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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．「従業員数」欄の［ ］内は、外書で臨時従業員数（平均雇用人員を１人１日８時間で換算し算出）を記載

しております。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中間（当期）純損失を計上している

ため記載しておりません。 

４．第12期に連結子会社であった２社のうち、プラットアイズ株式会社の全株式を平成15年８月に売却し、また

プラット・コミュニケーションコンポーネンツ株式会社を平成15年12月に吸収合併したため、第12期末現在

において連結子会社はありません。このため、連結財務諸表については「連結財務諸表における資本連結手

続に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第７号 平成10年５月12日）に準じて、

連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書のみを作成しております。したがって、連結貸借対照

表、連結剰余金計算書については作成しておりませんので、純資産額、総資産額、１株当たり純資産額、自

己資本比率、従業員数については、記載しておりません。 

５．第13期中以後については、中間連結財務諸表（連結財務諸表）を作成していないため記載しておりません。

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13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） 2,240,428 － － 4,468,630 － 

経常損失（千円） 430,495 － － 647,915 － 

中間（当期）純損失（千円） 561,291 － － 890,929 － 

純資産額（千円） 5,150,187 － － － － 

総資産額（千円） 5,903,976 － － － － 

１株当たり純資産額（円） 386,766.88 － － － － 

１株当たり中間（当期）純損

失（円） 
41,403.95 － － 66,449.72 － 

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（％） 87.2 － － － － 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△530,981 － － △679,493 － 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△8,180 － － 58,739 － 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△44,808 － － △75,556 － 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
4,754,686 － － 4,641,756 － 

従業員数（外、平均臨時雇用

者数）（人） 

97 

[29] 

－ 

[－] 

－ 

[－] 

－ 

[－] 

－ 

[－] 



(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．「従業員数」欄の［ ］内は、外書で臨時従業員数（平均雇用人員を１人１日８時間で換算し算出）を記載

しております。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、第12期中及び第12期は、中間連結財務諸表（連結財務諸表）

を作成していたため、第13期中以後は関連会社がありませんので記載しておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中間（当期）純損失を計上している

ため記載しておりません。 

５．第12期中及び第12期については、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）を

作成しております。したがって、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロ

ー、財務活動によるキャッシュ・フローならびに現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高は、記載して

おりません。 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13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） 2,184,569 1,734,279 1,524,458 4,412,637 3,684,777 

経常損失（千円） 241,269 84,904 145,600 392,554 155,213 

中間（当期）純損失（千円） 1,057,242 87,083 156,524 1,391,197 160,988 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 2,414,700 2,414,700 2,414,700 2,414,700 2,414,700 

発行済株式総数（株） 13,588 13,588 13,588 13,588 13,588 

純資産額（千円） 5,154,505 4,704,084 4,381,536 4,791,168 4,630,180 

総資産額（千円） 5,842,838 5,230,732 4,900,297 5,612,264 5,388,145 

１株当たり純資産額（円） 387,091.10 358,652.40 346,476.05 365,291.92 353,017.70 

１株当たり中間（当期）純損

失（円） 
77,988.03 6,639.52 12,225.58 103,762.10 12,274.22 

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） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） 88.2 89.9 89.4 85.4 85.9 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ △166,757 △224,646 － △211,005 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ △2,411 △50,696 － △4,698 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － △92,388 － － 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
－ 4,472,695 4,058,475 － 4,426,088 

従業員数（外、平均臨時雇用

者数）（人） 

86 

[24] 

55 

[16] 

51 

[19] 

77 

[22] 

53 

[17] 



２【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

  該当事項はありません。 

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、臨時従業員は［ ］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。

なお、臨時従業員の平均人員は１人１日８時間で換算し、算出しております。 

(2) 労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 51[19] 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間会計期間におけるわが国の経済は、米国・アジア向けをはじめとして伸びの鈍化していた輸出が持ち直し

つつあり、企業収益の改善を受けて民間設備投資の堅調な増加や個人消費への波及が見られるなど、景気回復の踊

り場の脱却に向けて緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、原油価格高騰による経済への影響や、世界

経済を牽引する米国・中国の景気動向には依然留意する必要があります。 

当社の主要な販売品目である国内サーバ市場におきましては、わが国経済の堅調な推移と連動して出荷台数は増

加する一方、製品価格の低下や低価格製品へのシフトにより出荷金額が減少する傾向は変わっておらず、引き続き

厳しい状況にあります。 

このような状況の中、当社は、サーバ運用に関連するオリジナル製商品の強化を最重要課題とし、製商品セミナ

ーの開催をはじめとする自社製品・自社オリジナル商品に重点を置いた営業活動、ぷらっとオンラインの利便性向

上・品揃え強化に注力してまいりました。こうした活動の結果、自社製品については売上計画を達成することがで

きた他、前中間会計期間において不振であった教育・研究機関への販売は回復の傾向にあります。しかしながら、

新商品の販売が計画を大幅に下回ったことや価格競争の激しい商品の売上高減少により、当中間会計期間の売上高

は1,524百万円（前年同期比209百万円・12.1％減少）となりました。また損益面では、人件費をはじめとする経費

の一段の削減により本社移転に伴う費用増加を吸収し販売費及び一般管理費の増加を抑制いたしましたが、売上高

の減少による減益のため営業損失が145百万円（前年同期は営業損失85百万円）、経常損失が145百万円（前年同期

は経常損失84百万円）、中間純損失が156百万円（前年同期は中間純損失87百万円）となりました。 

 主要品目別の売上高については、次のとおりであります。 

ＰＢコンピュータについては、超高速ストレージ「マッハＲＡＩＤ」の投入やデュアルコアプロセッサ搭載サー

バ等継続的な製品のモデルチェンジを行うなどラインナップの強化に努めるとともに、積極的なセミナー開催等サ

ーバ及びサーバ運用関連製商品にテーマを絞った営業活動に注力いたしました。その結果、サーバ製品・ストレー

ジ製品ともすべての顧客層において前年同期の実績を上回り、売上高は483百万円（前年同期比80百万円・19.8％

増加）となりました。 

コンピュータ関連商品については、コンピュータ部品や周辺機器をはじめとする激しい価格競争の中、自社オリ

ジナル商品及び当社が販売代理店契約を有する商品の販売に注力してまいりました。しかしながら、当中間会計期

間に投入した新商品をはじめこれらカテゴリーの売上高への貢献は計画を下回り、前中間会計期間は好調であった

他社ブランドサーバをはじめコンピュータ部品・周辺機器等の売上高減少の影響を強く受けました。その結果、売

上高は1,002百万円（前年同期比261百万円・20.7％減少）となりました。 

サービス・その他については、製商品販売に伴う保守サービスや設定サービス等は堅調に推移しましたが、前中

間会計期間にスポットで発生した法人大口案件の反動もあり、売上高は前年同期比で大幅に減少いたしました。そ

の結果、売上高は38百万円（前年同期比28百万円・42.8％減少）となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

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、前期末比367百万円減少し、当中間

会計期間末の資金残高は4,058百万円となりました。 

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、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） 

 税引前中間純損失が154百万円となり、減価償却費37百万円の計上を行いました。また、商品在庫管理の徹底に

よりたな卸資産の減少102百万円や売掛金の減少10百万円等の収入がありました。一方、支出要因としては、売上

高の減少及びたな卸資産の圧縮に伴う仕入高の減少により仕入債務の減少215百万円等がありました。これらの収

支要因の結果、営業活動により使用した資金は224百万円となりました。（前年同期は166百万円の使用） 



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 本社移転や基幹業務システムの強化等に伴う有形固定資産及び無形固定資産の取得により、投資活動に使用した

資金は50百万円となりました。（前年同期は 2百万円の使用） 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 自己株式の取得により、財務活動に使用した資金は92百万円となりました。（前年同期は資金の増減なし） 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 （注）１．ＰＢコンピュータは、当社において生産しております。なお、ＰＢコンピュータ以外の品目については、記

載を省略しております。 

２．上記金額は製造原価によっており、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

 （注） 上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

品目 
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） 

前年同期比（％） 

ＰＢコンピュータ（千円） 369,168 117.3 

合計（千円） 369,168 117.3 

品目 

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） 

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

ＰＢコンピュータ 468,422 136.9 14,446 90.7 

コンピュータ関連商品 969,639 78.4 18,399 84.5 

サービス・その他 35,975 55.2 16,582 78.8 

合計 1,474,037 89.7 49,429 84.2 

品目 
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） 

前年同期比（％） 

ＰＢコンピュータ（千円） 483,398 119.8 

コンピュータ関連商品（千円） 1,002,732 79.3 

サービス・その他（千円） 38,328 57.2 

合計（千円） 1,524,458 87.9 



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、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

当社では、現代のコンピュータ環境を形成する、ハードウェア、オペレーティングシステム、ネットワークシステ

ムを基盤とすることはもちろんのこと、運用環境までを考慮に入れた製品開発を行っております。 

当中間会計期間において、当社ではＰＢコンピュータ及び当社オリジナルのコンピュータ関連商品の開発を中心と

して研究開発活動を行っております。 

ＰＢコンピュータの分野では、超高速ストレージの開発やデュアルコアＣＰＵ対応サーバ等の新モデル追加等の開

発に注力してまいりました。研究開発活動の成果としては、超高速ストレージ「マッハＲＡＩＤ」の製品化をはじ

め、デュアルコアＣＰＵ搭載サーバの新モデル追加や、デスクトップ型サーバやストレージのモデルチェンジ等を実

施いたしました。 

また、コンピュータ関連商品の分野では、今冬製品化予定のマイクロサーバ「ＯｐｅｎＭｉｃｒｏＳｅｒｖｅｒ」

の開発を中心に、コンピュータ切替器やその周辺機器の開発等に取り組んでおります。 

 当中間会計期間における研究開発費の総額は、18百万円となっております。 



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について完了したものは、次のとおり

であります。なお、この他には前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等はありません。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  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。 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 
投資額 
（百万円） 

完了年月 完成後の増加能力 

 本社 

（東京都千代田区） 

 新本社事務所設備 

 及び器具備品 
37 平成17年５月 － 



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】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄の発行数には、平成17年12月１日から当半期報告書提出日までの新株予約権の権利行

使により発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 商法第280条ノ20並びに第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権の状況は、次のとおりであります。 

① 平成17年６月29日定時株主総会決議 

 （注）１．(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、執行役、監査役

または従業員の地位を有していることを要する。ただし、当社または当社の関係会社の取締役、執行

役、もしくは監査役が任期満了により退任した場合もしくは従業員が定年退職した場合には、この限り

ではない。 

(2) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 

(3) その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で

締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

２．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ものとする。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 36,000 

計 36,000 

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 13,588 13,588 
東京証券取引所 

（マザーズ） 
－ 

計 13,588 13,588 － － 

 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 449 同左 

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） 449 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 215,350 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年11月15日から 

平成18年12月29日まで 
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  215,350 

資本組入額 107,675 
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 （注２） 同左 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

 （注）１．当社は自己株式942株を保有しておりますが、上記の大株主の状況からは除いております。 

 ２．ＵＦＪ信託銀行（株）は平成17年10月１日付で三菱信託銀行（株）と合併し、三菱ＵＦＪ信託銀行（株）に

変更しております。 

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） 

平成17年４月１日～

平成17年９月30日  
－ 13,588 － 2,414,700 － 603,675 

  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
（％） 

本多 弘男 東京都文京区小石川一丁目10番5-1502 3,430 25.24 

鈴木 友康 東京都千代田区九段北二丁目3番25号1104 2,990 22.00 

ＫＤＤＩ（株） 東京都新宿区西新宿二丁目3番2号 500 3.68 

大阪証券金融（株） 大阪府大阪市中央区北浜二丁目4番6号 302 2.22 

ＵＦＪ信託銀行（株） 東京都千代田区丸の内一丁目4番3号 200 1.47 

穐田 誉輝 東京都港区海岸一丁目1番1号4802 173 1.27 

松井証券（株） 東京都千代田区麹町一丁目4番 149 1.10 

風見 節夫 茨城県筑波郡谷和原村鬼長687番地の1 116 0.85 

川瀬 智津子 三重県桑名市和泉524 111 0.82 

梅木 誠 東京都足立区西新井本町一丁目21番8号 103 0.76 

計 － 8,074 59.42 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （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13株（議決権の数13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） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

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の役員の異動はありません。 

  平成17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） 
（自己保有株式） 

普通株式   942 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,646 12,646 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 13,588 － － 

総株主の議決権 － 12,646 － 

  平成17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（％） 

（自己保有株式） 

ぷらっとホーム株式会社 

東京都千代田区外神

田一丁目18番13号 
942 － 942 6.93 

計 － 942 － 942 6.93 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 245,000 240,000 240,000 228,000 433,000 454,000 

最低（円） 190,000 195,000 197,000 209,000 196,000 242,000 



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（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、あずさ監査法人

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、中間連結財務諸表を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 
（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  4,472,695   4,058,475   4,426,088   

２．売掛金  249,093   363,103   373,358   

３．たな卸資産  157,928   88,010   190,869   

４．その他  25,410   28,644   33,072   

貸倒引当金  △369   △545   △552   

流動資産合計   4,904,759 93.8  4,537,687 92.6  5,022,835 93.2 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 153,116   163,780   137,100   

２．無形固定資産  104,637   67,076   81,959   

３．投資その他の資
産  68,218   131,752   146,249   

固定資産合計   325,972 6.2  362,609 7.4  365,309 6.8 

資産合計   5,230,732 100.0  4,900,297 100.0  5,388,145 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金  414,119   415,006   630,690   

２．賞与引当金  21,671   21,468   20,142   

３．その他 ※２ 82,531   71,387   97,176   

流動負債合計   518,322 9.9  507,861 10.4  748,008 13.9 

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金  8,325   10,900   9,955   

固定負債合計   8,325 0.2  10,900 0.2  9,955 0.2 

負債合計   526,647 10.1  518,761 10.6  757,964 14.1 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,414,700 46.1  2,414,700 49.3  2,414,700 44.8 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  603,675   603,675   603,675   

２．その他資本剰余
金  4,961,645   4,961,645   4,961,645   

資本剰余金合計   5,565,320 106.4  5,565,320 113.6  5,565,320 103.3 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  5,400   5,400   5,400   

２．任意積立金  70,000   70,000   70,000   

３．中間（当期）未
処理損失  3,278,834   3,509,262   3,352,738   

利益剰余金合計   △3,203,434 △61.2  △3,433,862 △70.1  △3,277,338 △60.8 

Ⅳ 自己株式   △72,501 △1.4  △164,621 △3.4  △72,501 △1.4 

資本合計   4,704,084 89.9  4,381,536 89.4  4,630,180 85.9 

負債資本合計   5,230,732 100.0  4,900,297 100.0  5,388,145 100.0 

           



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  1,734,279 100.0 1,524,458 100.0 3,684,777 100.0 

Ⅱ 売上原価  1,354,761 78.1 1,200,633 78.8 2,917,398 79.2 

売上総利益  379,517 21.9 323,824 21.2 767,378 20.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  464,582 26.8 468,988 30.7 922,627 25.0 

営業損失  85,065 △4.9 145,163 △9.5 155,249 △4.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 439 0.0 123 0.0 766 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 279 0.0 560 0.1 730 0.0 

経常損失  84,904 △4.9 145,600 △9.6 155,213 △4.2 

Ⅵ 特別利益  220 0.0 7 0.0 37 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※３ 293 0.0 8,825 0.5 1,602 0.1 

税引前中間（当期）純損失  84,978 △4.9 154,419 △10.1 156,778 △4.3 

法人税、住民税及び事業税 ※５ 2,105 0.1 2,105 0.2 4,210 0.1 

中間（当期）純損失  87,083 △5.0 156,524 △10.3 160,988 △4.4 

前期繰越損失  3,191,750  3,352,738  3,191,750  

中間（当期）未処理損失  3,278,834  3,509,262  3,352,738  

        



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
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） 

前事業年度の要約キャッシュ・

フロー計算書 

（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） 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）純損

失 
 84,978 154,419 156,778 

減価償却費  39,530 37,483 79,177 

貸倒引当金の増減額  △220 △7 △37 

賞与引当金の増減額  △13,005 1,325 △14,534 

退職給付引当金の増減額  △610 944 1,020 

受取利息及び受取配当金  △22 △27 △46 

為替差損益  △108 △117 △35 

売上債権の増減額  147,432 10,254 23,167 

たな卸資産の増減額  12,143 102,859 △20,797 

仕入債務の増減額  △221,358 △215,683 △4,788 

その他  △41,372 △3,072 △113,193 

小計  △162,571 △220,460 △206,845 

利息及び配当金の受取額  22 27 46 

法人税等の支払額  △4,208 △4,213 △4,206 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
 △166,757 △224,646 △211,005 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・

フロー 
    

有形固定資産の取得によ

る支出 
 △960 △41,973 △2,381 

無形固定資産の取得によ

る支出 
 △1,451 △8,722 △2,316 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
 △2,411 △50,696 △4,698 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・

フロー 
    

自己株式の取得による支

出 
 － △92,388 － 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
 － △92,388 － 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換

算差額 
 108 117 35 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少

額 
 169,060 367,613 215,668 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残

高 
 4,641,756 4,426,088 4,641,756 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高 
※１ 4,472,695 4,058,475 4,426,088 

     



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）たな卸資産 

商品、製品、原材料 

移動平均法による原価法 

(1）たな卸資産 

商品、製品、原材料 

同左 

(1）たな卸資産 

商品、製品、原材料 

同左 

 仕掛品 

システム開発案件は個別法

による原価法 

その他は移動平均法による

原価法 

仕掛品 

同左 

仕掛品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額

法） 

 なお、耐用年数は２～20年

であります。 

(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 

 ソフトウェア（自社利用）

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 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

均等償却 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒れによる

損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債

権については財務内容評価法

に基づき個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給

に備えるため、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。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給

に備えるため、将来の支給見

込額のうち、当事業年度の負

担額を計上しております。 

 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、退職給付会計に関する

実務指針（中間報告）（日本

公認会計士協会 会計制度委

員会報告第13号）に定める簡

便法（期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法）

により、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。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備える

ため、退職給付会計に関する

実務指針（中間報告）（日本

公認会計士協会 会計制度委

員会報告第13号）に定める簡

便法（期末自己都合要支給額

を退職給付債務とする方法）

により、当事業年度末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

 



会計処理の変更 

追加情報 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６．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 

 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 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 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

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．   ───── １．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

れによる損益に与える影響はありません。 

１．   ───── 

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．外形標準課税 

 「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、当中間会計期間から「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9,326千円については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

１．   ───── １．外形標準課税 

 「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18,499

千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前

当期純損失がそれぞれ同額増加しておりま

す。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

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 

142,983千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

162,841千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

153,146千円 

※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、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 

※２．    ───── 

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．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

受取利息 21千円

   

   

受取利息 27千円

   

   

業務代行収入 327千円

   

   

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

為替差損 274千円 為替差損 286千円

自己株式取得手数料 268千円

   

為替差損 730千円

※３．    ───── ※３．特別損失の主要項目 ※３．    ───── 

 本社移転費用 7,561千円

  

 

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 

有形固定資産 15,322千円

無形固定資産 23,659千円

有形固定資産 14,361千円

無形固定資産 22,832千円

有形固定資産 30,690千円

無形固定資産 47,390千円

※５．当中間会計期間における税金費用につ

いては、簡便法による税効果会計を適用

しているため、法人税等調整額は「法人

税、住民税及び事業税」に含めて表示し

ております。 

※５．      同左 ※５．    ───── 

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．現金及び現金同等物の中間会計期間末

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 

（平成16年９月30日現在） 

※１．現金及び現金同等物の中間会計期間末

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 

（平成17年９月30日現在） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成17年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 4,472,695千円

現金及び現金同等物 4,472,695千円

現金及び預金勘定 4,058,475千円 

現金及び現金同等物 4,058,475千円 

現金及び預金勘定 4,426,088千円 

現金及び現金同等物 4,426,088千円 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年９月30日） 

該当事項はありません。 

当中間会計期間末（平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度末（平成17年３月31日） 

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） 

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 

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、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

有形固定資産 21,612 11,640 9,972 

無形固定資産 91,172 82,187 8,984 

合計 112,784 93,828 18,956 

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産 13,928 8,469 5,459 

合計 13,928 8,469 5,459 

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

有形固定資産 17,976 10,456 7,519 

無形固定資産 37,800 35,389 2,410 

合計 55,776 45,846 9,929 

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 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 14,653千円

１年超 5,938千円

合計 20,592千円

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 2,593千円

１年超 3,196千円

合計 5,790千円

１年内 6,448千円

１年超 4,448千円

合計 10,896千円

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 14,290千円

減価償却費相当額 12,743千円

支払利息相当額 642千円

支払リース料 5,031千円

減価償却費相当額 4,260千円

支払利息相当額 189千円

支払リース料 24,349千円

減価償却費相当額 21,770千円

支払利息相当額 1,006千円

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。 

 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

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） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

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） 

該当事項はありません。 

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） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 

（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、１株当たり中間（当期）純損失を計上している

ため、記載しておりません。 

２．１株当たり中間（当期）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 358,652.40円 346,476.05円 353,017.70円 

１株当たり中間（当期）純

損失 
6,639.52円 12,225.58円 12,274.22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)

中間（当期）純損失（千円） 87,083 156,524 160,988 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純損失 

（千円） 
87,083 156,524 160,988 

期中平均株式数（株） 13,116 12,803 13,116 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新

株予約権の数375

個）。 

この詳細は、「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。 

新株予約権１種類（新

株予約権の数449 

個）。 

この詳細は、「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。 

新株予約権１種類（新

株予約権の数375

個）。 

この詳細は、「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（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

該当事項はありません。 

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） 

 平成17年11月11日開催の取締役会において、自社製品・オリジナル商品を軸に法人顧客に集中する方針を徹

底するため、現店舗を閉鎖することを決定いたしました。 

(1）閉鎖予定日        平成17年12月末日 

(2）平成17年３月期売上高   545,960千円 

(3）当事業年度の財政状態及び経営成績に与える影響額 

32,000千円（概算）の店舗閉鎖損失を見込んでおります。 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 平成17年５月26日開催の取締役会において、商法第211条ノ３第１項第２号の規定に基づき、自己株式を取

得すること及びその具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。 

(1）自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

 ① 取得する株式の種類   当社普通株式 

 ② 取得する株式の総数   500株（上限） 

 ③ 取得価額の総額     100,000千円（上限） 

 ④ 取得の方法       東京証券取引所の立会時間外取引であるToSTNeT-2（終値取引）による取得 

(2）取得日  平成17年５月27日 

(3）その他 

上記ToSTNeT-2による取得の結果、当社普通株式470株（取得価額総額92,120千円）を取得いたしました。 



(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13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29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 平成17年５月１日 至 平成17年５月31日）平成17年６月１日関東財務局長に提出 

報告期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年６月30日）平成17年７月１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17日

ぷらっとホーム株式会社   

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 潮来 克士  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松本 達之  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」に掲げられているぷらっ

とホーム株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第13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、ぷらっとホーム株式会社の平成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

※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、その原本は半期報告書提出会社が別途保

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16日

ぷらっとホーム株式会社   

 取締役会 御中  

 あ ず さ 監 査 法 人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 潮来 克士  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 寺田 昭仁  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」に掲げられているぷらっ

とホーム株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第14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、ぷらっとホーム株式会社の平成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 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年11月11日開催の取締役会において、現店舗を閉鎖するこ

とを決定した。 

 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

※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、その原本は半期報告書提出会社が別途保

管しております。 
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