61

日興コーディアル証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町６番５号 827 0.57

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６番４号 497 0.34

マネックスビーンズ証券株式会
社 

東京都千代田区丸の内１丁目11番１号 458 0.31

計 ― 88,681 61.58



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が15株(議決権15個)含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価はジャスダック証券取引所公表のものであります。 

  

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 144,000 144,000 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 144,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 144,000 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 168,000 187,000 187,000 224,000 172,000 164,000

最低(円) 135,000 152,000 163,000 167,000 138,000 140,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  ただし、前中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日 内閣府令第5号）附則第3項のただ

し書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  ただし、前中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日 内閣府令第5号）附則第3項のただし書

きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の

中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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    2,661,939 4,228,454   4,671,087 

２ 受取手形及び売掛金    5,218,592 4,873,789   7,337,795 

３ 有価証券    49,994 ―   ― 

４ たな卸資産    846,800 994,533   481,201 

５ 繰延税金資産    422,783 553,799   407,757 

６ その他    908,349 912,214   801,211 

貸倒引当金    △6,768 △4,113   △9,192 

流動資産合計    10,101,691 67.4 11,558,677 67.6   13,689,861 73.4

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物及び構築物 ※２ 311,024   465,052 442,460   

(2) 機械装置及び運 
  搬具   87   12,000 232   

(3) 工具器具備品   278,239   374,408 344,039   

(4) 土地 ※２ ― 589,351 73,300 924,760 73,300 860,032 

２ 無形固定資産          

(1) ソフトウェア   1,288,684   1,605,569 1,458,015   

(2) 連結調整勘定   305,187   876,802 402,546   

(3) その他   70,361 1,664,233 113,857 2,596,228 113,867 1,974,430 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   723,705   314,770 473,508   

(2) 繰延税金資産   76,279   195,190 186,336   

(3) 長期前払費用   1,147,581   818,541 814,370   

(4) その他   675,006 2,622,572 703,080 2,031,583 645,712 2,119,928 

固定資産合計    4,876,157 32.6 5,552,572 32.4   4,954,391 26.6

資産合計    14,977,848 100.0 17,111,249 100.0   18,644,253 100.0

           



  

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 買掛金    2,406,548 2,015,492   3,183,238 

２ 短期借入金    ― 110,828   38,200 

３ 一年以内返済 
  予定の長期借入金 ※２  ― 194,086   105,704 

４ 未払法人税等    115,019 344,797   1,180,699 

５ 前受金    746,877 886,527   679,631 

６ 賞与引当金    785,408 837,899   652,486 

７ 受注損失引当金    ― 92,051   ― 

８ その他    822,542 1,143,050   1,303,418 

流動負債合計    4,876,397 32.6 5,624,733 32.9   7,143,378 38.3

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金 ※２  ― 460,229   186,598 

２ 退職給付引当金    42,967 170,548   194,536 

３ 役員退職慰労引当金    86,253 122,107   105,463 

４ その他    18.400 8,540   8,041 

固定負債合計    147,621 1.0 761,425 4.4   494,639 2.6

負債合計    5,024,018 33.6 6,386,158 37.3   7,638,018 40.9

(少数株主持分)          

少数株主持分    451,992 3.0 413,100 2.4   349,933 1.9

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    1,590,000 10.6 1,590,000 9.3   1,590,000 8.5

Ⅱ 資本剰余金    1,442,000 9.6 1,442,000 8.4   1,442,000 7.7

Ⅲ 利益剰余金    6,546,870 43.7 7,310,404 42.8   7,681,080 41.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    △33,510 △0.2 4,325 0.0   3,637 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定    △43,522 △0.3 △34,739 △0.2   △60,416 △0.3

資本合計    9,501,837 63.4 10,311,990 60.3   10,656,301 57.2

負債、少数株主持分 
及び資本合計    14,977,848 100.0 17,111,249 100.0   18,644,253 100.0

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(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   13,875,421 100.0 13,623,426 100.0 32,164,954 100.0 

Ⅱ 売上原価   9,915,703 71.5 9,236,656 67.8 22,352,448 69.5 

売上総利益   3,959,718 28.5 4,386,769 32.2 9,812,505 30.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 3,879,842 27.9 4,555,254 33.4 7,609,255 23.7 
営業利益又は営業損 
失（△）   79,875 0.6 △168,485 △1.2 2,203,250 6.8 

Ⅳ 営業外収益         

１ 受取利息及び 
  受取配当金   740   3,170 2,550     

２ 退職給付会計 
  基準変更時差異   25,549   ― 34,065     

３ 貸倒引当金戻入益   2,893   19,418 1,082     

４ その他   22,207 51,390 0.4 31,411 54,000 0.4 40,348 78,047 0.2 

Ⅴ 営業外費用         

１ 支払利息   527   10,618 1,022     
２ 持分法による投資損
失   ―   ― 7,141     

３ 為替差損   5,892   3,493 5,097     

４ その他   1,134 7,554 0.1 2,513 16,625 0.2 2,480 15,741 0.0 

経常利益又は経常損 
失（△）   123,712 0.9 △131,110 △1.0 2,265,555 7.0 

Ⅵ 特別利益         

１ 固定資産売却益 ※２ ―   47 1,313     

２ 投資有価証券売却益   ―   23,484 97,087     

３ 厚生年金代行返上益   ― ― ― 225,801 249,333 1.9 ― 98,401 0.3 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産除却損 ※３ 2,004   9,646 25,687     

２ 投資有価証券売却損   ―   484 ―     

３ 投資有価証券評価損   57,854   18,260 82,802     

４ 割増退職金   323,471   ― 323,471     

５ 持分変動損失   ―   ― 13,514     

６ 代理販売契約解約料   ―   260,000 ―     

７ 退職給付制度間 
移行損失   ― 383,330 2.8 ― 288,391 2.1 221,406 666,882 2.0 

税金等調整前 
当期純利益 
又 は 中 間 純 損 失
（△） 

  △259,618 △1.9 △170,168 △1.2 1,697,074 5.3 

法人税、住民税 
及び事業税 ※４ 72,833   325,294 1,164,274     

法人税等調整額   △8,666 64,166 0.5 △157,259 168,035 1.3 △129,194 1,035,079 3.2 

少数株主損失   147,568 1.1 150,075 1.1 295,998 0.9 

当期純利益 
又 は 中 間 純 損 失
（△） 

  △176,216 △1.3 △188,127 △1.4 957,994 3.0 

          



  
③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(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) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,442,000 1,442,000   1,442,000

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

  1,442,000 1,442,000   1,442,000

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   6,897,689 7,681,080   6,897,689

Ⅱ 利益剰余金増加高     

 当期純利益 ― ― ― ― 957,994 957,994

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金 158,400 172,800 158,400 

２ 役員賞与 16,202 9,748 16,202 

３ 中間純損失 176,216 350,818 188,127 370,676 ― 174,602

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

  6,546,870 7,310,404   7,681,080

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

   

税金等調整前 
中間(当期)純利益又は 
中間純損失（△） 

 △259,618 △170,168 1,697,074 

減価償却費  358,200 437,373 727,108 

連結調整勘定償却額  43,607 79,008 87,206 

投資有価証券評価損  57,854 18,260 82,802 

投資有価証券売却益  ― △23,484 △97,087 

投資有価証券売却損  ― 484 ― 

貸倒引当金の増加額 
（△減少額） 

 △3,609 △20,278 △1,185 

賞与引当金の増加額 
（△減少額） 

 △13,627 156,711 △146,549 

受注損失引当金の増加額 
（△減少額） 

 ― 92,051 ― 

退職給付引当金の増加額 
（△減少額） 

 701 △277,441 135,939 

役員退職慰労引当金の増加額 
（△減少額） 

 19,227 16,644 38,437 

受取利息及び受取配当金  △740 △3,170 △2,550 

支払利息  527 10,618 1,022 

持分法による投資損益  ― ― 7,141 

子会社持分変動損失  ― ― 13,514 

有形固定資産売却益  ― △47 △1,313 

有形固定資産除却損  1,889 9,118 5,128 

無形固定資産除却損  115 528 20,558 

代理販売契約解約料  ― 260,000 ― 

売上債権の減少額 
（△増加額） 

 3,198,276 2,993,118 1,163,070 

たな卸資産の減少額 
（△増加額） 

 488,385 △507,637 882,480 

その他資産の減少額 
（△増加額） 

 △363,515 △6,331 21,855 

仕入債務の増加額 
（△減少額） 

 △1,555,013 △1,344,871 △799,347 

その他負債の増加額 
（△減少額） 

 △432,575 △55,386 △127,408 

役員賞与の支払額  △16,202 △9,748 △16,202 

小計  1,523,881 1,655,350 3,691,694 

利息及び配当金の受取額  1,615 3,033 3,266 

利息の支払額  △527 △10,618 △1,022 

代理販売契約解約料の支払額  ― △260,000 ― 

法人税等の支払額  △1,085,695 △1,208,065 △1,102,032 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 439,274 179,701 2,591,906 



  

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

定期預金の預入・払出  ― 808 ―

有価証券の償還による収入  ― ― 50,000

有形固定資産 
の取得による支出 

 △69,096 △92,361 △163,058

無形固定資産 
の取得による支出 

 △342,640 △495,116 △752,963

有形固定資産 
の売却による収入 

 ― 8,312 2,189

投資有価証券 
の取得による支出 

 △327,296 △32,973 △318,064

投資有価証券 
の売却による収入 

 ― 161,372 346,814

連結子会社株式 
取得による支出 

 ― △102,235 △71,898

連結子会社株式 
取得による収入 

 ― 252,776 ―

貸付による支出  ― ― △85,000

差入保証金の差入による支出  △6,991 △30,522 △12,099

差入保証金の返還による収入  3,500 32,176 51,093

その他投資等 
の取得による支出 

 △213,595 △25,871 △215,442

その他投資等 
の回収による収入 

 16,881 8,755 21,166

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △939,238 △314,877 △1,147,263

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の増減額  △25,000 △65,114 △25,000

長期借入金の返済による支出  ― △108,541 ―

少数株主からの払込みに 
よる収入 

 393,920 ― 431,420

配当金の支払額  △158,400 △172,800 △158,400

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 210,520 △346,455 248,020

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 853 14,499 △11,762

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額（△減少額） 

 △288,590 △467,132 1,680,900

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 3,270,404 4,951,304 3,270,404

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 2,981,813 4,484,171 4,951,304

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1)連結子会社の数 ７社 

連結子会社名 

 インフォコムサービス株

式会社、株式会社インフォ

コム西日本、株式会社イン

フ ォ コ ム 四 国、Infocom 

America Inc.、Lighthouse 

Data Solutions, LLC、株

式会社ニユース・サービ

ス・センター、インフォベ

ック株式会社であり、すべ

ての子会社を連結対象とし

ております。 

(1)連結子会社の数 10社 

連結子会社名 

 インフォコムサービス株

式会社、株式会社インフォ

コム西日本、株式会社イン

フ ォ コ ム 四 国、Infocom 

America Inc.、Lighthouse 

Data Solutions, LLC、株

式会社ニユース・サービ

ス・センター、インフォベ

ック株式会社、株式会社イ

メージパートナー、株式会

社コンピュータシティ、

SYSCOM(USA)Inc.でありま

す。 

 株式会社コンピュータシ

ティは平成17年６月の株式

追加取得により子会社とな

ったため、当中間連結会計

期間より連結の範囲に含め

ております。 

 また、SYSCOM(USA)Inc.

は、従来持分法適用会社で

ありましたが、議決権所有

割合が50％を超えたため、

当中間連結会計期間より連

結の範囲に含めておりま

す。 

(1)連結子会社の数 ８社 

連結子会社名 

 インフォコムサービス株

式会社、株式会社インフォ

コム西日本、株式会社イン

フ ォ コ ム 四 国、Infocom 

America Inc.、Lighthouse 

Data Solutions, LLC、株

式会社ニユース・サービ

ス・センター、インフォベ

ック株式会社、株式会社イ

メージパートナーでありま

す。 

 株式会社イメージパート

ナーは平成17年３月の株式

追加取得により子会社とな

ったため、当連結会計年度

から連結の範囲に含めてお

ります。なお、みなし取得

日を当連結会計年度末日と

したため、当連結会計年度

は貸借対照表のみを連結し

ております。 

    

   ――――― 

(2)非連結子会社の数 

       ２社 

非連結子会社名 

Vietnam  Image  Partner 

System Co.,Ltd 

共生リース株式会社 

連結の範囲から除いた理由 

 Vietnam Image Partner 

System Co.,Ltdは小規模会

社であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益及び利

益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであり

ます。共生リース株式会社

は、休眠会社であるため、

連結の範囲から除いており

ます。 

(2)非連結子会社の数 

       １社 

非連結子会社名 

Vietnam  Image  Partner 

System Co.,Ltd 

  

連結の範囲から除いた理由 

 小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、当期純

損益及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためで

あります。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

２ 持分法の適用に関

する事項 

(1)持分法適用の関連会社

数         １社 

SYSCOM(USA)Inc.で あ り

すべての関連会社を持分法

適用会社としております。 

な お、SYSCOM(USA)Inc.

については、みなし取得日

が当中間連結会計期間末で

あるため、中間連結財務諸

表に及ぼす影響はありませ

ん。 

(1)持分法適用の関連会社

数 

該当する会社はありませ

ん。 

(1)持分法適用の関連会社

数         １社 

関連会社名 

SYSCOM(USA)Inc. 

 なお、SYSCOM(USA)Inc.

については、新たに株式

を取得したことから、当

連結会計年度より持分法

適用の関連会社に含めて

おります。 

    

   ――――― 

(2)持分法を適用しない非

連結子会社数    ２社 

持分法非適用非連結子会 

社名 

Vietnam Image Partner System 

Co.,Ltd 

共生リース株式会社 

持分法を適用しない理由 

 Vietnam Image Partner 

System Co.,Ltdは中間純損

益及び利益剰余金（持分に

見合う額）等に及ぼす影響

が軽微であるため、持分法

の適用から除外しておりま

す。共生リース株式会社

は、休眠会社であるため、

持分法の適用から除外して

おります。 

  

(2)持分法を適用しない非

連結子会社数    １社 

持分法非適用非連結子会 

社名 

Vietnam Image Partner System 

Co.,Ltd 

  

持分法を適用しない理由 

 当期純損益及び利益剰

余金（持分に見合う額）

等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても

重要性がないため、持分

法の適用から除外してお

ります。 

    

   ――――― 

(3)持分法を適用しない関

連会社数      １社 

持分法非適用会社名 

株式会社ドリームラボ 

 中間純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）等に

及ぼす影響が軽微であるた

め、持分法の適用から除外

しております。 

  

  

   ――――― 

    

   ――――― 

  

   ――――― 

(4)持分法適用の手続きに

ついて特に記述する必要

があると認められる事項 

 持分法適用会社のう

ち、決算日が異なる会社

については、当該会社の

事業年度に係る財務諸表

を使用しております。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 連結子会社の中間

決算日（決算日）

等に関する事項 

 連 結 子 会 社 の うち

Infocom America Inc.及び

Lighthouse Data Solution 

s,LLC以外の中間決算日は

中間連結決算日と一致して

おります。 

 Infocom America Inc.及 

びLig h t h o u s e  D a t a  

Solutions,LLC に つ い て

は、６月30日を中間決算日

として中間連結財務諸表の

作成に当たっては同日現在

の仮決算を行った中間財務

諸表を使用し、中間連結決

算日と上記の中間決算日と

の間に生じた重要な取引に

ついては連結上必要な調整

を行っております。 

  

 連結子会社のうち中間決

算日が中間連結決算日と異

なる子会社は、下記の４社

であります。 

Infocom America Inc. 

中間決算日 ６月30日 

Lighthouse Data 

Solutions, LLC 

中間決算日 ６月30日 

SYSCOM(USA)Inc. 

中間決算日 ６月30日 

株式会社イメージパートナ

ー 

中間決算日 ５月31日 

上記のうち、株式会社イメ

ージパートナーは、8月31

日で仮決算を行った上で連

結しております。その他３

社は、各社の中間決算日の

財務諸表に基づき連結して

おります。なお、当該会社

の中間決算日と中間連結決

算日との間に生じた重要な

取引については連結上必要

な調整を行っております。 

  

連結子会社のうち決算日

が連結決算日と異なる子会

社は、下記の３社でありま

す。 

Infocom America Inc. 

決算日 12月31日 

Lighthouse Data 

Solutions, LLC 

決算日 12月31日 

株式会社イメージパートナ

ー 

決算日 11月30日 

上記のうち、株式会社イメ

ージパートナーは、2月28

日で仮決算を行った上で連

結しております。その他２

社は、各社の決算日の財務

諸表に基づき連結しており

ます。なお、当該会社の決

算日と連結決算日との間に

生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っ

ております。 

  

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   満期保有目的の債券 

    償却原価法(定額

法)を採用しており

ます。 

   その他有価証券 

  (イ)時価のあるもの 

    中間連結決算日の

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）を採用してお

ります。 

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   ――――― 

  

  

  

   その他有価証券 

  (イ)時価のあるもの 

    同左 

  

  

  

  

  

  

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   満期保有目的の債券 

    償却原価法(定額

法)を採用しており

ます。 

   その他有価証券 

  (イ)時価のあるもの 

    連結決算日の市場

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)を採用しており

ます。 

    (ロ)時価のないもの 

    移動平均法による

原価法を採用してお

ります。 

  (ロ)時価のないもの 

    同左 

  

  (ロ)時価のないもの 

    同左 

  

  



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   ② たな卸資産 

  (イ)商品 

    先入先出法による

原価法を採用してお

ります。 

  

 ② たな卸資産 

  (イ)商品 

    同左 

 ② たな卸資産 

  (イ)商品 

    同左 

    (ロ)仕掛品 

    個別法による原価

法を採用しておりま

す。 

  

  (ロ)仕掛品 

    同左 

  (ロ)仕掛品 

    同左 

  (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   原則として定額法を

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 

      15年 

   工具器具備品 

      ４年～６年 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   原則として定額法を

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 

      15年～24年 

   工具器具備品 

      ４年～６年 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   原則として定額法を

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 

      15年～24年 

   工具器具備品 

      ４年～６年 

   ② 無形固定資産 

   定額法を採用してお

ります。 

   但し、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(主として３

～５年)に基づく定額

法を採用しており、市

場販売目的のソフトウ

ェアについては、見積

販売数量を基準として

販売数量に応じた割合

に基づく償却額と、販

売可能期間(３年)に基

づく償却額のいずれか

多い金額をもって償却

する方法を採用してお

ります。 

 ② 無形固定資産 

   同左 

  

 ② 無形固定資産 

   同左 

  



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (3) 重要な引当金の計上基

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

実績率等により、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。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

   同左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

   同左 

   ② 賞与引当金 

   従業員に対して支給

する賞与の支出に充て

るため、将来の支給見

込額のうち当中間連結

会計期間の負担額を計

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

する賞与の支出に充て

るため、将来の支給見

込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上し

ております。 

    

   ――――― 

  

 ③ 受注損失引当金 

   受注済案件のうち、

当中間連結会計期間末

で将来の損失が確実に

見込まれ、かつ、当該

損失額を合理的に見積

もることが可能なもの

については、将来の損

失に備えるため、損失

見積額を計上しており

ます。 

  

   ――――― 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   ④ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ております。 

   なお、会計基準変更

時差異(255,489千円)

については、５年で按

分し、中間連結会計期

間では年間計上額の２

分の１を営業外収益に

計上しております。 

   数理計算上の差異

は、発生年度の翌連結

会計年度より５年間の

定額法で処理すること

としております。 

  

 ④ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ております。また国内

連結子会社において

は、簡便法を適用して

おります。 

   数理計算上の差異

は、発生年度の翌連結

会計年度より５年間の

定額法で処理すること

としております。 

   過去勤務債務はその

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）によ

る定額法で処理してお

ります。 

  

 ④ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上

しております。また国

内連結子会社において

は、簡便法を適用して

おります。 

   なお、会計基準変更

時差異については、５

年による均等額を営業

外収益に計上しており

ます。 

   数理計算上の差異

は、発生年度の翌連結

会計年度より５年間の

定額法で処理すること

としております。 

   過去勤務債務はその

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）によ

る定額法で処理してお

ります。 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  

  

  

  

  

    （追加情報） 

   当社及び一部の連結

子会社は、確定給付企

業年金法の施行に伴

い、厚生年金基金の代

行部分について、将来

分と過去分同時返上を

申請し、平成17年９月

１日付けで厚生労働大

臣から認可を受けまし

た。 

   その結果、当中間連

結会計期間において厚

生年金代行返上益とし

て特別利益で225,801

千円を計上しておりま

す。 

  

  （追加情報） 

   当社及び一部の連

結子会社は、退職給

付制度の見直しを行

い、平成16年12月１

日をもって適格退職

年金制度又は退職一

時金制度から確定拠

出年金制度へ移行す

るとともに、従来ま

で加入していた連合

型の厚生年金基金で

ある日商岩井グルー

プ厚生年金基金から

連合型のインフォコ

ムグループ厚生年金

基金を分割設立いた

しました。 

   適格退職年金制度か

ら確定拠出年金制度へ

の移行に伴い、「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）に従って適格退

職年金制度の終了の会

計処理を行い、当連結

会計年度において退職

給付制度間移行損失と

し て 特 別 損 失 で

221,406千円を計上し

ております。またイン

フォコムグループ厚生

年金基金の分割設立に

伴い、当連結会計年度

において退職給付費用

は112,119千円増加し

ております。 

  



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   ④ 役員退職慰労引当金 

   役員ならびに執行役

員に対する退職慰労金

に充てるため、内規に

基づく中間期末要支給

額を計上しておりま

す。 

 ④ 役員退職慰労引当金 

   同左 

  

  

  

  

  

 ④ 役員退職慰労引当金 

   役員ならびに執行役

員に対する退職慰労金

に充てるため、内規に

基づく期末要支給額を

計上しております。 

  

  (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

  外貨建金銭債権債務

は、振当処理を行ってい

るものを除き、中間連結

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。 

  なお、在外子会社の資

産、負債、収益及び費用

は、在外子会社の中間決

算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差

額は少数株主持分及び資

本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上し

ております。 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

  同左 

  

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

  外貨建金銭債権債務

は、振当処理を行ってい

るものを除き、連結決算

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。 

  なお、在外子会社の資

産、負債、収益及び費用

は、在外子会社の決算日

の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は

少数株主持分及び資本の

部における為替換算調整

勘定に含めて計上してお

ります。 

  (5) 重要なリース取引の処

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。 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

  同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

  同左 

  (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理を採

用しております。な

お、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処

理の要件を充たしてい

る場合には、振当処理

を採用しております。 

  

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   同左 

  

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

   ヘッジ手段 

   …為替予約及び通貨

オプション 

   ヘッジ対象 

   …外貨建仕入債務及

び外貨建投資 

  

  

  

  

  

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

(ヘッジ手

段) 

(ヘッジ対象)

為替予約 外貨建仕入債

務及び外貨建

投資 

通貨オプシ

ョン 

同上 

金利スワッ

プ 

借入金の利息

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

   同左 

   ③ ヘッジ方針 

   為替変動リスクの低

減のため、対象債務及

び投資額の範囲内でヘ

ッジを行っておりま

す。 

 ③ ヘッジ方針 

   為替及び金利変動リ

スクの低減のため、対

象債務及び投資額の範

囲以内でヘッジを行っ

ております。 

 ③ ヘッジ方針 

   同左 

   ④ ヘッジ有効性評価の

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

象とヘッジ手段の相場

変動の累計を比較し、

両者の変動額等を基礎

にして判断しておりま

す。 

 ④ ヘッジ有効性評価の

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

象とヘッジ手段の為替

相場及び市場金利変動

の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にし

て判断しております。 

 ④ ヘッジ有効性評価の

方法 

   同左 

  (7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本と

なる重要な事項 

  消費税等の処理方法 

  消費税等の会計処理は

税抜方式によっており

ます。 

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本と

なる重要な事項 

  消費税等の処理方法 

  同左 

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

  消費税等の処理方法 

  同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

 中間連結キャッシュ・

フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)

は、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。 

 同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、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。 



  
会計処理の変更 

  

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  

     ――――― 

  

（売上計上基準の変更） 

 当中間連結会計期間より音楽コン

サートチケットなどの販売にかかわ

る売上計上基準を、取扱高から販売

手数料に変更いたしました。この変

更は、音楽コンサートチケットなど

の販売方針を、従来の付加価値を加

えて差別化をはかることを重視する

方針から関連グッズ販売を含めた全

体としての販売効率を重視する方針

に転換したことに伴い、販売手数料

を売上高とすることがより適切であ

るために実施したものです。 

 この結果、従来の方法に比較し

て、売上高が1,535,404千円減少し

ておりますが損益に与える影響はあ

りません。なお、上記変更に伴うセ

グメント情報に与える影響は（セグ

メント情報）に記載しております。 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「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）を適用しております。これ

による損益への影響はありません。 

  

     ――――― 

  



表示方法の変更 

  

  

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

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しておりました「長期前払費用」に

ついては、資産の総額の100分の５超となったため、当

中間連結会計期間より区分掲記しております。なお、前

中間連結会計期間の長期前払費用は658,325千円であり

ます。 

  

      ――――――――――――― 



追加情報 

  

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  

     ――――― 

  

  

     ――――― 

  

「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、平成16年

4月1日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から

「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（平成16

年2月13日 企業会計基準委員会

実務対応報告第12号）に従い法人

事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理

費が46,746千円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益が、46,746千円減少して

おります。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

454,195千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

914,217千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

782,024千円 

  

     ――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

※２ 担保資産 

   建物及び構築物、土地のうち

長期借入金93,424千円及び１年

以内返済予定の長期借入金

36,688千円の担保として抵当に

供しているものは次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 85,926千円

土地 73,300千円

計 159,226千円

※２ 担保資産 

   建物及び構築物、土地のうち

長期借入金108,559千円及び1年

以内返済予定の長期借入金

45,367千円の担保として抵当に

供しているものは次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 85,565千円

土地 73,300千円

計 158,865千円



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

給料 1,092,196千円

賞与引当金 
繰入額 

373,202千円

退職給付費用 80,057千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

18,906千円

給料 1,253,413千円

賞与引当金 
繰入額 

375,447千円

退職給付費用 127,651千円

役員退職慰労
引当金繰入額 

23,070千円

給与 2,224,117千円

賞与引当金
繰入額 

248,200千円

退職給付費用 208,663千円

役員退職慰労
引当金繰入額 

38,905千円

――――― 

  

※２ 固定資産売却益の内訳 

工具器具備品 47千円

※２ 固定資産売却益の内訳 

工具器具備品 1,313千円

※３ 固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 1,889千円

その他 115千円

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 2,030千円

車輌運搬具 1,366千円

工具器具備品 5,721千円

その他 528千円

※３ 固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 5,128千円

ソフトウェア 20,443千円

その他 115千円

※４ 税額計算における諸準備金等

の取扱い 

   中間連結決算における税額計

算において特別償却準備金及

びプログラム等準備金を利益

処分により取崩したものとみ

なしております。 

※４ 税額計算における諸準備金等

の取扱い 

   同左 

  

――――― 

  



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成16年９月30日現在) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成17年９月30日現在) 

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

(平成17年３月31日現在) 

  

  

(注) 関係会社預け金は、流動資産

のその他に含まれております。 

  

現金及び預金勘定 2,661,939千円

関係会社預け金 319,874千円

現金及び現金同等物 2,981,813千円

  

  

(注) 関係会社預け金は、流動資産

のその他に含まれております。 

  

現金及び預金勘定 4,228,454千円

関係会社預け金 280,718千円

預入期間３か月超の
定期預金 

△25,001千円

現金及び現金同等物 4,484,171千円

  

  

(注) 関係会社預け金は、流動資産

のその他に含まれております。 

  

現金及び預金勘定 4,671,087千円

関係会社預け金 281,026千円

預入期間３か月超の 
定期預金 

△810千円

現金及び現金同等物 4,951,304千円



(リース取引関係) 

  

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 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

び中間期末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

 (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) 

工具器具 
備品 2,310,255 1,478,269 831,986

ソフト 
ウェア 108,130 82,227 25,903

合計 2,418,386 1,560,496 857,890

  
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) 

工具器具 
備品 2,261,237 1,542,207 719,029

ソフト 
ウェア 166,872 94,293 72,579

合計 2,428,110 1,636,501 791,609

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) 

工具器具
備品 2,368,768 1,582,450 786,317

ソフト
ウェア 168,090 98,943 69,146

合計 2,536,858 1,681,394 855,463

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額等 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 477,403千円

１年超 451,736千円

合計 929,139千円

１年内 385,217千円

１年超 432,187千円

合計 817,404千円

１年内 446,270千円

１年超 489,405千円

合計 935,675千円

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

 (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 286,485千円

減価償却費 
相当額 

270,214千円

支払利息 
相当額 

15,492千円

支払リース料 289,515千円

減価償却費
相当額 

275,003千円

支払利息
相当額 

9,630千円

支払リース料 516,325千円

減価償却費 
相当額 

495,755千円

支払利息
相当額 

20,704千円

 (4) 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。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 (5) 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。 

 (5) 利息相当額の算定方法 

   同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

   同左 

  （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

  



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

  
中間連結貸借

対照表計上額(千円) 
時価(千円)

差額 
(千円) 

(1) 国債・地方債 ― ― ―

(2) 社債 49,994 50,043 48

(3) その他 ― ― ―

合計 49,994 50,043 48

  
取得原価
(千円) 

中間連結貸借
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 274,979 218,469 △56,510

(2) 債券  

① 国債・地方債 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 274,979 218,469 △56,510

  
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 331,284



当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

  
取得原価
(千円) 

中間連結貸借
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 45,935 55,120 9,185 

合計 45,935 55,120 9,185 

  
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 259,151



前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

  
取得原価
(千円) 

連結貸借
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 25,866 32,000 6,134 

合計 25,866 32,000 6,134 

  
連結貸借対照表計上額

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 278,155



  
(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引以外は、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

同上 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

同上 

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

  
ITソリュー 
ション事業 
(千円) 

サービス事業
(千円) 

計
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高     

(1) 外部顧客に対する売上高 7,867,667 6,007,754 13,875,421 ― 13,875,421

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

291,811 613,930 905,742 (905,742) ―

計 8,159,479 6,621,685 14,781,164 (905,742) 13,875,421

営業費用 8,399,810 6,304,306 14,704,117 (908,571) 13,795,546

営業利益又は営業損失(△) △240,331 317,378 77,047 2,828 79,875

  
ソリュー 
ション 
(千円) 

サービス
(千円) 

フロンティア
(千円) 

計
(千円) 

消去又は全社
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高     

(1) 外部顧客に対する売上高 7,481,650 5,230,645 911,130 13,623,426 ― 13,623,426

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

320,613 725,281 67,385 1,113,281 (1,113,281) ―

計 7,802,264 5,955,927 978,515 14,736,707 (1,113,281) 13,623,426

営業費用 8,049,885 5,706,284 1,147,240 14,903,410 (1,111,498) 13,791,911

営業利益又は営業損失
(△) 

△247,621 249,642 △168,724 △166,702 (1,782) △168,485

  
ITソリュー 
ション事業 
(千円) 

サービス事業
(千円) 

計
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高     

(1) 外部顧客に対する売上高 19,680,742 12,484,212 32,164,954 ― 32,164,954

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

670,355 1,303,505 1,973,861 (1,973,861) ―

計 20,351,098 13,787,717 34,138,815 (1,973,861) 32,164,954

営業費用 18,841,414 13,090,986 31,932,401 (1,970,697) 29,961,704

営業利益 1,509,683 696,730 2,206,414 (3,164) 2,203,250



(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

（前中間連結会計期間及び前連結会計年度） 

(1) ITソリューション事業 … モバイルインターネット、ナレッジマネジメント、ライフサイエンス、エンタプライズの

各分野における情報技術を利用したソリューションの提供。 

(2) サービス事業 ………………携帯電話等携帯端末への各種コンテンツの提供、データセンターの運営管理サービスの提

供、ネットワーク管理等通信サービスの提供等。 

（当中間連結会計期間） 

(1) ソリューション・セグメント …携帯電話事業者、一般企業、医薬医療関係の機関向けに情報システ 

ムの企画・開発・コンサルテーション等のＩＴソリューションを提 

供。 

(2) サービス・セグメント …………消費者が利用する携帯電話等へのコンテンツの提供や情報通信シス 

テムの企画・運用・管理等のサービスを提供。 

(3) フロンティア・セグメント ……新たに展開する事業やサービスの企画・推進およびバイオサイエン 

ス、特許システム、デジタルアーカイブの各事業におけるＩＴソリ 

ューションを提供。 

３ 会計処理の方法の変更 

 当中間連結会計期間より音楽コンサートチケットなどの販売にかかわる売上計上基準を、取扱高から販売手数料に変更

いたしました。この変更は、音楽コンサートチケットなどの販売方針を、従来の付加価値を加えて差別化をはかることを

重視する方針から関連グッズ販売を含めた全体としての販売効率を重視する方針に転換したことに伴い、販売手数料を売

上高とすることがより適切であるために実施したものです。 

 この結果、従来の方法に比較して、サービス・セグメントの売上高は1,535,404千円減少しておりますが営業利益に与

える影響はありません。 

４ セグメント区分の変更 

 従来、「ＩＴソリューション事業」及び「サービス事業」に区分しておりましたが、当中間連結会計期間より「ソリュ

ーション・セグメント」「サービス・セグメント」「フロンティア・セグメント」への区分の見直しを行っております。

 この変更は、「ソリューション・セグメント」「サービス・セグメント」のコア事業については「利益ある成長」を加

速するとともに、新設した「フロンティア・セグメント」において当社グループで新たに展開する事業やサービスの企

画・推進および従来の「ＩＴソリューション事業」のバイオサイエンス、特許システム、デジタルアーカイブの各事業を

当セグメントに組み入れ、全社的観点より事業プロセス・製品、技術戦略のイノベーションを実行し、近い将来にコア事

業に昇格させる目的で行ったものであります。なお、「ＩＴソリューション事業」は「ソリューション・セグメント」に

「サービス事業」は「サービス・セグメント」に名称変更しております。 

 前中間連結会計期間、前連結会計年度のセグメント情報を当中間連結会計期間において用いたセグメント区分の方法に

より区分すると次の通りであります。 



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

  

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

  

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成

17年９月30日)及び前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日)において、本邦の売上高は全セグメン

トの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成

17年９月30日)及び前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日)において、海外売上高はいずれも連結

売上高の10％未満であるため海外売上高の記載を省略しております。 

  

  
ソリュー 
ション 
(千円) 

サービス
(千円) 

フロンティア
(千円) 

計
(千円) 

消去又は全社
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高     

(1) 外部顧客に対する売上高 7,009,659 6,007,754 858,007 13,875,421 ― 13,875,421

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

308,927 613,930 49,507 972,365 (972,365) ―

計 7,318,587 6,621,685 907,514 14,847,787 (972,365) 13,875,421

営業費用 7,155,102 6,304,306 1,311,331 14,770,740 (975,193) 13,795,546

営業利益又は営業損失
(△) 

163,485 317,378 △403,816 77,047 2,828 79,875

  
ソリュー 
ション 
(千円) 

サービス
(千円) 

フロンティア
(千円) 

計
(千円) 

消去又は全社
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高     

(1) 外部顧客に対する売上高 17,091,640 12,484,212 2,589,101 32,164,954 ― 32,164,954

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

692,978 1,303,505 118,228 2,114,711 (2,114,711) ―

計 17,784,618 13,787,717 2,707,329 34,279,665 (2,114,711) 32,164,954

営業費用 15,874,143 13,090,986 3,108,121 32,073,251 (2,111,547) 29,961,704

営業利益又は営業損失
(△) 

1,910,475 696,730 △400,791 2,206,414 (3,164) 2,203,250



(１株当たり情報) 

  

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 65,984円98銭 71,611円05銭 73,934円40銭 

１株当たり当期純利益又は中

間純損失（△） 
△1,223円72銭 △1,306円44銭 6,585円04銭 

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期純利益又は中間純損失
（△）(千円) 

△176,216 △188,127 957,994 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

― ― 9,748 

（うち利益処分による役員賞
与金） 

― ― (9,748) 

普通株式に係る当期 
純利益又は中間純損失（△）
(千円) 

△176,216 △188,127 948,245 

普通株式の期中平均株式数
(株) 

144,000 144,000 144,000 



(重要な後発事象) 

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（確定拠出年金制度への移行及び厚

生年金基金の分割設立） 

 連結財務諸表提出会社は、退職給

付制度の見直しを行い、平成16年12

月1日をもって適格退職年金制度か

ら確定拠出年金制度へ移行するとと

もに、従来まで加入していた連合型

の厚生年金基金である日商岩井グル

ープ厚生年金基金から連合型のイン

フォコムグループ厚生年金基金を分

割設立いたしました。 

適格退職年金制度から確定拠出年

金制度への移行に伴い、「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）に

従って適格退職年金制度の終了の会

計処理をする予定であります。本移

行に伴い、当連結会計年度において

特別損失として221百万円を計上す

る見込みであります。 

またインフォコムグループ厚生年

金基金の分割設立に伴い、当連結会

計年度において退職給付費用は156

百万円増加する見込みであります。 

  該当事項はありません。 １ (株)コンピュータシティの買収 

について 

 当社は、携帯電話事業者向けＳ

Ｉ事業や一般企業向けＳＩ事業、

デジタルアーカイブ関連ＳＩ事業

のより一層の強化、拡大を図ると

ともに、インフォコムグループと

しての開発力と競争優位性のさら

なる強化を実現する事を主たる目

的として、平成17年６月１日開催

の取締役会において(株)コンピュ

ータシティの株式を追加取得し、

子会社化する方針を決議しまし

た。 

当該決議に従い、平成17年６月

16日付で同社の株式を2,044,000株

取得し、連結子会社としました。 

(１)取得する相手会社等の名称 

近藤 浩通、南 英二、株式会社 

みずほ銀行及びその他の株主 

(２)買収する会社の名称、事業内 

容、規模 

 名称：(株)コンピュータシティ 

 事業内容： 

 ソフトウェア受託開発、シス

テムインテグレーションサービ

ス、情報システムの総合コンサ

ルテーション、ソフトウェア・

プロダクトの開発、技術者支

援、情報処理に関する研究・開

発事業 

  

規模： 

   平成17年３月期 

(３)株式取得の時期 

平成17年６月16日 

(４)取得する株式の数、取得後の 

 持分比率 

取得株式数  2,044,000株 

取得後持分比率  69.97% 

(５)支払資金の調達及び支払方法 

  支払資金については、保有する 

現金及び預金により支払っており 

売上高 2,237,219千円

経常利益 74,933千円

総資産 1,093,676千円

純資産 76,890千円



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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

    ます。 

２ SYSCOM(USA)Inc.の買収について 

 当社は、SYSCOM(USA)Inc.が展開

している北米地域ネットワーク構

築・保守サービスと当社のデータ

センターサービスを組み合わせ、

顧客にとってシームレスなサービ

スを競争力のあるソリューション

として提供することで事業の一層

の拡大を図ることを目的として、

平成17年６月１日開催の取締役会

において、当社の連結子会社であ

るInfocom America Inc.に増資を

行い同社を通じて、SYSCOM(USA)

Inc.の株式を追加取得し、連結子

会社とすることを決議しました。 

 当該決議に従い、当社は平成17

年６月６日付でInfocom America 

Inc.に2,650千米ドルの増資を行

い、平成17年６月17日付(米国時

間)で株式の追加取得について株式

取得先との概ねの合意を得ること

にいたりました。 

(１)取得する相手会社等の名称 

佐藤 誠詞、渡会 紀文 

(２)買収する会社の名称、事業内 

容、規模 

名称：  SYSCOM(USA)Inc. 

事業内容： 

 ネットワークインフラSIビジネ 

ス、業務システム開発、VoIP、 

PBX、セキュリティシステム構 

築、LAN、WAN、アウトソース業務 

および全米規模の24時間保守業務 

規模：   

   平成16年12月期 

  

(３)株式取得の時期 

平成17年６月下旬 

(４)取得する株式の数、取得後の 

持分比率 

取得株式数    87株 

取得後持分比率  50.3% 

(５)支払資金の調達及び支払方法 

 支払資金については、保有する 

売上高 6,786千米ドル

当期純利

益 

96千米ドル

総資産 4,521千米ドル

純資産 3,686千米ドル



  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

    現金及び預金により支払う予定で 

あります。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    
前中間会計期間末 

(平成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   1,619,681   3,345,642 4,148,223   

２ 受取手形   136,116   80,105 107,224   

３ 売掛金   5,479,770   4,303,999 6,741,492   

４ 有価証券   49,994   － －   

５ たな卸資産   763,363   770,720 332,907   

６ 繰延税金資産   348,865   380,799 324,313   

７ その他   879,718   1,600,722 978,790   

貸倒引当金   △6,259   △3,568 △7,786   

流動資産合計    9,271,252 65.0 10,478,422 64.4   12,625,164 70.6

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物   248,410   292,636 295,811   

(2) 工具器具備品   178,396   155,739 173,755   

有形固定資産合計   426,807   448,375 469,567   

２ 無形固定資産          

(1) ソフトウェア   1,250,376   1,201,789 1,230,556   

(2) その他   69,574   66,740 68,157   

無形固定資産合計   1,319,951   1,268,529 1,298,713   

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   2,307,962   2,743,894 2,329,045   

(2) その他   999,361   1,387,486 1,215,863   

 関係会社等投資 
 損失引当金   △51,642   △51,642 △51,642   

投資その他の 
資産合計   3,255,681   4,079,738 3,493,267   

固定資産合計    5,002,440 35.0 5,796,644 35.6   5,261,548 29.4

資産合計    14,273,692 100.0 16,275,066 100.0   17,886,713 100.0

           



  

  

    
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 買掛金   2,497,774   1,943,281 3,216,421   

２ 未払金   291,983   281,483 518,929   

３ 未払費用   138,726   178,977 116,244   

４ 未払法人税等   42,486   335,089 1,070,523   

５ 前受金   706,374   771,077 663,482   

６ 預り金   51,448   305,076 53,333   

７ 賞与引当金   638,004   618,084 489,768   

８ 受注損失引当金   －   92,051 －   

９ その他 ※２ 153,890   330,089 467,219   

流動負債合計    4,520,687 31.7 4,855,210 29.8   6,595,923 36.9

Ⅱ 固定負債          

１ 退職給付引当金   ―   21,944 126,898   

２ 役員退職慰労引当金   85,510   118,826 102,916   

固定負債合計    85,510 0.6 140,771 0.9   229,814 1.3

負債合計    4,606,198 32.3 4,995,982 30.7   6,825,737 38.2

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    1,590,000 11.1 1,590,000 9.8   1,590,000 8.9

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   1,442,000   1,442,000 1,442,000   

資本剰余金合計    1,442,000 10.1 1,442,000 8.9   1,442,000 8.0

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   100,000   100,000 100,000   

２ 任意積立金   1,240,875   1,144,082 1,240,875   

３ 中間(当期) 
  未処分利益   5,328,129   6,997,872 6,684,461   

利益剰余金合計    6,669,005 46.7 8,241,955 50.6   8,025,337 44.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    △33,510 △0.2 5,129 0.0   3,637 0.0

資本合計    9,667,494 67.7 11,279,084 69.3   11,060,975 61.8

負債資本合計    14,273,692 100.0 16,275,066 100.0   17,886,713 100.0

           



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    13,994,356 100.0 11,757,999 100.0   31,730,724 100.0

Ⅱ 売上原価    10,362,891 74.1 7,949,408 67.6   22,519,180 71.0

売上総利益    3,631,464 25.9 3,808,590 32.4   9,211,544 29.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    3,320,501 23.7 3,417,821 29.1   6,483,996 20.4

営業利益    310,963 2.2 390,769 3.3   2,727,547 8.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  87,436 0.6 76,952 0.6   130,040 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  5,898 0.0 3,559 0.0   5,112 0.0

経常利益    392,501 2.8 464,162 3.9   2,852,476 9.0

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 227,175 1.9   98,401 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４  373,315 2.7 23,287 0.1   643,267 2.0

税引前中間(当期) 
純利益    19,185 0.1 668,049 5.7   2,307,610 7.3

法人税、住民税 
及び事業税 ※６ 4,209   310,000 1,044,000   

法人税等調整額   11,397 15,607 0.1 △35,509 274,490 2.4 △96,301 947,698 3.0

中間(当期)純利益    3,578 0.0 393,559 3.3   1,359,911 4.3

前期繰越利益    5,324,550 6,604,313   5,324,550 

中間(当期)未処分 
利益    5,328,129 6,997,872   6,684,461 

           



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成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 

 (イ)満期保有目的の債券 

   償却原価法(定額法)

を採用しておりま

す。 

(1) 有価証券 

  ―――――――― 

  

  

(1) 有価証券 

 (イ)満期保有目的の債券 

   償却原価法(定額法)

を採用しておりま

す。 

   (ロ)子会社株式及び関連

会社株式 

    移動平均法による

原価法を採用してお

ります。 

  

 (ロ)子会社株式及び関連

会社株式 

   同左 

 (ロ)子会社株式及び関連

会社株式 

   同左 

   (ハ)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)を採用しており

ます。 

  

 (ハ)その他有価証券 

   時価のあるもの 

    同左 

 (ハ)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)

を採用しておりま

す。 

     時価のないもの 

    移動平均法による

原価法を採用してお

ります。 

  

   時価のないもの 

    同左 

  

   時価のないもの 

    同左 

  

  (2) たな卸資産 

 (イ)商品 

   先入先出法による原

価法を採用しておりま

す。 

  

(2) たな卸資産 

 (イ)商品 

   同左 

(2) たな卸資産 

 (イ)商品 

   同左 

   (ロ)仕掛品 

   個別法による原価法

を採用しております。 

  

 (ロ)仕掛品 

   同左 

 (ロ)仕掛品 

   同左 

   (ハ)貯蔵品 

   最終仕入原価法を採

用しております。 

  

 (ハ)貯蔵品 

   同左 

 (ハ)貯蔵品 

   同左 



  

  

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) 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  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    15年 

 工具器具備品４年～６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 

  定額法を採用しており

ます。 

  但し、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

(主として３～５年)に基

づく定額法を採用してお

り、市場販売目的のソフ

トウェアについては、見

積販売数量を基準として

販売数量に応じた割合に

基づく償却額と、販売可

能期間(３年)に基づく償

却額のいずれか多い金額

をもって償却する方法を

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 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

等により、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) 関係会社等投資損失引

当金 

  関係会社等への投資に

対する損失に備えるた

め、当該会社の財政状態

等を勘案して計上してお

ります。 

  

(2) 関係会社等投資損失引

当金 

  同左 

  

(2) 関係会社等投資損失引

当金 

  同左 

  

  (3) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額の

うち当中間会計期間の負

担額を計上しておりま

す。 

(3) 賞与引当金 

  同左 

  

(3) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額の

うち当期の負担額を計上

しております。 



  

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) 受注損失引当金 

  受注済案件のうち、当

中間会計期間末で将来の

損失が確実に見込まれ、

かつ、当該損失額を合理

的に見積もることが可能

なものについては、将来

の損失に備えるため、損

失見積額を計上しており

ます。 

  

  

  ―――――――― 

  (5) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

  なお、会計基準変更時

差異(255,489千円)につ

いては、５年で按分し、

中間会計期間では年間計

上額の２分の１を営業外

収益に計上しておりま

す。 

  数理計算上の差異は、

発生年度の翌年度より５

年間の定額法で処理する

こととしております。 

(5) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

  数理計算上の差異は、

発生年度の翌年度より５

年間の定額法で処理する

こととしております。 

  過去勤務債務はその発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法

で処理しております。 

（追加情報） 

  当社は、確定給付企業

年金法の施行に伴い、厚

生年金基金の代行部分に

ついて、将来分と過去分

同時返上を申請し、平成

17年９月１日付けで厚生

労働大臣から認可を受け

ました。 

  その結果、当中間会計

期間において厚生年金代

行返上益として特別利益

で225,801千円を計上し

ております。 

  

(5) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

  なお、会計基準変更時

差異については、５年に

よる均等額を営業外収益

に計上しております。 

  数理計算上の差異は、

発生年度の翌年度より５

年間の定額法で処理する

こととしております。 

  過去勤務債務はその発

生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法

で処理しております。 

（追加情報） 

  当社は退職給付制度の

見直しを行い、平成16年

12月１日をもって適格退

職年金制度から確定拠出

年金制度へ移行するとと

もに、従来まで加入して

いた連合型の厚生年金基

金である日商岩井グルー

プ厚生年金基金から連合

型のインフォコムグルー

プ厚生年金基金を分割設

立いたしました。 

  適格退職年金制度から

確定拠出年金制度への移

行に伴い、「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）に従っ

て適格退職年金制度の終

了の会計処理を行い、当

事業年度において退職給

付制度間移行損失として

特別損失で221,406千円

を計上しております。 



  

  

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) 

       またインフォコムグルー

プ厚生年金基金の分割設

立に伴い、当事業年度に

おいて退職給付費用は

112,119千円増加してお

ります。 

  (6) 役員退職慰労引当金 

  役員ならびに執行役員

に対する退職慰労金に充

てるため、内規に基づく

中間期末要支給額を計上

しております。 

  

(6) 役員退職慰労引当金 

  同左 

(6) 役員退職慰労引当金 

  役員ならびに執行役員

に対する退職慰労金に充

てるため、内規に基づく

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、

振当処理を行っているもの

を除き、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、

振当処理を行っているもの

を除き、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 



  

  

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) 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、為

替変動リスクのヘッジに

ついて振当処理の要件を

満たしている場合には、

振当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 

  ヘッジ手段 

   …為替予約及び 

    通貨オプション 

  ヘッジ対象 

   …外貨建仕入債務 

    及び外貨建投資 

  

(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 

  為替変動リスクの低減

のため、対象債務及び投

資額の範囲内でヘッジを

行っております。 

  

(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

ッジ手段の相場変動の累

計を比較し、両者の変動

額等を基礎にして判断し

ております。 

  

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  同左 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は税

抜方式によっております。 

消費税等の処理方法 

 同左 

消費税等の処理方法 

 同左 



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) 

  

    ――――――――― 

  

（売上計上基準の変更） 

 当中間会計期間より音楽コンサー

トチケットなどの販売にかかわる売

上計上基準を、取扱高から販売手数

料に変更いたしました。この変更

は、音楽コンサートチケットなどの

販売方針を、従来の付加価値を加え

て差別化をはかることを重視する方

針から関連グッズ販売を含めた全体

としての販売効率を重視する方針に

転換したことに伴い、販売手数料を

売上高とすることがより適切である

ために実施したものです。 

 この結果、従来の方法に比較し

て、売上高が1,535,404千円減少し

ておりますが損益に与える影響はあ

りません。 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「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）を適用しております。これによ

る損益への影響はありません。 

  

  

    ――――――――― 

  



追加情報 

  

  

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) 

  

    ――――――――― 

  

  

    ――――――――― 

  

「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、平成16年

4月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が45,000千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が

45,000千円減少しております。 

  



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

(中間損益計算書関係) 

  

  

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 

366,670千円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

401,549千円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

379,550千円 

  

※２ 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、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

  

※２ 消費税等の取扱い 

   同左 

――――――――― 

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 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    退職給付会計基準 

  

受取配当金 22,045千円

変更時差異 25,549千円   

受取配当金 27,251千円

業務支援料 21,685千円

    退職給付会計基準 

  

変更時差異 34,065千円

業務支援料 36,532千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

為替差損 5,892千円

  

為替差損 3,493千円 為替差損 5,097千円

  ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

    ――――――――― 

  

  

厚生年金代行
返上益 

225,801千円
投資有価証券
売却益 

97,087千円

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

割増退職金 313,456千円

投資有価証券
評価損 

57,854千円   

投資有価証券
評価損 

18,260千円 割増退職金 313,456千円

退職給付制度間
移行損失 

221,406千円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

  

有形固定資産 41,184千円

無形固定資産 295,564千円

  

有形固定資産 44,042千円

無形固定資産 313,166千円

有形固定資産 83,958千円

無形固定資産 603,339千円

※６ 税額計算における諸準備金等

の取扱い 

   中間決算における税額計算に

おいて特別償却準備金及びプロ

グラム等準備金を利益処分によ

り取崩したものとみなしており

ます。 

  

※６ 税額計算における諸準備金等

の取扱い 

   同左 

  

――――――――― 



(リース取引関係) 

  

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時

価のあるものはありません。 

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 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

び中間期末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

 (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) 

工具器具 
備品 1,150,181 687,628 462,552

ソフト 
ウェア 108,130 82,227 25,903

合計 1,258,311 769,855 488,456
  

  
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) 

工具器具 
備品 1,055,890 522,659 533,231

ソフト 
ウェア 130,359 75,472 54,886

合計 1,186,250 598,132 588,118

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) 

工具器具
備品 1,295,806 721,569 574,237

ソフト
ウェア 174,500 99,121 75,378

合計 1,470,307 820,690 649,616

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額等 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 245,365千円

１年超 262,789千円

合計 508,154千円

１年内 228,343千円

１年超 373,853千円

合計 602,196千円

１年内 275,134千円

１年超 390,834千円

合計 665,968千円

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

 (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 151,195千円

減価償却費 
相当額 

143,604千円

支払利息 
相当額 

5,427千円

支払リース料 154,414千円

減価償却費
相当額 

147,328千円

支払利息
相当額 

5,569千円

支払リース料 307,175千円

減価償却費
相当額 

294,997千円

支払利息
相当額 

10,992千円

 (4) 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。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 (5) 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。 

 (5) 利息相当額の算定方法 

   同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

   同左 

  （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、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株当たり純資産額 

67,135円38銭 

１株当たり純資産額 

78,326円98銭 

１株当たり純資産額 

76,783円57銭 

１株当たり中間純利益 

24円85銭 

１株当たり中間純利益 

2,733円05銭 

１株当たり当期純利益 

9,415円07銭 

  
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(当期)純利益(千円) 3,578 393,559 1,359,911 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

― ― 4,141 

（うち利益処分による役員賞
与金） 

― ― (4,141) 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(千円) 

3,578 393,559 1,355,769 

普通株式の期中平均株式数
(株) 

144,000 144,000 144,000 



(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) 

（確定拠出年金制度への移行及び厚

生年金基金の分割設立） 

 当社は、退職給付制度の見直しを

行い、平成16年12月1日をもって適

格退職年金制度から確定拠出年金制

度へ移行するとともに、従来まで加

入していた連合型の厚生年金基金で

ある日商岩井グループ厚生年金基金

から連合型のインフォコムグループ

厚生年金基金を分割設立いたしまし

た。 

適格退職年金制度から確定拠出年

金制度への移行に伴い、「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）に

従って適格退職年金制度の終了の会

計処理をする予定であります。本移

行に伴い、当事業年度において特別

損失として221百万円を計上する見

込みであります。 

またインフォコムグループ厚生年

金基金の分割設立に伴い、当事業年

度において退職給付費用は156百万

円増加する見込みであります。 

  該当事項はありません。 １ （株）コンピュータシティの買

収について 

  当社は、携帯電話事業者向けＳ

Ｉ事業や一般企業向けＳＩ事業、

デジタルアーカイブ関連ＳＩ事業

のより一層の強化、拡大を図ると

ともに、インフォコムグループと

しての開発力と競争優位性のさら

なる強化を実現する事を主たる目

的として、平成17年６月１日開催

の取締役会において(株)コンピュ

ータシティの株式を追加取得し、

子会社化する方針を決議しまし

た。 

  当該決議に従い、平成17年６月

16日付で同社の株式を2,044,000株

取得し、連結子会社としました。 

(1) 取得する相手会社等の名称 

  近藤 浩通、南 英二、株式会

社みずほ銀行及びその他の株主 

(2) 買収する会社の名称、事業内

容、規模 

  名称：(株)コンピュータシティ 

  事業内容：ソフトウェア受託開

発、システムインテグレーシ

ョンサービス、情報システム

の総合コンサルテーション、

ソフトウェア・プロダクトの

開発、技術者支援、情報処理

に関する研究・開発事業 

  規模：平成17年３月期 

(3) 株式取得の時期 

  平成17年６月16日 

(4) 取得する株式の数、取得後の持

分比率 

取得株式数   2,044,000株 

取得後持分比率 69.97% 

売上高 2,237,219千円

経常利益 74,933千円

総資産 1,093,676千円

純資産 76,890千円



  
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) 支払資金の調達及び支払方法 

  支払資金については、保有する

現金及び預金により支払っており

ます。 

    ２ SYSCOM(USA)Inc.の買収について

  当社は、SYSCOM(USA)Inc.が展開

している北米地域ネットワーク構

築・保守サービスと当社のデータ

センターサービスを組み合わせ、

顧客にとってシームレスなサービ

スを競争力のあるソリューション

として提供することで事業の一層

の拡大を図ることを目的として、

平成17年６月１日開催の取締役会

において、当社の連結子会社であ

るInfocom America Inc.に増資を

行い同社を通じて、SYSCOM(USA)

Inc.の株式を追加取得し、連結子

会社とすることを決議しました。 

  当該決議に従い、当社は平成17

年６月６日付でInfocom America 

Inc.に2,650千米ドルの増資を行

い、平成17年６月17日付（米国時

間）で株式の追加取得について株

式取得先との概ねの合意を得るこ

とにいたりました。 

(1) 取得する相手会社等の名称 

  佐藤 誠詞、渡会 紀文 

(2) 買収する会社の名称、事業内

容、規模 

  名称：SYSCOM(USA)Inc. 

  事業内容：ネットワークインフ

ラＳＩビジネス、業務システ

ム開発、VoIP、PBX、セキュリ

ティ シ ス テム 構築、LAN、

WAN、アウトソース業務および

全米規模の24時間保守業務 

  規模：平成16年12月期 

(3) 株式取得の時期 

  平成17年６月下旬 

売上高 6,786千米ドル

当期純利益 96千米ドル

総資産 4,521千米ドル

純資産 3,686千米ドル



  

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

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) 取得する株式の数、取得後の持

分比率 

取得株式数   87株 

  取得後持分比率 50.3% 

(5) 支払資金の調達及び支払方法 

  支払資金については、保有する

現金及び預金により支払う予定で

あります。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  

(１) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第23期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月22日 
関東財務局長に提出。 

(２) 
  

臨時報告書 
  

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第３号（特定子会社の異
動）の規定に基づくもの 

  
平成17年６月20日 
関東財務局長に提出。 

(３) 
  

臨時報告書 
  

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第３号（特定子会社の異
動）の規定に基づくもの 

  
平成17年６月30日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



  

平成16年12月15日

  

  

  

 
 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているインフ

ォコム株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４月１日

から平成16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、インフォコム株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成16年12月１日に適格退職年金制度について確定拠出年金制度

へ移行するとともに、連合型の厚生年金基金である日商岩井グループ厚生年金基金から連合型のインフォコムグループ

厚生年金基金を分割設立している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

独立監査人の中間監査報告書

イ ン フ ォ コ ム 株 式 会 社

代表取締役社長 沼 惇 殿 

監 査 法 人  ト  ー  マ  ツ   

 指 定 社 員
 
業務執行社員

 

 

公 認 会 計 士

 

藤 原 憲 一 ㊞

 

 

 指 定 社 員
 
業務執行社員

 

 

公 認 会 計 士

 

高 橋 正 一 ㊞

 

 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



  

平成17年11月24日

  

  

  

  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているインフ

ォコム株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連

結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、インフォコム株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間より音楽コンサートチケットなどの販売にか

かわる売上計上基準を、取扱高から販売手数料に変更した。 

２．セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」の「注４ セグメント区分の変更」に記載のとおり、従来、

「ITソリューション事業」及び「サービス事業」に区分していたが、当中間連結会計期間より「ソリューション・セ

グメント」、「サービス・セグメント」及び「フロンティア・セグメント」への区分の変更を行っている。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

独立監査人の中間監査報告書

イ ン フ ォ コ ム 株 式 会 社

代表取締役社長 沼 惇 殿 

監 査 法 人  ト  ー  マ  ツ   

 指 定 社 員
 
業務執行社員

 

 

公 認 会 計 士

 

高 橋 正 一 ㊞

 

 

 指 定 社 員
 
業務執行社員

 

 

公 認 会 計 士

 

中 野 眞 一 ㊞

 

 

 指 定 社 員
 
業務執行社員

 

 

公 認 会 計 士

 

山 口 更 織 ㊞

 

 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



  

平成16年12月15日

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているインフ

ォコム株式会社の平成16年4月1日から平成17年３月31日までの第23期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日から

平成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、インフォコム株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年4月

1日から平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成16年12月１日に適格退職年金制度について確定拠出年金制度

へ移行するとともに、連合型の厚生年金基金である日商岩井グループ厚生年金基金から連合型のインフォコムグループ

厚生年金基金を分割設立している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

  

独立監査人の中間監査報告書

イ ン フ ォ コ ム 株 式 会 社

代表取締役社長 沼 惇 殿 

監 査 法 人  ト  ー  マ  ツ   

 指 定 社 員
 
業務執行社員

 

 

公 認 会 計 士

 

藤 原 憲 一 ㊞

 

 

 指 定 社 員
 
業務執行社員

 

 

公 認 会 計 士

 

高 橋 正 一 ㊞

 

 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



  

平成17年11月24日

  

  

  

  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているインフ

ォコム株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第24期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、インフォコム株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より音楽コンサートチケットなどの販売にかかわる

売上計上基準を、取扱高から販売手数料に変更した。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  

  

独立監査人の中間監査報告書

イ ン フ ォ コ ム 株 式 会 社

代表取締役社長 沼 惇 殿 

監 査 法 人  ト  ー  マ  ツ   

 指 定 社 員
 
業務執行社員

 

 

公 認 会 計 士

 

高 橋 正 一 ㊞

 

 

 指 定 社 員
 
業務執行社員

 

 

公 認 会 計 士

 

中 野 眞 一 ㊞

 

 

 指 定 社 員
 
業務執行社員

 

 

公 認 会 計 士

 

山 口 更 織 ㊞

 

 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 
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