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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】 

 （注）１．当社は（中間）連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記

載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用すべき重要な関連会社が存在しないため、記載しておりま

せん。 

４. 2005年９月20日付けで普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。なお、第47期中の１株当たり純資

産額、１株当たり中間純利益および潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとし

て算出しております。 

  

回次 第45期中 第46期中 第47期中 第45期 第46期 

会計期間 

自2003年 
４月１日 
至2003年 
９月30日 

自2004年
４月１日 
至2004年 
９月30日 

自2005年
４月１日 
至2005年 
９月30日 

自2003年
４月１日 
至2004年 
３月31日 

自2004年 
４月１日 
至2005年 
３月31日 

売上高（千円） 4,390,282 5,128,022 5,687,953 10,514,091 11,042,554

経常利益（千円） 270,227 418,479 572,713 1,017,343 1,039,221

中間（当期）純利益（千円） 157,302 245,916 333,327 582,078 612,155

持分法を適用した場合の投資利益 
（千円） 

－ － － － －

資本金（千円） 955,000 983,952 1,012,134 955,000 983,952

発行済株式総数（株） 5,514,000 5,608,000 28,497,500 5,514,000 5,608,000

純資産額（千円） 5,206,976 5,449,094 6,136,081 5,664,731 5,837,970

総資産額（千円） 8,400,330 8,514,441 9,566,824 9,920,448 9,713,483

１株当たり純資産額（円） 964.18 1,037.57 229.67 1,055.24 1,104.17

１株当たり中間（当期）純利益
（円） 

29.04 46.50 12.57 99.20 108.70

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益（円） 

28.46 44.11 11.70 96.36 103.55

１株当たり中間（年間）配当額
（円） 

－ － － 20.00 28.00

自己資本比率（％） 62.0 64.0 64.1 57.1 60.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

326,940 △835,886 1,028,890 2,214,154 △816,591

投資活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

△179,922 36,320 △251,708 △646,035 △97,744

財務活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

△295,636 △399,560 △90,686 △611,378 △399,560

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高（千円） 

2,267,375 2,172,354 2,744,072 3,371,472 2,057,576

従業員数（名） 347 365 374 338 355



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

  

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  

  2005年９月30日現在

従業員数（名） 374 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

当中間会計期間のわが国経済は、中国におけるカントリーリスクの顕在化や、原油価格の高騰といった懸念材料はあったも

のの、国内総生産（ＧＤＰ）はプラスで推移しました。収益力の改善や、設備投資の増加といった企業部門の好調さが雇用環

境を改善させ、個人消費を刺激するといった好循環を生みだし、国内株価が大幅な上昇を見せる等、景気は踊り場的状況を脱

却し、緩やかな回復基調となりました。 

このような状況下、当社におきましては、ソリューションシステム事業ではファイナンシャルソリューションシステム、Ｃ

ＴＩシステム、ｅコマースシステムが前年同期比２桁の増収と好調であったこと、ネットワークシステム事業においてソ

リューション営業の強化により売上高が２００３年度の水準までＶ字回復したこと、さらにカスタマーサービス事業が堅調に

推移いたしました。 

 各事業の概況は以下のとおりであります。 

  

ソリューションシステム事業 

ソリューションシステム事業の当中間会計期間の売上高は29億30百万円(前年同期比6.7％増)となりました。個別事業は以下

のとおりであります。 

  

「ファイナンシャルソリューションシステム」 

主力商品である「債権管理システム」につきましては、機能強化した新パッケージ投入によるラインアップの拡大に伴い、

クレジット会社向システムおよびサービサー（債権回収専門会社）システムが大幅な伸びとなりました。とくにサービサーは

債権回収に加えて債権の買取、受託など業容が変化拡大し、債権管理システムのニーズが益々強くなってきております。さら

に、「ローン審査システム」も地方銀行向けに着実に販路を拡大することができました。以上の結果、前事業年度に続き当中

間会計期間におきましても受注、売上とも前年同期比２桁増となりました。 

  

「ＣＴＩシステム」 

ＣＴＩシステムにおきましては、コンタクトセンターシステムおよびボイスロギングシステムの双方でＩＰ環境への移行が

始まっており、いち早くこの環境変化へ対応いたしました。コンタクトセンターシステムにつきましては、日本初の超大型の

ＶｏＩＰ対応システムを受注し、ＩＰ環境での最先端の仕組みを当社の高い技術力により稼動させました。 

また、デジタルボイスロギングシステムにつきましても、ＶｏＩＰ対応の多拠点コールセンター案件の獲得など、引続き堅

調に推移いたしました。 

以上の結果、受注、売上とも前年同期比２桁増となりました。 

さらに新規プロダクトとしてテロ対策およびセキュリティ監視を目的とした日本初のデジタルビデオ自動検知システム「ナ

イス・ビジョン」の販売を開始いたしました。 

  

「ＥＣ＆Ｒシステム」 

ｅコマースシステム（電子商取引システム）につきましては、２０００年のＥＣブーム時に立ち上げられた大手ＥＣサイト

が更新時期を迎えており、ＥＣビジネスの拡大に向けシステム更新需要も旺盛であります。当社は、この市場環境の変化を捉

え、昨年独自開発しました「ＥＣパッケージ(ＩＴＦＯＲｅＣ)」をさらにレベルアップしました。 

「ＩＴＦＯＲｅＣ」はお客様から高い評価をいただいており、当中間会計期間におきましては、大手百貨店、大手玩具卸し

など大型案件の受注を獲得し、受注、売上とも前年同期比２桁の増収を達成いたしました。 

流通システムにつきましては、「新流通トータルパッケージ（ＲＩＴＳ）」のうちクレジットシステムの販売を百貨店以外

の金融業界にも拡大し、販売活動を強化いたしましたが、大型システムであるためシステム導入決定に時間を要しておりま

す。このため当中間会計期間の受注、売上は低調裡に終始しました。 

  

「ＣＲＭシステム」 

ＣＲＭシステムは、当中間会計期間より事業部に昇格させ、ビジネスの拡大を目指しました。既に国内40社以上への納入実

績を誇る米国アステア社製の保守サービス特化型ＣＲＭシステム「サービスアライアンス」につきましては、従来のクライア

ントサーバー型からＷｅｂ型にバージョンアップをし、日本版の機能充実と利便性強化を図り市場へ投入いたしましたが、前

事業年度の反動もあり、受注、売上とも低調な実績となりました。 

  

「ソフトウェア開発の状況」 

ファイナンシャルソリューションシステムにつきましては、中小企業・個人事業主向け「プロパー債権管理システム」と

「リテール債権管理システム」を統合した「総合債権管理システム」の開発が完了し、一元管理が実現いたしました。 

eコマースシステムにつきましては、ＥＣサイトの大型化に対応し「ＥＣパッケージ(ＩＴＦＯＲｅＣ)」のセキュリティ強化



や決済方法の多様化等、サービス機能を大幅に強化いたしました。 

  

ネットワークシステム事業 

ネットワークシステム事業では、前年下期より体制を刷新し、従来依存しがちであった単なる製品販売から、個人情報保護

法の施行を追い風とした「ＩＴＦＯＲ個人情報漏洩対策統合システム」や、情報漏洩から企業を守る「セキュア・インテリ

ジェント・メールシステム」等、システム販売への転換を意識的に進めました。また個別の案件も大型化したため、売上高

は、11億６百万円（前年同期比49.3％増）と大幅な増収を達成いたしました。 

  

カスタマーサービス事業 

カスタマーサービス事業では、ネットワークシステム案件およびＣＴＩシステム案件の増大により、安定収益源である保守

サービスが堅調に推移いたしました。また、システムログ管理やメール管理等、セキュリティ関連の案件が増加いたしまし

た。 

この結果、当中間会計期間の売上高は11億21百万円(前年同期比1.3％増)となりました。 

  

その他事業 

アミューズメント業界の店舗数は若干減少傾向であり、設備投資は前年並に留まったため、当中間会計期間の売上高は５億

29百万円(前年同期比0.9％減)となりました。 

以上の結果、当中間会計期間の売上高は、56億87百万円(前年同期比10.9％増)、経常利益５億72百万円(前年同期比36.9％

増)、中間純利益３億33百万円(前年同期比35.5％増)となりました。 

  

（注）当中間会計期間から、ＣＲＭシステムのセグメントをカスタマーサービス事業からソリューションシステム事業へ変更

しております。そのため前年同期比較に当たっては前中間会計期間分を変更後の区分に組替えて記載しております。 

    

(2)キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間会計期間に比べ５億71百万円増加し、27

億44百万円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は10億28百万円（前年同期は835百万円の使用）となりました。主な増加要因は税引前中間純利

益５億72百万円、減価償却費２億18百万円、売上債権の減少７億75百万円、たな卸資産の減少１億67百万円、その他流動負債

の増加86百万円であり、主な減少要因は仕入債務の減少額４億62百万円、法人税等の支払い３億14百万円であります。 

（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２億51百万円（前年同期は36百万円の獲得）となりました。これは主に有価証券の取得によ

る支出99百万円、無形固定資産の取得による支出83百万円、有形固定資産の取得による支出70百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は90百万円（前年同期比77.3％減）となりました。この増加要因はストックオプションの権利

行使に伴う株式発行による収入56百万円であり、減少要因は配当金の支払い１億47百万円であります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1)商品仕入実績 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．当中間会計期間から、ＣＲＭシステムのセグメントをカスタマーサービス事業からソリューションシステム事業へ変更

しております。そのため前年同期比較に当たっては前中間会計期間分を変更後の区分に組替えて記載しております。 

  

(2)受注状況 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．当中間会計期間から、ＣＲＭシステムのセグメントをカスタマーサービス事業からソリューションシステム事業へ変更

しております。そのため前年同期比較に当たっては前中間会計期間分を変更後の区分に組替えて記載しております。 

  

(3)販売実績 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．当中間会計期間から、ＣＲＭシステムのセグメントをカスタマーサービス事業からソリューションシステム事業へ変更

しております。そのため前年同期比較に当たっては前中間会計期間分を変更後の区分に組替えて記載しております。 

項目 
当中間会計期間

（自2005年４月１日 
至2005年９月30日） 

前年同期比（％） 

ソリューションシステム事業（千円） 692,706 82.0 

ネットワークシステム事業（千円） 710,639 130.9 

カスタマーサービス事業（千円） 67,626 107.5 

その他事業（千円） 332,594 102.4 

合計（千円） 1,803,566 101.6 

項目 

当中間会計期間
（自2005年４月１日 
至2005年９月30日） 

受注高（千円） 前年同期比(％) 受注残高（千円） 前年同期比(％) 

ソリューションシステム事業 2,913,150 110.7 2,660,990 124.4 

ネットワークシステム事業 1,118,058 136.3 232,482 83.8 

カスタマーサービス事業 1,195,114 105.6 944,892 115.9 

その他事業 520,051 95.1 48,509 88.4 

合計 5,746,375 112.0 3,886,874 118.3 

項目 
当中間会計期間

（自2005年４月１日 
至2005年９月30日） 

前年同期比（％） 

ソリューションシステム事業（千円） 2,930,847 106.7 

ネットワークシステム事業（千円） 1,106,522 149.3 

カスタマーサービス事業（千円） 1,121,437 101.3 

その他事業（千円） 529,146 99.1 

合計（千円） 5,687,953 110.9 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５【研究開発活動】 

 当中間会計期間において、特記すべき事項はありません。 

  

  



第３【設備の状況】 

  

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、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】 

 当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。 

 また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、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】 

 （注）１．「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。 

２．2005年７月５日開催の取締役会決議により、2005年９月20日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、会社が発行する

株式の総数は22,000,000株から88,000,000株増加し、110,000,000株となっております。 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、つぎのとおりであります。 

《第一回発行分》 2002年６月27日定時株主総会決議 

  

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げる。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 110,000,000 

計 110,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（2005年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（2005年12月16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 28,497,500 28,497,500
東京証券取引所
市場第二部 

－ 

計 28,497,500 28,497,500 － － 

  
中間会計期間末現在
（2005年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（2005年11月30日） 

新株予約権の数（個） 2,715 2,715 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,357,500 1,357,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 124 同左 

新株予約権の行使期間 
自 2004年６月28日
至 2009年６月27日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    124
資本組入額    62 

同左 

新株予約権の行使の条件 

・権利行使時において
も、当社の取締役又は
従業員の地位にあるこ
とを要する。ただし、
取締役の任期満了に伴
う取締役の再任候補に
選ばれない場合の退任
及び従業員の定年退職
の場合はこの限りでは
ない。 

同左 

・新株予約権の質入その
他の処分は認めない。 

同左 

・その他の条件について
は、当社と新株予約権
者との間で締結した
「新株予約権付与（割
当）契約」に定めると
ころによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の承認を
要する。 

同左 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１   

分割・併合の比率   



また、時価を下回る価額で新株式の発行（ただし、時価発行として行う公募増資並びに新株予約権および新株予約権証券の行使に伴

う株式の発行を除く。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

2005年７月５日開催の取締役会決議により、2005年７月29日（金曜日）最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有

する普通株式を2005年９月20日付をもって１株を５株に株式分割いたしました。これにより第１回新株予約権の行使価額は616円から

124円、資本組入額は308円から62円となっております。 

  

《第二回発行分》 2004年６月25日定時株主総会決議 

  

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上

げる。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行（ただし、時価発行として行う公募増資並びに新株予約権および新株予約権証券の行使に伴

う株式の発行を除く。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

2005年７月５日開催の取締役会決議により、2005年７月29日（金曜日）最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有

する普通株式を2005年９月20日付をもって１株を５株に株式分割いたしました。これにより第２回新株予約権の行使価額は1,751円か

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額  

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１株当たりの時価   

既発行株式数＋新規発行株式数   

  
中間会計期間末現在
（2005年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（2005年11月30日） 

新株予約権の数（個） 4,895 4,875 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,447,500 2,437,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 351 同左 

新株予約権の行使期間 
自 2006年６月26日
至 2011年６月25日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    351
資本組入額   176 

同左 

新株予約権の行使の条件 

・新株予約権の割当を受
けた者（以下「新株予
約権者」という。）
は、権利行使時におい
ても、当社の取締役、
執行役員または従業員
の地位にあることを要
する。ただし、取締役
の任期満了に伴う取締
役の再任候補に選ばれ
ない場合の退任、従業
員の定年退職の場合、
その他取締役会が認め
る正当な理由がある場
合はこの限りではな
い。 

同左 

・新株予約権の質入その
他の処分は認めない。 

同左 

・その他の条件について
は、当社と新株予約権
者との間で締結した
「新株予約権付与（割
当）契約」に定めると
ころによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の承認を
要する。 

同左 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１   

分割・併合の比率   

  
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額  

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１株当たりの時価   

既発行株式数＋新規発行株式数   



ら351円、資本組入額は876円から176円となっております。 

  

《第三回発行分》 2005年６月24日定時株主総会決議 

  

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。ただし、調整の結果1株未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

             調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

  

（注１） 

新株予約権者は、次の（ア）または（イ）に掲げる場合の少なくともいずれか一方が発生して初めて、その新株予約権を行使できる

ものとする。 

ただし、特定株式保有者に該当する新株予約権者は、いかなる場合であっても新株予約権を行使できないものとする。その他の条件

については、取締役会が定める「新株予約権細則」に定めるところによる。 

（ア）権利行使期間中に、ある者が、その者ならびにその共同保有者および特別関係者が保有する当社の議決権数（潜在議決権数を

含む。）の合計が当社の総議決権数（潜在議決権数を含む。）の20％を超えることを目的とした公開買付（以下「本件公開買

付」という。）を実施する旨の公開買付開始公告を行い、その後10日間（ただし、取締役会が延期することができる。）が経

過した場合で、かつ、本件公開買付開始公告後10日以内（ただし、取締役会が延期することができる。）に当社取締役会が、

本新株予約権を消却する旨の決定を行わない場合。 

（イ）当社の取締役会が、権利行使期間中に、ある者ならびにその共同保有者および特別関係者が保有する当社の議決権数（潜在議

決権数を含む。）の合計が当社の総議決権数（潜在議決権数を含む。）の20％を超えることになった事実を認識し公表した後

10日間（ただし、取締役会が延期することができる。）が経過した場合で、かつ、かかる公表後10日以内（ただし、取締役会

が延期することができる。）に当社取締役会が、本新株予約権を消却する旨の決定を行わない場合。 

なお、本項において、次の各号に掲げる用語の意義は、別段の定めのない限り、当該各号に定めるところによる。 

①「特定株式保有者」とは、当社の株券等の保有者、公開買付者または当該保有者かつ公開買付者である者であって、(a)当該保

有者が保有する当社の議決権数と当該保有者の共同保有者が保有する当社の議決権の数の合計、(b)当該公開買付者が保有しも

しくは保有することとなった当社の議決権の数と当該公開買付者の特別関係者が保有する当社の議決権の数の合計、(c)当該保

有者かつ公開買付者である者が保有しもしくは保有することとなった当社の議決権の数と当該保有者かつ公開買付者である者

の共同保有者または特別関係者が保有する当社の議決権の数の合計のいずれかが、当社の総株主の議決権数の20％超に相当す

る数となる者をいう。 

②「特別関係者」とは、証券取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいう。 

③「公開買付者」とは、同法第27条の３第２項に規定する公開買付者をいう。 

④「株券等」とは、同法第27条の23第１項に規定する株券等をいう。 

⑤「共同保有者」とは、同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を

含む。 

⑥「保有」とは、同法第27条の23第４項に規定する保有をいう。 

⑦「保有者」とは、同法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなされる者を含むものとす

る。 

⑧「保有者かつ公開買付者」とは、保有者が同時に公開買付者である場合の当該保有者をいう。 

  
中間会計期間末現在
（2005年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（2005年11月30日） 

新株予約権の数（個） 112,160 112,160 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 11,216,000 11,216,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左 

新株予約権の行使期間 
自 2005年６月27日
至 2006年６月26日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    1
 資本組入額   全額 

同左 

新株予約権の行使の条件 
    
（注１） 同左 

  

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の承認を
要する。 

同左 



⑨「潜在議決権数」とは、新株引受権、新株予約権（ただし、当社第46回定時株主総会決議に基づいて発行されるものを除

く。）、新株予約権付社債、または、議決権制限株式に基づいて将来議決権が行使可能となった場合に行使可能な議決権数を

いう。 

  

《第四回発行分》 2005年７月５日取締役会決議 

  

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。ただし、調整の結果1株未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

             調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

  

（注１） 

「《第三回発行分》 2005年６月24日定時株主総会決議」の（注１）に同じであります。 

  
中間会計期間末現在
（2005年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（2005年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,830 1,830 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 183,000 183,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左 

新株予約権の行使期間 
自 2005年６月27日
至 2006年６月26日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    1
 資本組入額   全額 

同左 

新株予約権の行使の条件 
    
（注１） 同左 

  

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の承認を
要する。 

同左 



《第五回発行分》 2005年７月５日取締役会決議 

  

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。ただし、調整の結果1株未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

             調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

  

（注１） 

「《第三回発行分》 2005年６月24日定時株主総会決議」の（注１）に同じであります。 

  

（第三回、第四回、第五回発行分の新株予約権について） 

第三回、第四回、第五回発行分の新株予約権は、「信託型ライツプラン」（敵対的買収に対する防衛対策）であります。 

  

  
中間会計期間末現在
（2005年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（2005年11月30日） 

新株予約権の数（個） 455,960 455,960 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 45,596,000 45,596,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左 

新株予約権の行使期間 
自 2005年６月27日
至 2006年６月26日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    1
 資本組入額   全額 

同左 

新株予約権の行使の条件 
    
（注１） 同左 

  

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するとき
は、当社取締役会の承認を
要する。 

同左 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）１．第１回新株予約権の行使 

     発行価格     616円 

     資本組入額    308円 

   ２．株式分割（１：５）による増加 

  

(4）【大株主の状況】 

 （注）１．当社は、自己株式1,781千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。 

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井アセット信託銀行再信託分・ブラザー工業株式会社退職給付信託

口）の所有株式は、ブラザー工業株式会社が所有していた当社株式を三井アセット信託銀行株式会社に信託したもの

が、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に再信託されたもので、議決権はブラザー工業株式会社に留保されて

おります。 

  

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） 

2005年４月１日～ 
2005年９月30日 

（注１） 
91,500 5,699,500 28,182 1,012,134 28,182 1,109,134 

2005年９月20日 
（注２） 

22,798,000 28,497,500 － 1,012,134 － 1,109,134 

    2005年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

アイティフォー社員持株会 東京都千代田区一番町21番地 2,015.9 7.07 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（三井アセッ
ト信託銀行再信託分・ブラザ
ー工業株式会社退職給付信託
口） 

東京都中央区晴海１－８－11 1,420.0 4.98 

株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１ 1,175.0 4.12 

村上 光弘 東京都三鷹市下連雀４－15－33－608 835.0 2.93 

佐々木 三郎 千葉県柏市松葉町６－15－１ 665.0 2.33 

須賀井 孝夫 埼玉県入間市新光306－644 664.1 2.33 

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人） 
資産管理サービス信託銀行株
式会社 

東京都千代田区丸の内２－１－１
（東京都中央区晴海１－８－12） 

650.0 2.28 

イオンクレジットサービス㈱ 東京都千代田区神田錦町１－１ 500.0 1.75 

ノムラ インターナショナル 
ホンコン リミテッド 
（常任代理人）野村證券株式
会社 

ROOM 1409-1412 CONNAUGHT CENTER 14TH 
FLOOR.P.O.BOX 793 HONG KONG 
（東京都中央区日本橋１－９－１） 

500.0 1.75 

モルガン・スタンレーアンド 
カンパニーインク 
（常任代理人）モルガンスタ
ンレー証券会社東京支店 

1585 Broadway New York,New York 
10036,U.S.A 
（東京都渋谷区恵比寿４－20－３） 

440.0 1.54 

計 － 8,865.0 31.10 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,200株（議決権の数42個）含まれております。

  

②【自己株式等】 

  

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）１．最高・最低株価は、2005年４月８日より東京証券取引所第二部におけるものであり、それ以前はジャスダック証券取引

所によるものであります。なお、2005年４月の月別最高・最低株価のうち、※印はジャスダック証券取引所によるもの

であります。 

２．月別最高・最低株価のうち、□印は、株式分割による権利落後の株価であります。（2005年７月29日を基準日とする分

割比率１：５の株式分割を実施） 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、ありません。 

  

  2005年９月30日現在

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） 普通株式 1,781,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 26,716,100 267,161 － 

単元未満株式 普通株式    400 － － 

発行済株式総数 28,497,500 － － 

総株主の議決権 － 267,161 － 

     2005年９月30日現在

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 

（％） 

㈱アイティフォー 
東京都千代田区一番
町21番地 

1,781,000 － 1,781,000 6.24

計 － 1,781,000 － 1,781,000 6.24

月別 2005年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） ※ 2,020 2,070 1,980
3,500
□ 878 

824 720 

最低（円） 1,760 1,830 1,873
1,881
□ 740 

652 500 



第５【経理の状況】 

  

１．中間財務諸表の作成方法について 

 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（2004年４月１日から2004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、前中間会計期間（2004年４月１日から2004年９月30日まで）及び当中間会

計期間（2005年４月１日から2005年９月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けておりま

す。 

  

３．中間連結財務諸表について 

 当社は、子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  

  

  



【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 
（2004年9月30日） 

当中間会計期間末
（2005年9月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（2005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   1,752,066  2,310,197 1,637,243  

２ 受取手形   558,486  476,655 552,741  

３ 売掛金   1,988,260  2,197,327 2,896,370  

４ 有価証券   420,288  533,862 420,333  

５ たな卸資産   392,601  579,457 746,693  

６ その他   312,702  343,280 366,537  

貸倒引当金   △763  △534 △698  

流動資産合計    5,423,641 63.7 6,440,245 67.3  6,619,221 68.1

Ⅱ 固定資産       

(1)有形固定資産 ※１     

１ 建物   506,691  540,230 534,468  

２ 工具器具備品   417,651  341,273 363,438  

３ 土地   161,882  161,882 161,882  

４ その他   15,589  14,212 14,561  

有形固定資産合計   1,101,815  1,057,598 1,074,351  

(2)無形固定資産       

１ ソフトウェア   450,345  429,429 481,579  

２ その他   179,375  96,214 92,026  

無形固定資産合計   629,721  525,643 573,606  

(3)投資その他の資産       

１ 投資有価証券   799,988  957,733 806,814  

２ その他   566,069  592,940 647,117  

貸倒引当金   △6,795  △7,337 △7,627  

投資その他の資産
合計 

  1,359,263  1,543,336 1,446,303  

固定資産合計    3,090,800 36.3 3,126,578 32.7  3,094,261 31.9

資産合計    8,514,441 100.0 9,566,824 100.0  9,713,483 100.0

        



    
前中間会計期間末 
（2004年9月30日） 

当中間会計期間末
（2005年9月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（2005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   816,161  - 438,181  

２ 買掛金   941,256  1,770,164 1,797,013  

３ 未払法人税等   84,839  241,721 314,170  

４ 未払消費税等 ※３ 39,602  55,730 56,092  

５ 賞与引当金   293,000  330,000 343,000  

６ その他   514,007  627,619 532,585  

流動負債合計    2,688,866 31.6 3,025,236 31.6  3,481,044 35.8

Ⅱ 固定負債       

１ 長期未払金   15,261  - 12,049  

２ 退職給付引当金   190,083  209,061 198,888  

３ 役員退職慰労引当
金 

  171,135  196,445 183,530  

固定負債合計    376,480 4.4 405,506 4.3  394,468 4.1

負債合計    3,065,346 36.0 3,430,743 35.9  3,875,512 39.9

        



  

  

    
前中間会計期間末 
（2004年9月30日） 

当中間会計期間末
（2005年9月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（2005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
（％）

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    983,952 11.6 1,012,134 10.6  983,952 10.1

Ⅱ 資本剰余金       

１ 資本準備金   1,080,952  1,109,134 1,080,952  

資本剰余金合計    1,080,952 12.7 1,109,134 11.6  1,080,952 11.1

Ⅲ 利益剰余金       

１ 利益準備金   94,356  94,356 94,356  

２ 任意積立金   3,404,287  3,833,691 3,404,287  

３ 中間（当期）未処
分利益 

  347,052  431,064 713,291  

利益剰余金合計    3,845,696 45.2 4,359,111 45.5  4,211,935 43.4

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   199,346 2.3 316,553 3.3  221,983 2.3

Ⅴ 自己株式    △660,852 △7.8 △660,852 △6.9  △660,852 △6.8

資本合計    5,449,094 64.0 6,136,081 64.1  5,837,970 60.1

負債資本合計    8,514,441 100.0 9,566,824 100.0  9,713,483 100.0

        



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 2004年4月1日 
至 2004年9月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年4月1日 
至 2005年9月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 2004年4月1日 
至 2005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    5,128,022 100.0 5,687,953 100.0  11,042,554 100.0

Ⅱ 売上原価    3,395,255 66.2 3,742,699 65.8  7,349,348 66.6

売上総利益    1,732,766 33.8 1,945,254 34.2  3,693,206 33.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   1,324,180 25.8 1,350,700 23.7  2,704,389 24.5

営業利益    408,586 8.0 594,554 10.5  988,816 8.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  28,015 0.5 14,503 0.2  93,680 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  18,122 0.3 36,344 0.6  43,275 0.3

経常利益    418,479 8.2 572,713 10.1  1,039,221 9.4

税引前中間（当
期）純利益 

   418,479 8.2 572,713 10.1  1,039,221 9.4

法人税、住民税及
び事業税 

  76,000  231,000 378,000  

法人税等調整額   96,562 172,562 3.4 8,386 239,386 4.2 49,066 427,066 3.9

中間（当期）純利
益 

   245,916 4.8 333,327 5.9  612,155 5.5

前期繰越利益    101,135 97,736  101,135 

中間（当期）未処
分利益 

   347,052 431,064  713,291 

        



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間会計期間

（自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日）

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日）

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005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 

 

税引前中間（当期）純利益  418,479 572,713 1,039,221 

減価償却費  215,203 218,604 441,818 

賞与引当金の増減額（減
少：△） 

 △60,000 △13,000 △10,000 

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

 4,530 10,173 13,335 

役員退職慰労引当金の増減
額 
（減少：△） 

 △130,775 12,915 △118,380 

貸倒引当金の増減額（減
少：△） 

 18 △163 785 

受取利息及び受取配当金  △4,843 △7,046 △6,951 

支払利息  758 564 1,420 

為替差損益  △7 － △0 

投資有価証券売却益  △16,416 △342 △74,193 

投資有価証券評価損  － 7,959 10,136 

固定資産除却損  1,359 3,502 8,329 

役員賞与の支払額  △47,500 △39,100 △47,500 

売上債権の増減額（増加：
△） 

 △60,324 775,129 △962,689 

たな卸資産の増減額（増
加：△） 

 △26,111 167,235 △380,202 

仕入債務の増減額（減少：
△） 

 △668,079 △462,155 △191,798 

未払消費税等の増減額（減
少：△） 

 △31,567 △361 △15,089 

その他流動資産の増減額
（増加：△） 

 △55,016 2,959 △83,337 

その他流動負債の増減額
（減少：△） 

 △10,063 86,874 7,011 

小計  △470,358 1,336,462 △368,084 

利息及び配当金の受取額  4,845 7,058 6,905 

利息の支払額  △758 △564 △1,420 

法人税等の支払額  △369,614 △314,065 △453,992 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △835,886 1,028,890 △816,591 



  

  

  次へ 

   
前中間会計期間

（自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日）

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日）

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005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 

 

定期預金の預入れによる支
出 

 － － △100,000 

有価証券の取得による支出  － △99,970 － 

有価証券の売却による収入  319,867 － 319,867 

有形固定資産の取得による
支出 

 △67,379 △70,019 △138,128 

無形固定資産の取得による
支出 

 △222,984 △83,020 △284,333 

投資有価証券の取得による
支出 

 △41,203 △4 △52,140 

投資有価証券の売却による
収入 

 10,425 917 117,043 

貸付金の回収による収入  398 298 696 

敷金・保証金の返還による
収入 

 98 － － 

その他投資の増減額（増
加：△） 

 37,100 91 39,251 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 36,320 △251,708 △97,744 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 

株式発行による収入  57,904 56,364 57,904 

自己株式の取得による支出  △351,000 － △351,000 

配当金の支払額  △106,464 △147,050 △106,464 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △399,560 △90,686 △399,560 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 7 － 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
（減少：△） 

 △1,199,117 686,495 △1,313,895 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 3,371,472 2,057,576 3,371,472 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高 

※ 2,172,354 2,744,072 2,057,576 

   



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 2004年４月１日 
至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005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）有価証券 (1）有価証券 

 満期保有目的の債券  満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法）によ

っております。 

同左 同左 

   関連会社株式  関連会社株式 関連会社株式 

   移動平均法に基づく原価法

によっております。 

同左 同左 

    その他有価証券   その他有価証券 その他有価証券 

   時価のあるもの  時価のあるもの 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）によってお

ります。 

同左   期末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）によってお

ります。 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法に基づく原価

法によっております。 

同左 同左 

  (2) デリバティブ (2) デリバティブ (2) デリバティブ 

   時価法によっております。 同左 同左 

  (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 (3）たな卸資産 

  商品・貯蔵品 商品・貯蔵品 商品・貯蔵品 

   総平均法に基づく原価法

によっております。 

同左 同左 

  仕掛品 仕掛品 仕掛品 

   個別法に基づく原価法に

よっております。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年度

税制改正以降取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）によっております。 

なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の少額減価償却資産

については、３年間で均等償却

をしております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物     3～50年 

 工具器具備品 3～15年 

定率法（ただし、平成10年度

税制改正以降取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）によっております。 

なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の少額減価償却資産

については、３年間で均等償却

をしております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物     3～50年 

 工具器具備品 2～15年 

同左 



項目 
前中間会計期間 

（自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

  (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

  定額法によっております。 

市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売期間（3年

以内）における見込販売数量に

基づく償却額と販売可能な残存

有効期間に基づく均等配分額を

比較し、いずれか大きい額を計

上しております。 

また、自社利用目的のソフト

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

定額法によっております。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (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、貸倒実績率による計算額

を、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

を検討し回収不能見込額を計上

しております。 

同左 同左 

  (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (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、支給見込

額基準に基づき計上しておりま

す。 

同左 同左 

  (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3）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、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

同左 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。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

  (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支払いに

備えるため、内規に基づき当中

間会計期間末要支給額を計上し

ております。 

同左  役員の退職慰労金の支払いに

備えるため、内規に基づき期末

要支給額を計上しております。 



項目 
前中間会計期間 

（自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005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。 

 なお、為替予約等の振当処理の

対象となっている外貨建金銭債権

債務については、当該為替予約等

により円貨額に換算しておりま

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。 

 なお、為替予約等の振当処理の

対象となっている外貨建金銭債権

債務については、当該為替予約等

により円貨額に換算しておりま

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 (1)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、為替予約が付されてい

る外貨建金銭債務については、

振当処理を採用しております。 

同左 同左 

  (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (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……外貨建買掛金 

 外貨建未払金 

 外貨建予定取引

  

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

同左 同左 
  

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

同左 同左 

  (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

   当社の内部規程である「為替

リスク管理規程」に基づき、為

替変動リスクをヘッジしており

ます。 

同左 同左 

  (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段の変動額の累計額

とヘッジ対象の変動額の累計額

を比較して有効性の判定を行っ

ております。 

同左 同左 

７．中間キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における

資金の範囲 

 中間キャッシュ・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 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。 

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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 (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、税抜方式を採用してお

ります。 

同左 同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間末 
（2004年９月30日） 

当中間会計期間末
（2005年９月30日） 

前事業年度末 
（2005年３月31日） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、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」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。 

───── 

前中間会計期間 
（自 2004年４月１日 

  至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
  至 2005年９月30日） 

（中間貸借対照表） 
 前中間期まで、無形固定資産は一括表示しておりましたが、ソフ
トウェアの金額が、当中間期末において資産の総額の100分５を超
えたため「ソフトウェア」と「その他」に分けて区分掲記しまし
た。 
 なお、前中間期末の「ソフトウェア」の金額は32,215千円、「そ
の他」の金額は24,001千円であります。 

───── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

項目 
前中間会計期間末 
（2004年９月30日） 

当中間会計期間末
（2005年９月30日） 

前事業年度末 
（2005年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 

1,640,333千円 1,683,321千円 1,623,655千円 

 ２ 特定融資枠契約（コ

ミットメントライ

ン） 

 当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため、取引銀行

７行とコミットメントライン（特

定融資枠契約）を締結しておりま

す。この契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

 当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため、取引銀行

７行とコミットメントライン（特

定融資枠契約）を締結しておりま

す。この契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

 当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため、取引銀行

７行とコミットメントライン（特

定融資枠契約）を締結しておりま

す。この契約に基づく前事業年度

末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

  コミットメン

トラインの総

額 

2,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,000,000千円

コミットメン

トラインの総

額 

2,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,000,000千円

コミットメン

トラインの総

額 

2,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,000,000千円

※３ 消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、未払消費税等とし

て表示しております。 

同左 ───── 



（中間損益計算書関係） 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

項目 
前中間会計期間 

（自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

※１ 営業外収益の主要項

目 

  

  
受取利息 70千円

  
受取利息 999千円

  
受取利息 186千円

※２ 営業外費用の主要項

目 

  

  
支払利息 758千円

  
支払利息 564千円

  
支払利息 1,420千円

 ３ 減価償却実施額 
  
有形固定資産 100,943千円

無形固定資産 113,759千円

有形固定資産 87,121千円

無形固定資産 130,983千円

有形固定資産 209,593千円

無形固定資産 231,224千円

前中間会計期間 
（自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

※ 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 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 
  

  

現金及び預金勘定 1,752,066千円

有価証券勘定 420,288千円

計 2,172,354千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

－千円

償還期間が３ヶ月を超え
る債券等 

－千円

現金及び現金同等物 2,172,354千円

 

  

現金及び預金勘定 2,310,197千円

有価証券勘定 533,862千円

計 2,844,060千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

－千円

償還期間が３ヶ月を超え
る債券等 

△99,987千円

現金及び現金同等物 2,744,072千円

  

現金及び預金勘定 1,637,243千円

有価証券勘定 420,333千円

計 2,057,576千円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

－千円

償還期間が３ヶ月を超え
る債券等 

－千円

現金及び現金同等物 2,057,576千円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005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 

貸手側 貸手側 貸手側 

① 固定資産に含まれているリー

ス物件の取得価額、減価償却

累計額及び中間期末残高 

① 固定資産に含まれているリー

ス物件の取得価額、減価償却

累計額、減損損失累計額及び

中間期末残高 

① 固定資産に含まれているリー

ス物件の取得価額、減価償却

累計額及び期末残高 

  
  賃貸用資産 

取得価額 207,470千円

減価償却累計額 197,096千円

中間期末残高 10,373千円

 
  賃貸用資産 

取得価額 207,470千円

減価償却累計額 197,096千円

中間期末残高 10,373千円

  賃貸用資産 

取得価額 207,470千円

減価償却累計額 197,096千円

期末残高 10,373千円

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 

② 未経過リース料期末残高相当

額 
  

１年以内 15,487千円

１年超 11,702千円

合計 27,189千円

 
１年以内 11,702千円

１年超 －千円

合計 11,702千円

１年以内 15,685千円

１年超 3,810千円

合計 19,495千円

③ 受取リース料、減価償却費及

び受取利息相当額 

③ 受取リース料、減価償却費及

び受取利息相当額 

③ 受取リース料、減価償却費及

び受取利息相当額 
  

受取リース料 8,361千円

減価償却費 －千円

受取利息相当額 764千円

 
受取リース料 8,361千円

減価償却費 －千円

受取利息相当額 568千円

受取リース料 16,723千円

減価償却費 －千円

受取利息相当額 1,431千円

④ 利息相当額の算定方法は、リ

ース料総額と見積残存価額の

合計額からリース物件の購入

価額を控除した額を利息相当

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     同左 ④     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） 

前中間会計期間末（2004年９月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則

として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を当

会計年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。また、時価が「著しく下落した」と判断する

ための基準を定めており、その概要は原則として以下の通りであります。 

・ 時価が取得原価の50％以上下落したもの。 

・ 時価が取得原価の30％超50％未満下落したもので、かつ市場価格が一定水準以下で推移している等の条件を満たすも

の。 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当中間会計期間末（2005年９月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当中間会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて7,236千円減損処理を行っております。 

なお、その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについて

は、原則として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって貸借対照表価額とし、評価

差額を当会計年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。また、時価が「著しく下落した」と

判断するための基準を定めており、その概要は原則として以下の通りであります。 

・ 時価が取得原価の50％以上下落したもの。 

・ 時価が取得原価の30％超50％未満下落したもので、かつ市場価格が一定水準以下で推移している等の条件を満たすも

の。 

  

３．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） 

中間貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 320,779 649,368 328,589 

合計 320,779 649,368 328,589 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 

コマーシャル・ペーパー － 

(2）その他有価証券 

マネー・マネジメント・ファンド 420,288 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 141,369 

  
取得原価 
（千円） 

中間貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 291,766 802,098 510,331 

合計 291,766 802,098 510,331 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 



  

前事業年度末（2005年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則

として時価が取得原価まで回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を当

会計年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。また、時価が「著しく下落した」と判断する

ための基準を定めており、その概要は原則として以下の通りであります。 

・ 時価が取得原価の50％以上下落したもの。 

・ 時価が取得原価の30％超50％未満下落したもので、かつ市場価格が一定水準以下で推移している等の条件を満たすも

の。 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

コマーシャル・ペーパー 99,987 

(2)その他有価証券 

マネー・マネジメント・ファンド 433,875 

非上場株式 146,384 

  
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 299,574 654,831 355,256 

合計 299,574 654,831 355,256 

  貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券 

コマーシャル・ペーパー － 

(2)その他有価証券 

マネー・マネジメント・ファンド 420,333 

非上場株式 142,732 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 2004年４月１日 至 2004年９月30日）、当中間会計期間（自 2005年４月１日 至 2005年９月30

日）及び前事業年度（自 2004年４月１日 至 2005年３月31日） 

 ヘッジ会計を適用しておりますので、注記すべき事項はありません。 

  

  

  次へ 



（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 2004年４月１日 至 2004年９月30日）、当中間会計期間（自 2005年４月１日 至 2005年９月30

日）及び前事業年度（自 2004年４月１日 至 2005年３月31日） 

 損益等からみて重要性の乏しい関連会社のみであるため、当該各項目の記載を省略しております。 

  



（１株当たり情報） 

 （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 2004年４月１日 
至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

  
１株当たり純資産額(円) 1,037.57

１株当たり中間純利益金
額（円） 

46.50

 
１株当たり純資産額(円) 229.67

１株当たり中間純利益金
額（円） 

12.57

１株当たり純資産額(円) 1,104.17 

１株当たり当期純利益金
額（円） 

108.70

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額(円) 

44.11 潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額(円) 

11.70 潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額(円) 

103.55

   当社は、2005年９月20日付で株式

１株につき５株の株式分割を行って

おります。 

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情

報については、それぞれ以下のとお

りとなります。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産

額 

207.51円

１株当たり中間純

利益金額 

9.30円

潜在株式調整後１

株当たり中間純利

益金額 

8.82円

１株当たり純資産

額 

220.83円

１株当たり当期純

利益金額 

21.74円

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額 

20.71円

  

  
前中間会計期間

(自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日) 

当中間会計期間
(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

前事業年度 
(自 2004年４月１日 
至 2005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（千円） 245,916 333,327 612,155 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 39,100 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （39,100） 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
245,916 333,327 573,055 

期中平均株式数（千株） 5,288 26,520 5,271 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 

   

普通株式増加数（千株） 286 1,964 262 

（うち新株予約権） （286） （1,964） （262） 

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

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 
－ 

第三・四・五回新株予

約権（株式の数56,995

千株）。なお、これら

の概要は「第４提出会

社の状況、１株式等の

状況、(2）新株予約権

等の状況」に記載のと

おりであります。 

－ 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

────── 

  

  

  

  

────── 

  

１．2005年６月24日開催の定時株主

総会におきまして、商法第280条ノ

20および第280条ノ21の規定に基づ

き株主以外の者に対して特に有利な

条件をもって新株予約権を発行する

ことを決議しております。 

(1)新株予約権の目的となる株式の

種類および数 

 当社の普通株式15,000,000株を

総株数の上限とする。（新株予約

権１個当たりの目的となる株式数

は100株） 

 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。ただし、調整の結果１株未満

の端数が生じた場合は、これを切

り捨てる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割

（または併合）の比率 

(2)発行する新株予約権の発行総数 

 112,160個 

 ただし、新株予約権発行後にお

いて、新株予約権の行使がなされ

るまでの間に当社の発行済株式数

が増加した場合には、その増加株

式について15,000,000株を上限と

して100株につき２個を追加発行

する。 

(3)新株予約権の発行価額 

 無償とする。 

(4)新株予約権の割当先 

 全新株予約権を三井アセット信

託銀行株式会社（信託勘定）に割

り当てる。 

 ただし、三井アセット信託銀行

株式会社は、当社との間で、割当

を受けた全新株予約権について、

新株予約権の行使条件が充足され

た後最初に確定される全株主を受

益者とする有価証券管理信託契約

を締結する。 

  



  

前中間会計期間 
（自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

────── 

  

  

  

  

────── 

  

 なお、上記(2)によって追加発

行された新株予約権についても同

様とする。 

 これにより、新株予約権の行使

条件が充足された後最初に確定さ

れる株主（ただし、下記(8)によ

り新株予約権を行使できない者を

除く。）が、その所有株式数100

株について２個の新株予約権を行

使することができる。 

(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１個当たりの払込金

額は、以下に定める１株当たりの

払込金額に新株予約権１個当たり

の目的となる株式数を乗じた金額

とする。 

 １株当たりの払込金額は、１円

とする。 

(6)新株予約権の行使により発行す

る株式の資本組入額 

 全額を資本に組み入れる。 

(7)新株予約権の行使期間 

 2005年６月27日から2006年６月

26日までとする。 

 ただし、上記の期間中に、新株

予約権の行使条件が充足された場

合は、上記にかかわらず、行使条

件が充足された後に最初に株主を

確定するための基準日の翌日から

起算して60日が経過した日をもっ

て行使期間は終了する。また、当

該60日が経過した日が銀行休業日

に当たるときは、翌銀行営業日を

もって行使期間は終了する。この

場合、行使期間の終了日が2006年

６月26日より後の日であるときに

も、終了日をもって行使期間の満

了日とする。 

  



  

前中間会計期間 
（自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

────── 

  

  

  

  

────── 

  

(8)新株予約権の行使の条件 

 新株予約権者は、次の(ア)また

は(イ)に掲げる場合の少なくとも

いずれか一方が発生して初めて、

その新株予約権を行使できるもの

とする。ただし、特定株式保有者

に該当する新株予約権者は、いか

なる場合であっても新株予約権を

行使できないものとする。 

その他の条件については、取締役

会が定める「新株予約権細則」に

定めるところによる。 

(ア)権利行使期間中に、ある者が、

その者ならびにその共同保有者およ

び特別関係者が保有する当社の議決

権数（潜在議決権数を含む。）の合

計が当社の総議決権数（潜在議決権

数を含む。）の20％を超えることを

目的とした公開買付（以下「本件公

開買付」という。）を実施する旨の

公開買付開始公告を行い、その後10

日間（ただし、取締役会が延期する

ことができる。）が経過した場合

で、かつ、本件公開買付開始公告後

10日以内（ただし、取締役会が延期

することができる。）に当社取締役

会が、本新株予約権を消却する旨の

決定を行わない場合。 

(イ）当社の取締役会が、権利行使

期間中に、ある者ならびにその共同

保有者および特別関係者が保有する

当社の議決権数（潜在議決権数を含

む。）の合計が当社の総議決権数

（潜在議決権数を含む。）の20％を

超えることになった事実を認識し公

表した後10日間（ただし、取締役会

が延期することができる。）が経過

した場合で、かつ、かかる公表後10

日以内（ただし、取締役会が延期す

ることができる。）に当社取締役会

が、本新株予約権を消却する旨の決

定を行わない場合。なお、本項にお

いて、次の各号に掲げる用語の意義

は、別段の定めのない限り、当該各

号に定めるところによる。 



  

前中間会計期間 
（自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

────── 

  

  

  

  

────── 

  

① 「特定株式保有者」とは、当社

の株券等の保有者、公開買付者また

は当該保有者かつ公開買付者である

者であって、(a)当該保有者が保有

する当社の議決権数と当該保有者の

共同保有者が保有する当社の議決権

の数の合計、(b)当該公開買付者が

保有しもしくは保有することとなっ

た当社の議決権の数と当該公開買付

者の特別関係者が保有する当社の議

決権の数の合計、(c)当該保有者か

つ公開買付者である者が保有しもし

くは保有することとなった当社の議

決権の数と当該保有者かつ公開買付

者である者の共同保有者または特別

関係者が保有する当社の議決権の数

の合計のいずれかが、当社の総株主

の議決権の数の20％超に相当する数

となる者をいう。 

② 「特別関係者」とは、証券取引

法第27条の２第７項に規定する特別

関係者をいう。 

③ 「公開買付者」とは、同法第27

条の３第２項に規定する公開買付者

をいう。 

④ 「株券等」とは、同法第27条の

23第１項に規定する株券等をいう。 

⑤ 「共同保有者」とは、同法第27

条の23第５項に規定する共同保有者

をいい、同条第６項に基づき共同保

有者とみなされる者を含む。 

⑥ 「保有」とは、同法第27条の23

第４項に規定する保有をいう。 

⑦ 「保有者」とは、同法第27条の

23第１項に規定する保有者をいい、

同条第３項に基づき保有者とみなさ

れる者を含むものとする。 

⑧ 「保有者かつ公開買付者」と

は、保有者が同時に公開買付者であ

る場合の当該保有者をいう。 



  

  

前中間会計期間 
（自 2004年４月１日 
至 2004年９月30日） 

当中間会計期間
（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

前事業年度 
（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

────── 

  

  

  

  

────── 

  

⑨ 「潜在議決権数」とは、新株引

受権、新株予約権（ただし、本総会

決議に基づいて発行されるものを除

く。）、新株予約権付社債、また

は、議決権制限株式に基づいて将来

議決権が行使可能となった場合に行

使可能な議決権数をいう。 

(9)新株予約権の消却事由および条

件 

(ア)第三者委員会が消却を必要と判

断し、取締役会が決議した場合 

 当社は、行使条件が成就するまで

の間、第三者委員会が「新株予約権

細則」に定める新株予約権の消却の

判断基準に基づき、消却する必要が

あると認めたときは、取締役会の決

議をもって新株予約権の発行日以降

において取締役会の定める日に、新

株予約権の全部を一斉に消却しなけ

ればならない。 

 なお、取締役会は、上記の決議を

行うに当たっては、「新株予約権細

則」に準拠し、第三者委員会の判断

を尊重して行うものとする。 

(イ)新会社法の施行または今後の立

法等の結果としてより適切な防衛策

を採用できる場合 

 当社は、行使条件が成就するまで

の間、本新株予約権を発行する目的

を達成するための新たな制度の導入

に際して必要があると認めたとき

は、取締役会の決議をもって新株予

約権の発行日以降において取締役会

の定める日に、新株予約権の全部を

一斉に無償で消却することができ

る。 

(10)新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権を譲渡するときは、取

締役会の承認を要する。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  



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46期）（自 2004年４月１日 至 2005年３月31日）2005年６月24日関東財務局長に提出。 

  

(2)自己株券買付状況報告書 

報告期間（自 2005年３月１日 至 2005年３月31日）2005年４月13日関東財務局長に提出。 

報告期間（自 2005年４月１日 至 2005年４月30日）2005年５月11日関東財務局長に提出。 

報告期間（自 2005年５月１日 至 2005年５月31日）2005年６月10日関東財務局長に提出。 

報告期間（自 2005年６月１日 至 2005年６月30日）2005年７月７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。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成16年12月20日

株式会社アイティフォー     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 森﨑 実   印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 麻生 和孝  印 

 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」に掲げられている株

式会社アイティフォーの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第46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、中間損益計算書及び中間キャ

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、株式会社アイティフォーの平成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。 

 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 

 （注）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。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年12月15日

株式会社アイティフォー     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 森﨑 実   印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 麻生 和孝  印 

 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」に掲げられている株

式会社アイティフォーの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第47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、中間損益計算書及び中間キャ

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、株式会社アイティフォーの平成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。 

 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 

 （注）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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