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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 売上高は、消費税等抜きの金額となっております。 

２ 第10期、第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失が計上されているため、記載

しておりません。 

３ 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

４ 第12期において、平成17年８月19日付で１株につき５株の割合による株式の分割を行っております。 

  

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月

売上高 (千円) 5,818,904 4,897,544 4,029,785 4,467,172 4,208,785

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) 809,161 217,274 △684,895 △303,721 346,946

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(千円) 470,756 125,163 △327,251 △737,857 100,185

純資産額 (千円) 2,828,597 2,804,389 2,418,193 1,694,162 4,374,272

総資産額 (千円) 4,261,807 4,077,066 3,974,731 3,666,322 7,152,781

１株当たり純資産額 (円) 195,615.34 197,172.89 169,092.60 118,464.62 46,394.15

１株当たり 
当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(円) 34,560.99 8,708.81 △22,946.79 △51,594.78 1,226.49

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

(円) 34,422.07 8,684.16 ― ― 1,112.54

自己資本比率 (％) 66.4 68.8 60.8 46.2 61.2

自己資本利益率 (％) 21.8 4.5 △13.5 △35.9 3.3

株価収益率 (倍) 20.3 18.3 △7.0 △3.6 151.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 77,867 273,921 257,640 △464,921 △194,658

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △599,727 △354,827 △39,021 △249,360 △87,673

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 850,291 △108,404 △33,256 △14,301 1,921,774

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 1,464,811 1,236,175 1,364,567 649,154 2,322,644

従業員数 
(外、平均臨時 
雇用者数) 

(人) 108(14) 134(1) 126(―) 134(―) 171(20)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高は、消費税等抜きの金額となっております。 

２ 第10期、第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失が計上されているため、記載

しておりません。 

３ 従業員は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

４ 第12期において、平成17年８月19日付で１株につき５株の割合による株式の分割を行っております。 

  

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月

売上高 (千円) 4,937,487 4,225,725 3,341,490 3,684,263 2,971,861

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) 467,014 70,555 △742,048 △421,828 516,766

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(千円) 232,918 30,829 △361,403 △786,812 248,357

資本金 (千円) 914,260 915,835 916,985 916,985 2,067,229

発行済株式総数 (株) 14,460 14,523 14,569 14,569 95,629.89

純資産額 (千円) 2,533,742 2,441,567 2,060,906 1,268,232 3,741,307

総資産額 (千円) 3,594,348 3,434,579 3,385,806 3,086,383 5,603,254

１株当たり純資産額 (円) 175,224.27 171,663.34 144,109.26 88,681.36 39,680.84

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
2,500.00 

(―)

2,500.00

(―)

1,000.00

(―)

0 

(―)

0

(―)

１株当たり 
当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(円) 17,164.24 2,145.14 △25,341.48 △55,018.01 3,040.43

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

(円) 17,031.20 2,139.06 ― ― 2,757.95

自己資本比率 (％) 70.5 71.1 60.9 41.1 66.8

自己資本利益率 (％) 11.7 1.3 △17.5 △47.3 9.9

株価収益率 (倍) 40.8 74.1 △6.3 △3.4 61.2

配当性向 (％) 14.6 115.3 ― ― ―

従業員数 
(外、平均臨時 
雇用者数) 

(人) 71(14) 89(―) 86(―) 89(―) 99(12)



２ 【沿革】 

  

平成７年７月 ネットワーク製品の開発・販売を目的として、平成７年７月10日、資本金10,000千

円で東京都千代田区神田和泉町一丁目13番１号にプラネットジャパン株式会社設立

平成８年７月 プラネットコミュニケーションズ株式会社に商号変更 

平成８年11月 東京都千代田区神田須田町一丁目７番地に本社移転 

平成９年10月 東京都北区赤羽にデリバリーセンターを開設 

平成10年２月 プラネックスコミュニケーションズ株式会社に商号変更 

平成11年７月 PLANEX COMMUNICATIONS CORPORATIONS LTD.(タイ)を設立（現在休眠中) 

平成12年１月 PLANEX COMMUNICATIONS INC.(台湾)を買収し100％子会社化(現 連結子会社) 

PCIダイレクト直販部門強化のため、SC事業課(システム構築課)設置 

平成12年６月 シンガポールにPLANEX COMMUNICATIONS PTE LTD.を設立 

平成13年２月 東京都中央区日本橋大伝馬町12番７号に本社移転 

平成13年７月 JASDAQ市場に上場  stock code:6784 

平成13年11月 西日本事務所開設（大阪府大阪市中央区伏見町三丁目３番３号） 

平成14年４月 デリバリセンター・リペアセンターを東京都北区赤羽から葛飾区亀有に移転 

平成14年10月 西日本事務所を大阪市中央区伏見町から西区江戸堀に移転 

平成16年８月 PLANEX COMMUNICATIONS Europe GMBH.(ドイツ)を設立 

平成17年４月 株式会社アメリカンメガトレンドを株式交換により100％子会社化(現 連結子会

社) 

同社が株式会社トリスターを100％子会社化(現 連結子会社) 

SUSTEEN, Inc.,の株式20％を取得し持分法適用関連会社化 

RedSIP,Inc.,株式を100％取得し子会社化 

平成17年７月 東京都渋谷区東三丁目16番３号に本社移転 



３ 【事業の内容】 

プラネックスコミュニケーションズ株式会社（以下当社）を中核とする企業集団（以下当社グループ）は、情報通

信・ネットワーク関連製品の開発及び製造販売を主な事業の内容としており、連結子会社であるPLANEX 

COMMUNICATIONS INC.（台湾）および、非連結子会社であるPLANEX COMMUNICATIONS PTE LTD.(シンガポール)の3社で

構成されておりました。 

製品開発につきましては、当社および最先端技術が集積する台湾に拠点を持つPLANEX COMMUNICATIONS INC.（台

湾）が共同で情報収集を行い、市場競争力のある製品開発を行っております。 

製造につきましては、PLANEX COMMUNICATIONS INC.（台湾）を通じて、技術開発サイクルが速く、コストが安価で

技術レベルの安定した台湾・中国等におけるベンダー各社に製造委託を行っております。 

製品の販売は、当社グループ全てが担当し、今後もさらにIT関連事業の成長が見込まれる日本、台湾、シンガポー

ルを中心としたアジア市場において、流通業者、量販店、法人顧客、Web直販（PLANEXダイレクト営業部門）といった

ルートを最大限に活用し、着実に拡大させております。 

このように当社グループでは、生産と輸出はPLANEX COMMUNICATIONS INC.（台湾）、日本国内での販売は当社とい

うかたちで、これまでファブレスカンパニーとしての役割を担ってまいりました。 

さて、平成17年度におきまして、株式会社アメリカンメガトレンド（所在地：日本、以下AMIJ）、株式会社トリス

ター（所在地：日本、以下TriStar）、SUSTEEN,Inc.,(所在地：米国、以下SUSTEEN）、RedSIP,Inc.,（所在地：米

国、以下RedSIP）の計4社に資本参加いたしました。 

AMIJは米国American Megatrends Inc.（以下AMI）の日本代理店でしたが、現在、AMIの販売代理店業務は中断して

おり、これまで培ってきた独自のBIOS技術を応用した携帯電話データ処理ソフト製品の受託開発を主な業務としてお

ります。TriStarはその製品を商品化し、携帯電話データ管理ソフト「携帯万能」シリーズを主力商品としたデータ処

理ソフト製品の製造販売会社です。RedSIPは、VoIP（Voice over IP）関連の技術開発において最先端のノウハウを持

つ会社として、当社グループに加わったことで、大きなシナジーが発揮できると考えております。 

AMIJ及びRedSIPは当社の100％子会社、TriStarはAMIJの100％子会社であり、当社はSUSTEENへ20％の資本参加して

おります。SUSTEENは、米国や欧州における携帯電話データ処理ソフト製品の受託開発を主な業務としております。 

当社は、上記のような高い技術力をもつ各社を子会社化し、あるいは資本参加することにより、市場のニーズに迅

速に対応し、求められている製品をいち早く提供できるように体制を整えて参りました。 

  

当社及び連結子会社が開発・販売する製品は、以下の3つの製品グループに分類されます。 

  

① ネットワークプロダクト 

② インターネットシステムプロダクト 

③ その他 

  

この分類は当社グループがかねてより採用しているものです。このたび新たに4社がグループに加わったことで製品

の種類が増加いたしましたが、製品グループの3区分はそのままといたします。拡大による新しい当社グループによる

製品の分類は以下のとおりとなります。 

  



  

(注) 当社グループは、情報通信・ネットワーク事業のみを営んでいるため、事業の種類別セグメントの記載は行っておりませ

ん。「第２ 事業の状況」以下においても同様であります。 

  

事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 
  

製品グループ 製品種類

ネットワークプロダクト 
ハブ、NIC、ノンインテリジェントスイッチ、
インテリジェントスイッチ、ギガビット製品、 
プリントサーバー、ケーブル、無線LAN、USB 

インターネットシステムプロダクト
VoIP機器、Linux サーバー、ブロードバンドルーター、
ADSL／ケーブルモデム 

その他 
USB、IEEE1394、保守・工事・教育サービス
携帯電話データ処理ソフト並びに機器、BIOS関連技術開発受注 



４ 【関係会社の状況】 

  

(注) １ 議決権の被所有割合の[ ]内は、緊密な者又は同意している者の被所有割合で外数となっております。 

２ ドリームイメージス゛有限会社は、持分は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているためその他の関係

会社としたものであります。 

３ 特定子会社に該当しております。 

４ PLANEX COMMUNICATIONS INC.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が

10％を超えております。 

５ 株式会社トリスターについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超え

ております。 

  

名称 住所 
資本金又は 
出資金 
(千円) 

主要な事業の内容
議決権の所有
(被所有)割合
(％) 

関係内容 

(連結子会社) 
PLANEX  
COMMUNICATIONS INC. 
(注) ３.４ 

Taipei 
Taiwan 

5,000千 
NTドル 

情報通信・ネットワーク
関連製品の製造販売 

100.0

当社の製造部門を担
当しているほか、台
湾及び海外市場への
販売拠点となってお
ります。 
役員の兼任２名 

株式会社アメリカン 
メガトレンド 

東京都 
渋谷区 

150,150 

携帯電話プロトコル制御
エンジン開発、各種ソフ
トウェア開発及び各種コ
ンピュータ周辺機器の輸
入販売及び設計開発 

100.0

銀行借り入れに対す
る債務保証を行って
おります。 
役員の兼任３名 

株式会社トリスター 
(注) ５ 

東京都 
渋谷区 

10,000 

コンピュータシステム、
通信システムに関するソ
フトウェア、ハードウェ
アの企画・開発・販売 

100.0
一部の製品を仕入れ
ております。 

(持分法適用関連会社) 
Susteen, Inc., 

アメリカ 
カリフォ 
ルニア州 

250千USドル 
データ通信及びモバイル
コンピューティングに特
化した製品開発 

20.0
業務委託契約を締結
しております。 

(その他の関係会社) 
ドリームイメージズ 
有限会社 
(注) １.２ 

東京都 
世田谷区 

3,000 不動産賃貸業
(18.4)
[37.9] 

代表取締役久保田克
昭が100％保有して
おります。 
役員の兼任２名 

主要な損益情報等 (1) 売上高 2,353,553千円

  (2) 経常利益 9,001千円

  (3) 当期純損失 6,023千円

  (4) 純資産額 593,340千円

  (5) 総資産額 1,162,012千円

主要な損益情報等 (1) 売上高 476,687千円

  (2) 経常損失 74,468千円

  (3) 当期純損失 73,842千円

  (4) 純資産額 △113,194千円

  (5) 総資産額 358,414千円



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

事業の種類別セグメントを記載していないため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。 

平成17年12月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 前連結会計年度末に比べ、従業員が37名増加しておりますが、これは業容拡大による増加であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年12月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 前事業年度末に比べ、従業員が10名増加しておりますが、これは業容拡大による増加であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  

部門の名称 従業員数(人)

営業部門 42 (―) 

開発部門 78 (７) 

マーケティング部門 19 (―) 

管理部門 32 (13) 

合計 171 (20) 

従業員数(人) 平均年令(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

99 (12) 32.3 1.9 3,892,134



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

（1） 業績 

   当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油高など素材価格の上昇の影響があったものの、企業収益の改善に

より設備投資が活発化、個人消費も緩やかに増加する等、景気回復が一段と強固になってまいりました。海外にお

いては順調に推移する米国経済や引き続き急成長を遂げる中国経済の伸びに支えられております。 

   当社グループの属する通信情報・ネットワーク機器市場においても、旺盛な個人需要に支えられております。一

方で、企業間の販売競争はますます激しさを増し、当社既存製品について予想を上回る販売単価の下落となりまし

た。このため既存事業分野である流通、量販市場は昨年度に引き続き伸び悩みの状況が続いております。 

   このような状況の中、当グループは新たな製品群を開発、製品化してまいりました。 

無線LAN製品では、平成16年度に立ち上げた法人向け新ブランド「Carrier Quality Series（CQS）」の第1弾とし

て発売した、日本市場初の108Mbps対応の無線LANアクセスポイント及び無線LANカードを、今年度はコンシューマー

向けに改良しBRC-W108Gを発表、さらに高速なVPNを実現することができるBRCシリーズの新製品としてBRC-14VGを発

表いたしました。中でも、54Mbpsの高速通信に対応したIEEE802.11ｇ規格を採用した無線LANアダプタでは、圧倒的

な低コストを実現した無線LANカードだけではなく、USB接続タイプの製品も発表し好評を博しております。 

また当社は、国内のブロードバンドインフラの急速な成長に伴い拡大したVoIP機器市場のニーズを的確に捉え、

VoIP機器付加価値サービス企業と協業を行い、マーケットシェアの拡大に注力しております。さらに、インターネ

ットを介した多種多様なサービス展開を推進するため、シナジー効果を狙い、AMIJ（所在地：日本）、TriStar（所

在地：日本）、SUSTEEN（所在地：米国）、RedSIP（所在地：米国）の計4社に資本参加いたしました。シナジー製

品といたしましては、携帯電話のデータをインターネット機器データと同期させるソフトや新たな機器の開発に着

手、平成17年度末には新しいコンセプトのサービスを内包したネットワークポータルサービス「CyberGate（サイバ

ーゲート）」を開始いたしました。提供サービスといたしましては、（1）ネットワークカメラの映像を携帯電話で

見ることができる「CyberGate  -  Live  -（サイバーゲート・ライブ）」、（2）ダイナミックDNSサービス

「CyberGate - DDNS -（サイバーゲート・ディーディーエヌエス）」、（3）携帯電話のアドレス帳などのデータを

オンラインでバックアップ、同期させることができる「CyberGate - Sync -（サイバーゲート・シンク）」の3つを

スタートいたしました。今後も「CyberGate」サービスの充実を図り、順次サービスの追加を予定しております。 

以上の状況において、当期連結売上高は前年比5.8％減の4,208百万円となりました。市場別に見ると、日本国内

3,533百万円（前年比4.1％）、海外市場675百万円（前年比13.7％減）となりました。連結営業損失は経営のスリム

化を図るとともに、諸経費の節減を行いましたが、値引き競争の激化に加え、グループ拡大が依然奏功しておら

ず、前年の175百万円から、今期は760百万円と悪化いたしました。 

  

所在地別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

   

日本 

日本における売上の伸びは前年比4.1％増でありますが、商品群の充実を図るも店頭での商品陳列競争が激化して

いる上、単価下落に歯止めがかからず、売上は微増に留まりました。インターネットユーザーの契約数は増加して

いるものの、インターネット接続機器のレンタル、ソフトウェアの無償配布等により、エンドユーザーが直接購入

する機会は減少しており、今後当社の事業戦略としては、店頭販売に加え、エンドユーザーへの直接販売を拡大さ

せる必要があります。今後は従来主力としておりましたハードウェア、ソフトウェアに加え、ネットワーク関連商

品群の充実を図ってまいります。 



  

  アジアおよびその他地域 

アジア地域における販売先は堅調に拡大しておりますが、売上高は13.7％減と縮小いたしました。これは、日本

と海外市場の商品仕様が異なる上、開発期間が短期間であるため競合他社の動向を充分にリサーチし、商品リリー

スのタイミングを図ることが非常に困難であること、また日本と同様、単価下落が顕著であることなどに起因して

おります。今後は、アジア地域での安定した販売高を維持するとともに、ヨーロッパ地域、北欧地域における拡販

を図ってまいります。 

  

（2） キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ1,673百万円増

加し、当連結会計年度末には、2,322百万円となりました。 

当連結会計年度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） 

 営業活動の結果使用した資金は194百万円となりました。(前連結会計年度は469百万円の使用) 

 主な内訳は、売上債権801百万円の増加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87百万円となりました。(前連結会計年度は249百万円の使用) 

 主な内訳は、関連会社SUSTEEN株式の取得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） 

 財務活動の結果得られた資金は1,921百万円となりました。(前連結会計年度は14百万円の使用) 

 主な内訳は、転換社債型新株予約権付社債の発行2,000百万円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 

当社グループ製品の生産は、主に子会社PLANEX COMMUNICATIONS INC.(台湾)を通じ、台湾・中国等における生産

委託によっているため、生産実績の記載は省略しております。 

  

(2) 製品仕入実績 

当連結会計年度における仕入実績を品目別に示しますと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当連結会計年度は、決算日(平成17年12月31日)の為替相場(１NTD＝3.60円)により換算しております。 

  

(3) 受注実績 

当社グループは受注生産を行っていないため、受注状況の記載は省略しております。 

  

(4) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当連結会計年度は、決算日(平成17年12月31日)の為替相場(１NTD＝3.60円)により換算しております。 

３ 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。 

  

  

３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、成長する企業への飛躍を目指して、「商品開発の強化」と「組織体制の強化」の２つに重点を置

いて経営に当たっております。具体的には以下のとおりであります。 

  

区分 金額(千円) 前年同期比(％) 

ネットワークプロダクト 1,704,810 △35.2 

インターネットシステムプロダクト 361,957 △38.8 

その他 688,745 235.3 

合計 2,755,513 △19.6 

区分 金額(千円) 前年同期比(％) 

ネットワークプロダクト 2,631,368 △26.3 

インターネットシステムプロダクト 475,667 △42.3 

その他 1,101,748 1,463.4 

合計 4,208,785 △5.8 

相手先 

前連結会計年度
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

ソフトバンクBB株式会社 987,923 22.1 618,642 14.7 

ダイワボウ情報システム株式会社 698,071 15.6 537,965 12.8 



(1)高機能、低価格の魅力ある製品開発 

コア製品を絞り込み、経営資源の投入を集中的に行って、最高の品質、最短の時間、最小のコストを達成すべく

開発、製造、販売・流通の各局面における改革を実行いたします。 

また、商品群の統合や不採算品の整理を実施して、製品ポートフォリオの組替えを行い、製造面におけるスケー

ルメリットを追求いたします。 

  

(2)マーケティングの強化 

当社では、マーケティング強化に向けて、平成17年度末に新しいコンセプトのサービスを内包した「CyberGate

（サイバーゲート）」というネットワークポータルサービスを開始いたしました。ネットワークカメラの映像を携

帯電話で見ることができる「CyberGate - Live -（サイバーゲート・ライブ）」、ダイナミックDNSサービス

「CyberGate - DDNS -（サイバーゲート・ディーディーエヌエス）」、携帯電話のアドレス帳などのデータをオン

ラインでバックアップ及び同期させることができる「CyberGate - Sync -（サイバーゲート・シンク）」の3つのサ

ービスが含まれております。 

この「CyberGate（サイバーゲート）」を成長ドライバーへと育成するとともに、平成18年秋にも実施が始まる携

帯電話ナンバーポータビリティにより、いっそうの需要が求められている携帯電話関連製品の開発及び販売に注力

していく考えです。 

  

(3)グループ各社とのシナジー効果 

平成17年度にM&Aを通じてグループ化した技術力の高い各社との連携により、市場のニーズに迅速に対応し、求め

られている製品をいち早く提供できるように体制を整え、戦略的なビジネス展開を図ってまいります。具体的な例

といたしまして、現在、グループ各社の連携においてVoIP製品を含む新しいテクノロジーを使用した複数のネット

ワーク関連製品の開発を進めております。 

  

(4)財務体質の強化 

財務体質を強化するため、棚卸資産の削減を目指します。これによりキャッシュ・フローを改善し、成長投資に

向ける原資を確保いたします。 

  



４ 【事業等のリスク】 

当社グループの経営成績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。以下におい

て、当社グループの事業その他に関するリスク要因について、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な

事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資判断、あるいは当社の

事業活動を理解する上で重要と考えられる事項について、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から記載

しております。当社は、これらリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める

方針でありますが、当社の経営状況及び将来の事業についての判断は、以下の記載事項を慎重に検討した上で行われ

る必要があると考えております。なお、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではな

く、記載された事項以外の予見しがたいリスクも存在いたします。また、文中における将来に関する事項は、当連結

会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

  

(1) 市場における価格競争について 

当社グループが販売しております情報通信・ネットワーク機器の市場は、当社グループ及び競合他社との間で

日常的に厳しい価格競争が行われております。当社グループの思惑とは別に、競合他社の新製品が登場し、それ

に伴う当社グループ既存製品の販売価格の引下げを取引先より余儀なくされる場合があり、この状況は今後も続

くと考えられます。当社グループは利益確保のための部材の調達コスト、製造コスト等を削減する等の経営努力

を今後も継続することが必要であると考えておりますが、今後、当社グループの想定した以上に価格競争が厳し

くなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2) 新製品の開発能力について 

当社グループの属する情報通信・ネットワーク機器業界は、技術革新が著しく、市場の成長スピードに対し、

当社グループ製品の開発スピードが遅れた場合、以下のリスクが考えられます。 

  ① 当社グループが市場からの支持を獲得できる新製品を的確に予測して開発するとは限らず、また開発ができ

たとしても、その製品の販売が成功する保証はないこと。 

  ② 技術の急速な進歩と消費者の嗜好の変化により、当社グループ製品がトレンドをはずす（流行遅れにて陳腐

化する）可能性があること。 

  ③ 開発中の製品化の遅延により、市場の需要についていけなくなる可能性があること。 

以上のように、当社グループが業界と市場の変化を充分に予測できず、魅力ある新製品を開発できない場合

は、当社グループの将来の成長と収益性を低下させ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 (3) 生産拠点の選定と製品の品質維持について 

   当社グループは固定的な費用を負担することのないファブレスという工場を自前で持たない有利な環境にいま

す。それゆえに製造委託する工場での品質管理において、EMSの選定が重要な鍵となります。また、製品の設計と

製造の管理においては、万全を期しておりますが、予期せぬ不具合品の発生等により、業績及び財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

 (4) 為替変動の影響について 

当社グループの取扱い製品の生産は、ファブレスとして、その工場は台湾や中国を中心とした海外のEMSの生産

に100％負っています。調達はさらに、米国や欧州にも、グループ企業を有しており、調達はUSドル建てで、有利

な為替レートの確保が利益確保の第一条件です。当社グループではそのために長期の為替オプション契約を組ん

でおり、契約残に対して、その後の為替動向が、その契約レートよりも有利か不利かによって為替差益が大きく

影響します。このような実現損益に加え、残高に対する時価評価は長期契約のための必須条件となっています。 



このため、財務諸表作成のためオプション契約未行使残高を評価する際に、為替変動より財政状態及び経営成

績は大きく影響を受けることがあります。オプション契約を含む為替予約を行う等、為替変動による連結業績へ

の影響を最小限にとどめ、安定した収益を得るように努めております。 

  

(5) 在庫管理について 

  当社グループ会社のパッケージ製品の在庫管理に関しては、取引先ごとに先方の在庫内容を常時把握するとと

もに、販売価格の改定等取引条件の変更を実施する場合、流通在庫量の調整を行う等の対策を行います。ただ

し、当社グループが行った対策が奏功しない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

(6) 知的所有権について 

当社グループが所属する情報通信・ネットワーク関連機器業界は、技術開発が著しく、競合他社も含め、特許

権をはじめとする知的所有権の申請を積極的に進めております。当社グループといたしましては、当社グループ

独自の技術等を積極的に申請しているのはもちろんのこと、他社の知的所有権の情報収集に努め、管理を強化し

ておりますが、不意に特許侵害の警告等を受ける可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

また、当社グループの持つ特許を侵害した模造品が世界各国で発生する可能性があり、模造品の流通により当

社グループの売上等に影響を与える可能性があります。 

さらに、世界各国において特許が日々申請されていることから、当社グループによる特許の登録手続が前後す

ること等で、結果的に他社及び個人の特許権・商標権等を侵害することになる可能性があります。その場合にお

いて特許権・商標権等を持つ会社・個人から侵害に係る相応の損害賠償を請求される可能性があります。 

当社グループでは特許管理を行う法務部門を強化し、当社グループの開発による新たな新技術を確実に当社グ

ループの保有とするとともに、製品の開発・販売に際し、他社及び個人の特許権・商標権等への抵触・侵害が発

生しないよう調査を行い、可能性が予見できる場合は回避策を講じる等、他社及び個人の知的所有権の侵害を未

然に防止できるよう、万全の注意を払っております。 

  



(7) 人材の確保、育成について 

当社グループでは、積極的に優秀な人材の採用等を進めると共に、評価・報酬制度の充実や教育研修制度等の

拡充・強化により、役職員の意識向上、組織の活性化及び優秀な人材の育成・定着を図る方針であります。しか

しながら、人材の確保及び育成が計画通りに進まない場合には、当社グループの業務及び事業運営に支障を来た

す可能性があります。 

当社グループが所属する業界は、技術革新が速く、人材の流動性が高いこと、高度な技術が必要であること等

が特徴となっており、当社グループでは、開発・営業部門の組織強化を最重要課題と位置づけ、優秀な人材の確

保を図るとともに、社内教育の充実や人材育成・定着化に積極的に取組んでおりますが、仮に優秀な人材の確保

や育成・定着化ができなかった場合には、当社グループの将来の成長や経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

また、高水準の技術革新と進歩を維持するため、最新技術の経験を持つエンジニア等の人材の積極的な採用

や、継続的な社内教育は、採用コストと人件費を押し上げ、これらのコストの増加は、当社グループの経営成績

と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(8) 事業内容の多様化と新規事業について 

  当社グループにおきましては、その事業基盤をより強固なものとすることを目的として、今後も事業内容の多

様化や新規事業への取り組みをさらに進めていく予定ですが、これらを実現するためには、人材の採用・設備の

増強・研究開発費の発生等の追加的な支出が発生する可能性があります。 

また、これらの事業が安定して収益を生み出すにはしばらく時間がかかることが予想されるため、結果として

当社グループ全体の収益の回復が経営陣の見込よりも遅れる可能性があります。 

さらに、これらの事業が必ずしも当社グループの予想どおりに推移する保証はなく、その場合には追加的な支

出分についての回収が行えず、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。 

  

(9) 売掛債権の回収について 

  当社グループにおきましては、製品、サービス、その他の販売にあたっては、社内規定に則って販売先の与信

状況等を十分に吟味しております。売上債権の回収には支障をきたさないよう十分な注意を払っておりますが、

景気の変動や取引先の経営状況の悪化等の影響により、今後売上債権の回収が滞る等、回収不能分が発生する可

能性があります。 

また、今後は当社グループ事業の拡大に伴って、これらの状況に対応するための社内体制の整備や人員増加等

により当社グループのコスト負担が増大し、当社グループ収益に影響を与える可能性があります。 

  



(10) 役職員の継続勤務等について 

  当社グループは、当社グループ代表取締役社長の久保田克昭に、経営全般を大きく依存しております。久保田

は当社グループ及び当社グループの業務に関して専門的な知識・技術を有しております。久保田が当社グループ

の役職を辞し、当社グループが適確な後任者の採用に失敗した場合、事業の継続、発展に悪影響が生じる可能性

があります。 

  

(11) ストックオプションの行使について 

  当社グループは、取締役及び従業員の当社グループ事業に対する貢献意欲及び経営への参画意識を高めるた

め、インセンティブプランとしてストックオプション制度を採用しております。平成17年12月31日現在、同スト

ックオプションの未行使株式数は14,961株であり、発行済株式総数の15.6％に相当しております。 

当制度の内容については、「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及び(7)ストック

オプション制度の内容」をご参照下さい。 

これらのストックオプションが行使された場合、当社グループの１株当たりの株式価値は希薄化する可能性が

あります。 

また、ストックオプションは、株式市場の状況によっては有効に作用せず、役職員のモチベーション低下、さ

らには人材の流出を招く可能性があります。 

  

(12) 連結グループ運営について 

  当社グループの子会社・関連会社については、内部管理体制の状況もその規模や歴史等に応じて一律ではあり

ません。各社ともに、現状の業容に合わせて適宜必要な人員の確保・組織体制の強化を図っていく方針ですが、

これが適時に実現できない場合、グループの業績に支障をきたす可能性があります。 

また、各社の運営にあたっては、当社グループからの人的、及び資金的支援等が不可欠となっており、現在は

当社グループの関連する部門が各社との連携を密にしてその支援を実施しております。 

今後、当社グループならびに子会社・関連会社各社の業容拡大等によりこれらの連携・支援を十分に行うこと

が困難な状況となる可能性もあり、その場合には各社の業務運営に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(13) 海外展開について 

  今日、当社グループの主要な製造拠点は全て海外であり、特に台湾が中心となっております。 

海外での事業展開に当たっては、当該国の金融市場及び経済に問題が生じた場合や、為替政策、投資や本国送

金等に対する諸規制、輸出・輸入規制及び税制の変更、さらにテロ・戦争の勃発、SARS・鳥インフルエンザ等伝

染病の流行による社会的・経済的混乱、地震等自然災害の発生等を要因とするリスクがあります。当社グループ

も海外事業リスクに対しては可能な限りのリスクヘッジを講じてはおりますが、予期できない様々な要因によっ

て当社グループの業績に重要な影響を与える可能性があります。 

  

(14) M&Aによる事業拡大について 

  当社グループは技術・販売の補完・拡大を目的に、当社グループ以外の会社に資本参加することにより、大幅

な成長の達成を目指しております。M&Aの成功のためには出資先企業を効率よく取り込むことでありますが、異な

る文化、習慣、言語等の障害によって予想されたとおりの成果を生み出さない場合もあります。 

また、新たにM&Aを行うことにより、一時的に当社グループの経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

(15) 訴訟のリスク 



  メーカーとして、商品の品質や安全性に関する評価は非常に重要であります。特に商品の信頼性や安全性に関

わるクレームは、商品の売上を急激に減少させ、当社グループの業績に悪影響を与えかねません。会社設立以

来、多額の補償金問題等大きなクレームまたは訴訟等を提起されたことはございません。しかし、国内海外を問

わず事業を遂行していくうえでは、訴訟提起されるリスクは常に内包しています。万一当社グループが提訴され

た場合、また訴訟の結果によっては、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 株式会社アメリカンメガトレンドとの株式交換 

当社は、平成17年２月22日開催の取締役会決議を経て、平成17年３月30日に株式会社アメリカンメガトレンドが

当社の完全子会社となる株式交換契約を締結し、同日開催の定時株主総会において同株式交換契約書の承認がなさ

れ、平成17年５月20日に株式交換が実施されております。 

株式交換契約の概要は、次のとおりであります。 

  ①株式交換の相手会社の名称等 

   名称       株式会社アメリカンメガトレンド 

   本店所在地    東京都千代田区外神田六丁目13番11号 

   代表者の氏名   代表取締役 丸山 宏之 

   資本金      150,150千円（平成17年２月21日現在） 

   事業の内容    携帯電話プロトコル制御エンジン開発、各種ソフトウェア開発及び各種コンピュータ周辺機

器の輸入販売及び設計開発 

  ②株式交換の目的 

   当社は、早くからVoIP市場の成長性に着目していました。当社は、これまでのルータ製品や無線LAN製品で養われ

たノウハウを軸にIP電話機器市場において、機器ベンダー及び提携他社との協業によるサービス事業者として主要

な地位を占めたいと考えております。 

   株式会社アメリカンメガトレンドは、高度なソフトウェアとハードウェア開発を行っております。 

   当社は、株式会社アメリカンメガトレンドのソフトウェア技術と既存製品群を組み合わせる事により、「IP電話

をもっと便利に快適に使う」製品の開発販売を行う予定です。同時に株式会社アメリカンメガトレンドは、当社の

ハードウェア製造能力を活かした事業拡大を目指します。 

  ③株式交換比率 

   株式会社アメリカンメガトレンドの普通株式１株に対し、当社普通株式0.64736株を割当いたしま 

  した。 

  ④株式交換により発行する新株式数 

   普通株式1,944株 

  ⑤配当起算日 

   当該株式交換により発行される新株式の配当起算日は、平成17年５月20日であります。 

  ⑥株式会社アメリカンメガトレンドの資産・負債の状況等（平成16年６月30日現在） 

  

流動資産 483,154千円   流動負債 173,820千円 

固定資産 190,524千円   固定負債 267,700千円 

資産合計 673,679千円   負債合計 441,520千円 

      資本合計 232,158千円 

      負債資本合計 673,679千円 



６ 【研究開発活動】 

当連結会計年度の研究開発活動は、PoE（イーサーネットケーブルを利用し、端末に電源を供給する機能）関連製品

では、既存の19インチラックマウント対応のインテリジェントスイッチに加え、デスクトップサイズで利用できる小

型な製品「SW-0008FP」を発売いたしました。 

法人向けスイッチでは、特に主力製品となるインテリジェントスイッチにて、設定コマンド方式の共通化を進め、

複雑な設定方式を習得する労力を削減することを実現いたしました。同時にポート速度の高密度化を実現し、1Uラッ

クマウントサイズで48ポートのギガビット対応ポートをもつインテリジェントスイッチ「SF-0444G」を発売いたしま

した。 

無線LAN分野では、平成16年度に発表いたしました108Mbpsエンタープライズ向けアクセスポイント「CQW-AP108AG」

の技術を家庭向け製品に応用した108Mbps家庭向け無線ルータ「BRC-W108G」を発売いたしました。 

ホームセキュリティ機材として発売しておりますネットワークカメラでは、従来の単に映像を記録するための機能

に追加し、ライトやブザーによる威嚇牽制機能を搭載した「CS-W02G」を開発発売いたしました。 

ネットワーク製品をより快適に利用するためのネットワークサービス群「CyberGate（サイバーゲート）」の運営を

開始し、家庭環境で簡単にインターネットサーバーを公開することを補助する「CyberGate-DDNS-」、携帯電話機から

ネットワークカメラの画像を閲覧することを補助する「CyberGate-Live-」、携帯電話機に保存したアドレス帳データ

等を簡単にサーバーと同期保存する「CyberGate-Sync-」の３種のサービスを開発公開いたしました。 

こうした開発を担う当社の研究開発担当人員は12名、当連結会計年度の研究開発費の総額は229百万円であります。

  

機種別の主な製品名は次のとおりです。 

＜LANプロダクト＞ 

 PoE機能搭載ウェブスマートスイッチ「SW-0008FP」 

 キガビットスイッチ「FXG-05VM」「FXG-12TXJ」 

 インテリジェントスイッチ「SWP-0008F」「SWP-0412G」「SWP-0420G」 

 L2+インテリジェントスイッチ「SF-0224FS」「SF-0220G」「SF-0444G」 

 L3インテリジェントスイッチ「SF-4024FL」 

 無線LAN IEEE802.11g「GW-US54Mini」「GW-SD11P」「GW-AP54SP」 

 無線LAN IEEE802.11a「GW-US54SAG」「GW-NS54SAG」 

 無線LAN 108Mbps「BRC-W108G」「BRC-W108G-PK」「CQW-NS108G」 

＜ブロードバンドルータプロダクト＞ 

 「BLW-54PM」「BLW-54PM-PK」「BLW-54PM-PKU」「BLW-54SAG」「BLW-54SAG-PK」「BLW-54SAG-PKU」「BLW-5SG」

「BLW-54SG-PK」「BRC-14VG」「BRL-04UR」 

＜ネットワークプロダクト＞ 

 ネットワークセキュリティ＆威嚇牽制機能対応ネットワークカメラ「CS-W02G」 

以上の製品を上市いたしました。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項については、当該有価証券報告書提出日現在、当社グループが判断したものです。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積もり 

当社グループの連結財務諸表は一般に公正妥当と認められた会計基準に基づき作成されており、作成にあたって

は決算日における資産負債の報告数値は確認を前提としていますが、一部見積もりによる算定を行っています。見

積もりについては過去の実績や外部情報に基づき判断をしていますが、不確定な要素も含んでおり、実際の結果は



これらの見積もりと異なる場合もあります。 

  

(2) 財政状態の分析 

＜資産＞ 

資産合計は前連結会計年度末比3,486百万円増の7,152百万円です。これは主として、当期に新たに２社連結会

社が増加したためですが、同時に転換社債型新株予約権付社債の発行による現預金の増加がありました。個別科

目ごとに見ていきますと、現預金2,315百万円はその例です。受取手形及び売掛金残高1,966百万円は連結子会社

の増加という理由以外に、期末に938百万円のソフトウェア特別受注の納品があったためです。会計処理上は売上

高の表示に純額表示を採用したため、売上高から仕入高相当額885百万円を除外しましたが、売掛金は期末に総額

が残高として残りました。 

当連結会計年度は、連結会社が新たに２社加わったことにより連結調整勘定292百万円や営業権120百万円が発

生しました。 

＜負債＞ 

負債合計は前連結会計年度末比806百万円増の2,778百万円です。これは当期に新たに２社連結会社が増加した

ためです。個別科目に見ていきますと、返品調整引当金103百万円や社債205百万円がその例です。買掛金残高

1,560百万円は連結子会社の増加という理由以外に、期末に885百万円のソフトウェア特別受注の仕入があったた

めです。会計処理上は売上高と相殺する表示を採用したため、仕入高からは除外しましたが、買掛金は期末に総

額が残高として残りました。 

＜資本＞ 

資本合計は前連結会計年度末比2,680百万円増の4,374百万円です。当期に転換社債型新株予約権付社債の発行

と直後の株式転換、企業買収に伴う株式交換があったため、資本金および資本剰余金が大幅に増加しています。 

  

(3) 経営成績の分析 

当期は新連結2社の増加があったにもかかわらず、連結売上高は昨年比259百万円減の4,208百万円に、営業損失は

昨年比584百万円増の760百万円になりました。新連結２社の売上や営業利益は連結に貢献しましたが、単体の売上

の昨年比大幅な減少のためそのような結果となりました。なお昨年はオプション評価損247百万円であったものが当

期は逆にオプション評価益938百万円であったため、経常利益においては、昨年は損失を増加させましたが、当期は

営業損失をカバーして逆に346百万円の経常利益となりました。 

また当期純利益または当期純損失において、昨年は繰延税金資産の一括償却で347百万円の法人税等調整額のため

当期純損失は737百万円と経常損失をさらに悪化させましたが、当期は、持分法適用関連会社の業績により、投資損

失124百万円が発生したため経常利益を減少させ100百万円の当期純利益となりました。 

  

(4) キャッシュ・フローの分析 

キャッシュ・フローの分析につきましては「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状

況」に記載のとおりであります。 

  

(5) 戦略的現状と見通し 

現状につきましては、インターネットの普及による一層の情報化、とりわけブロードバンドの定着、ワイヤレス

製品の普及、インターネット常時接続サービスの低廉化が進んでおります。今後も引き続きネットワーク市場の成

長が期待されており、当社グループといたしましては、これまで同様、中小・中堅企業や個人市場への販売におい

て強化を図るとともに、大手企業や官公庁、教育関連などの新たな市場に向けた製品やサービスを拡充し、ネット

ワーク市場における自社の強みを生かした事業展開に加えて、携帯電話関連製品をもうひとつの事業の柱とし、高



度情報化時代を担う新たな企業群となることを目指してまいります。そのために、これまでのOEM販売に加え、ネ

ットワーク関連機器開発、当社独自商品開発に加え、IP電話関連機器の販売にも注力してまいります。 

  

 (6) 経営者の問題認識と今後の方針について 

   当社グループの経営陣は、現在の事業環境および入手可能な情報に基づき経営方針の立案を行うよう努めており

ますが、昨今の急激なブロードバンド化は高速回線の低料金化と製品の高機能化を推し進めており、引き続きブロ

ードバンド市場の規模拡大が続いていくと予想されます。一方、企業向けのネットワーク製品の多くは低価格化に

見合うだけの販売台数の伸びは厳しい状況にあると見られます。 

   当社グループといたしましては、成長する企業への飛躍を目指して「商品開発の強化」と「組織体制の強化」の

２つに重点をおいて経営にあたってまいります。具体的には、コア製品の絞込み、経営資源の集中的な投下、最高

の品質・最短の時間・最小のコストを達成すべく、開発、製造、販売・流通の各局面における改革を実行いたしま

す。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度の設備投資の総額は、164,873千円で主なものは、コンテンツ配信用サーバ一式及び自社開発製品に搭載する販売

用のソフトウェアであります。 

本社の移転により当連結会計年度において、建物を40,516千円除却したこと等により、総額49,442千円の除却を実

施しております。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。 

  

(1) 提出会社 

(平成17年12月31日現在) 

(注) 本社及びデリバリーセンターの建物・土地は、賃借しております。 

  

(2) 国内子会社 

(平成17年12月31日現在) 

(注) 本社の建物は賃借しております。 

  

(3) 在外子会社 

(平成17年12月31日現在) 

(注) 本社の建物は賃借しております。 

  

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 
建物
(千円) 

車輌運搬具
(千円) 

その他
(千円) 

合計 
(千円) 

従業員数 
(人) 

本社 
(東京都渋谷区) 

建物付属設備、車輛及び
運搬具、パソコン等 

15,978 13,261 99,224 128,464 90

デリバリーセンター 
(東京都葛飾区) 

建物付属設備、車輛及び
運搬具 

556 1,574 114 2,245 21

会社名 
事業所名 
(所在地) 

設備の内容 
建物
(千円) 

車輌運搬具
(千円) 

その他
(千円) 

合計 
(千円) 

従業員数
(人) 

株式会社アメリカン
メガトレンド 

本社(東京
都渋谷区) 

パソコン等 ― ― 5,454 5,454 25

株式会社トリスター 
本社(東京
都渋谷区) 

パソコン等 ― ― 1,982 1,982 10

会社名 
事業所名 
(所在地) 

設備の内容 
建物
(千円) 

車輌運搬具
(千円) 

その他
(千円) 

合計 
(千円) 

従業員数
(人) 

PLANEX  
COMMUNICATIONS  
INC.(台湾) 

本社(台北
県新店市) 

パソコン等 ― ― 12,696 12,696 45



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設 

特記すべき事項はありません。 

  

(2) 重要な設備の改修 

特記すべき事項はありません。 

  

(3) 重要な設備の除却等 

特記すべき事項はありません。 

  



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】 

  

(注) １ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２ 「提出日現在」欄の発行数には、平成18年３月１日以降提出日までの新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された新株

引受権の行使を含む）により発行されたものは含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に関する事項は、次のとおりであります。 

① 平成13年３月30日定時株主総会決議 

  

  

② 平成14年３月27日定時株主総会決議 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 255,200

計 255,200

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成17年12月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年３月24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 95,629.89 95,629.89
ジャスダック証券
取引所 

(注1) 

計 95,629.89 95,629.89 ― ― 

  
事業年度末

(平成17年12月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 215株 215株

新株予約権の行使時の払込金額（円） 250,000 250,000

新株予約権の行使期間 
平成15年３月31日から
平成19年３月30日まで 

平成15年３月31日から 
平成19年３月30日まで 

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     250,000
資本組入額     125,000 

発行価格      250,000
資本組入額     125,000 

新株予約権の行使の条件 

対象者として新株引受権を付
与された者は、新株引受権行
使時においても当社の取締役
または従業員であることを要
する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株引受権の譲渡、質入れそ
の他の処分及び相続は認めな
い。 

同左 

  
事業年度末

(平成17年12月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式



(注) 平成17年４月14日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を５株とする株式分割を行っております。これに

より「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「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」が調整されております。 

  

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次のとおりであります。 

① 平成16年３月26日定時株主総会決議 

  

  

新株予約権の目的となる株式の数 926株 926株

新株予約権の行使時の払込金額（円） 122,208 122,208

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日から
平成20年６月30日まで 

平成16年７月１日から 
平成20年６月30日まで 

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    122,208
資本組入額     61,104 

発行価格      122,208
資本組入額     61,104 

新株予約権の行使の条件 

対象者として新株引受権を付
与された者は、新株引受権行
使時においても当社の取締役
または従業員であることを要
する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株引受権の譲渡、質入れそ
の他の処分及び相続は認めな
い。 

同左 

  
事業年度末

(平成17年12月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数（個） 461個 455個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 2,305株 2,275株

新株予約権の行使時の払込金額（円） 48,800 48,800

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日から
平成22年６月30日まで 

平成18年７月１日から 
平成22年６月30日まで 

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      48,800
資本組入額     24,400 

発行価格      48,800
資本組入額     24,400 

新株予約権の行使の条件 

対象者として新株予約権を付
与された者は、新株予約権行
使時においても当社、当社の
子会社または当社の関連会社
の取締役、監査役、顧問、従
業員の地位を保有しているこ
とを要する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他の処分及び相続は認めな
い。 

同左 



② 平成17年３月30日定時株主総会決議 

  

(注) 平成17年４月14日開催の取締役会決議により、平成17年８月19日付で１株を５株とする株式分割を行っております。これに

より「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「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」が調整されております。 

  

  
事業年度末

(平成17年12月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数（個） 2,303個 1,600個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 11,515株 8,000株

新株予約権の行使時の払込金額（円） 152,000 152,000

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日から
平成23年６月30日まで 

平成19年７月１日から 
平成23年６月30日まで 

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     152,000
資本組入額     76,000 

発行価格      152,000
資本組入額     76,000 

新株予約権の行使の条件 

対象者として新株予約権を付
与された者は、新株予約権行
使時においても当社、当社の
子会社または当社の関連会社
の取締役、監査役、顧問、従
業員の地位を保有しているこ
とを要する。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他の処分及び相続は認めな
い。 

同左 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注１) 有償一般募集 

ブックビルディング方式による募集 

(注２) 旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく、当社取締役および従業員に対する新株引受権の行使による新株発行。 

(注３) 株式会社アメリカンメガトレンドとの株式交換の実施に伴う新株発行による増加であります。 

      （交換比率 １：0.64736） 

(注４) 平成17年８月19日に、平成17年６月30日の最終株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式数

を１株につき５株の割合をもって分割いたしました。 

(注５) 転換社債型新株予約権付社債の株式への転換による増加であります。 

(注６) 旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく、当社取締役および従業員に対する新株引受権の行使による新株発行。 

(注７) 平成18年３月24日開催の定時株主総会において、資本準備金を459,044千円減少し、欠損てん補することを決議しておりま

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13年 
７月11日 
(注１) 

1,700 14,460 325,550 914,260 555,220 1,103,920

平成14年１月１日～ 
平成14年12月31日 

(注２) 
63 14,523 1,575 915,835 1,575 1,105,495

平成15年１月１日～ 
平成15年12月31日 

(注２) 
46 14,569 1,150 916,985 1,151 1,106,646

平成17年５月20日 
    (注３) 

1,944 16,513 150,000 1,066,985 54,662 1,161,309

平成17年８月19日 
    (注４) 

66,052 82,565 ― 1,066,985 ― 1,161,309

平成17年１月１日～ 
平成17年12月31日 
    (注５) 

13,061.89 95,626.89 1,000,000 2,066,985 1,000,000 2,161,309

平成17年１月１日～ 
平成17年12月31日 
    (注６) 

3 95,629.89 244 2,067,229 244 2,161,553

発行価額 383,000円   発行価格 550,000円

引受価額 518,100円   資本組入額 191,500円



(4) 【所有者別状況】 

平成17年12月31日現在 

(注) １ 自己株式1,344.89株は「個人その他」に1,344.89株含まれております。なお、期末日現在の実質的な所有株式は1,344.89

株です。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成17年12月31日現在 

(注) 上記のほか、当社所有の自己株式1,344.89株（1.41％）があります。 

  

区分 

株式の状況

端株の
状況 
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 2 10 45 2 4 4,298 4,361 ―

所有株式数 
(株) 

― 2,208 3,102 18,253 1,003 32 71,031 95,629 0.89

所有株式数 
の割合(％) 

― 2.31 3.24 19.09 1.05 0.03 74.28 100.00 ―

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(％) 

久保田 克昭 東京都世田谷区代沢5-5-6 35,635 37.26 

ドリームイメージズ有限会社 東京都世田谷区代沢5-5-6 17,300 18.09 

丸山 宏之 兵庫県川西市大和西2-10-13 5,800 6.07 

大阪証券金融株式会社(業務口) 大阪府大阪市中央区北浜2-4-6 2,203 2.30 

バークレイズバンクピーエルシー
バークレイズキャピタルセキュリ
ティーズエスビーエル／ピービー
アカウント 
(常任代理人)スタンダードチャー
タード銀行 

1  CHURCHILL  PLACE,  LONDON  E14  5HP, 
UNITED KINGDOM 
  
  
(東京都千代田区永田町2-11-1 
 山王パークタワー21階) 

973 1.02 

立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14 915 0.96 

松井証券株式会社(一般信用口) 東京都千代田区麹町1-4 814 0.85 

株式会社松栄 東京都台東区浅草橋1-21-1 500 0.52 

マネックス証券株式会社自己 東京都千代田区丸の内1-11-1 468 0.49 

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町2-6-4 436 0.46 

計 ― 65,044 68.02 



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年12月31日現在 

  

② 【自己株式等】 

平成17年12月31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 

1,344 ―
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式 

完全議決権株式(その他)  普通株式  94,285 94,285 同上 

端株 0.89 ― ― 

発行済株式総数 95,629.89 ― ― 

総株主の議決権 ― 94,285 ― 

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) 
プラネックスコミュニ
ケーションズ株式会社 

東京都渋谷区東三丁目16番３号
エフ・ニッセイ恵比寿ビル２階 

1,344 ― 1,344 1.41 

計 ― 1,344 ― 1,344 1.41 



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

(イ)当社は、新株引受権方式によるストックオプション制度を採用しております。 

当該制度は、改正前の商法第280条ノ19の規定に基づき、当社取締役および当社従業員に対して新株引受権を

付与することを、株主総会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は以下のとおりであります。 

① 平成13年３月30日臨時株主総会 

  

(注) 平成18年２月28日現在において、付与対象者合計は７名、新株発行の予定株式数は215株となっております。 

  

② 平成14年３月27日定時株主総会 

  

(注) １ 平成18年２月28日現在において、付与対象者合計は16名、新株発行の予定株式数は926株となっております。 

  

決議年月日 平成13年３月30日

付与対象者の区分及び人数 従業員７名(注)

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

決議年月日 平成14年３月27日

付与対象者の区分及び人数 取締役３名及び従業員13名(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上



(ロ)当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、商法第280条ノ20

及び第280条ノ21の規定に基づき、当社、当社の子会社及び関連会社の取締役、監査役、顧問、従業員並びに当

社及び当社の子会社の取引先の取締役・従業員に対して新株予約権を付与することを、株主総会において決議

されたものであります。 

  当該制度の内容は以下のとおりであります。 

① 平成16年３月26日定時株主総会 

  

(注) １ 平成18年２月28日現在において、付与対象者合計は65名、新株発行の予定株式数は2,275株となっております。 

  

② 平成17年３月30日定時株主総会 

  

(注) １ 平成18年２月28日現在において、付与対象者合計は101名、新株発行の予定株式数は8,000株となっております。 

  

決議年月日 平成16年３月26日

付与対象者の区分及び人数 
取締役４名、監査役２名、当社または当社の子会社の従業員52名及び当
社、当社の子会社の関連会社の取締役、監査役、顧問、従業員並びに当
社及び当社の子会社の取引先の取締役・従業員７名(注1) 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

決議年月日 平成17年３月30日

付与対象者の区分及び人数 
取締役６名、監査役３名、当社または当社の子会社の従業員83名及び当
社、当社の子会社の関連会社の取締役、監査役、顧問、従業員並びに当
社及び当社の子会社の取引先の取締役・従業員９名(注1) 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  



３ 【配当政策】 

利益配分につきましては、創業以来、安定した財務体質と経営基盤の強化を図るため、内部留保の拡充に重点をお

いてまいりました。当事業年度は、資本準備金の一部を取り崩し、未処理損失を繰り越すことなく処理いたしました

が、営業利益の確保を急務と捉え、事業拡大のためキャッシュを留保いたしたく、誠に遺憾ながら無配とさせていた

だきます。 

今後は経営状況を考慮に入れるとともに、事業の拡大、展開などを勘案した上で、株主の皆様に対する配当その他

の利益還元について検討していく所存であります。 

内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとしていくこととしております。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) １ 株価は、平成16年12月12日以前は日本証券業協会におけるものであり、平成16年12月13日以降はジャスダック証券取引所

におけるものであります。 

２ ＊印は、株式分割による権利落ち後の株価であります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月 平成16年12月 平成17年12月 

最高(円) 910,000 858,000 302,000 306,000
935,000
＊233,000 

最低(円) 420,000 148,000 133,000 156,000
178,000
＊145,000 

月別 平成17年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高(円) 233,000 209,000 214,000 202,000 232,000 209,000

最低(円) 195,000 175,000 160,000 166,000 184,000 171,000



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

代表取締役 社長 久保田 克昭 昭和36年９月４日生

昭和55年４月 ISSEY MIYAKE INTERNATIONAL入社 

35,635

昭和62年９月 デジタルリサーチジャパン株式会

社入社 

平成４年９月 ノベル株式会社入社 

平成５年11月 株式会社クレオR&D入社 

平成７年７月 プラネットジャパン株式会社(現

プラネックスコミュニケーション

ズ株式会社)設立 

代表取締役社長(現任) 

平成９年６月 PLANEX COMMUNICATIONS INC.(台

湾)設立 

董事長(現任) 

平成12年６月 PLANEX COMMUNICATIONS PTE LTD.

(シンガポール)設立 

Director(現任) 

専務取締役 管理部長 久保田 篤 昭和７年３月28日生

昭和25年３月 鐘紡株式会社入社 

130

平成３年３月 三信化学株式会社取締役工場長 

平成６年３月 テトラインターナショナル株式会

社取締役技術部長 

平成８年１月 当社取締役 

平成11年８月 ドリームイメージズ有限会社代表

取締役(現任) 

平成13年５月 当社専務取締役管理部長(現任) 

取締役   高橋 生宗 昭和15年５月１日生

平成６年６月 東芝情報システム株式会社常務取

締役 

―

平成10年６月 東芝情報システムテクノロジー株

式会社社長 

平成13年６月 同社顧問(現任) 

平成14年３月 当社取締役 営業担当 

平成14年11月 当社取締役(現任) 

取締役   Masahiro
Morimoto 昭和15年12月23日生

平成８年２月 インフォミックス社副社長 

100

平成９年７月 キバソフトウェア社副社長 

平成10年６月 ネットスケープ社 

副社長兼日本支店長 

平成12年６月 エスカレート社取締役副社長 

平成13年11月 シマンテック社営業担当副社長

(現任) 

平成14年３月 当社取締役(現任) 

取締役 経営企画室長 小松 孝彰 昭和30年７月７日

平成９年５月 メディアエクスチェンジ株式会社

入社 

105平成13年６月 同社取締役就任 

平成16年８月 当社入社 

平成17年３月 当社取締役(現任) 

取締役 
検証課長 

カスタマサポー
ト課長 

小沼 卓見 昭和52年６月１日

平成７年10月 株式会社ニッシン物流入社 

―

平成13年10月 株式会社CSKエレクトロニクス入

社 

平成14年３月 当社入社 

平成17年３月 当社取締役(現任) 



  

(注) １ 専務取締役久保田篤は、代表取締役社長久保田克昭の実父であります。 

２ 監査役 三橋清治、志茂坂康史、吉田正通は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に定める

社外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株) 

取締役   石黒 邦宏 昭和42年６月５日

平成５年４月 株式会社SRA入社 

―

平成７年１月 株式会社ネットワーク情報システ

ム入社 

平成８年10月 株式会社デジタル・マジック・ラ

ボ入社 

平成11年10月 IP infusion Inc.設立  

CEO(現任) 

平成16年10月 IRI Ubiteq社外取締役(現任) 

平成17年８月 当社取締役(現任) 

常勤監査役   三橋 清治 昭和９年10月10日生

昭和36年４月 丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会

社)入社 

―

平成３年４月 同社機械第二営業経理部部長 

平成５年４月 丸紅マシナリー株式会社経理部長 

平成９年４月 株式会社丸紅重工トレーディング

入社 

平成12年12月 当社常勤監査役(現任) 

監査役   志茂坂 康史 昭和35年８月７日生

昭和59年４月 監査法人中央会計事務所(現中央

青山監査法人)入社 

15
昭和62年３月 公認会計士登録 

平成元年１月 公認会計士登録志茂坂事務所設立 

平成６年10月 税理士登録 

平成12年12月 当社監査役(現任) 

監査役   吉田 正通 昭和37年10月20日生

昭和61年４月 東京証券取引所入所 

―

昭和63年４月 東京証券取引所上場部上場審査室

配属 

平成12年１月 ゼネラル通信工業株式会社監査役

(現任) 

平成13年３月 当社監査役(現任) 

計 35,985



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社グループは、コーポレート・ガバナンスとは、当社の株主、社員、取引先、債権者等ステークホルダーに対

する責任を果たし、かつ自らの価値を高めるため、「コンプライアンス」と「企業価値の最大化」を両立させるこ

とであると考えております。その実現のためには、業務遂行機能の迅速化、業務執行に対する監督、監査機能の向

上、及び違法行為を含むリスク防止機能の強化が不可欠であることを認識し、日々その強化に努めております。 

特に「コンプライアンス」については、一度でも違反行為が発生すれば企業の存続も危ぶまれるような危機的状

況に陥る可能性があることを充分認識しております。また、経営レベルでは、客観的かつ透明性の高い経営判断が

行われることが重要であると考えております。 

  

 (2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

  ①会社の機関の基本説明 

   当社は監査役制度を採用しております。平成17年12月末日現在、役員は取締役７名、監査役３名（３名全て社外

監査役）となっております。 

  

  ②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

<取締役会> 

  取締役会は、外部より選任している２名の取締役を含む７名で構成されており、会社の経営方針、経営戦略、中

長期事業計画、資産運用、その他の重要事項に関する迅速な意思決定を実現するうえで適正な組織となっておりま

す。取締役会には、社外監査役の出席を義務付け、取締役の業務遂行について適法性、妥当性を監査しておりま

す。 

<監査役会> 

 監査役会は、３名の監査役で構成されており、その全員が社外監査役であります。各監査役は、監査役会で策定

された監査方針に基づき、取締役会、経営会議等の重要な会議の出席や重要な書類の閲覧などを通じ職務遂行を監

査しております。また、監査役会は会計監査人から監査の方法と結果の報告及び経営企画室による内部監査の方法

と結果の報告をうけ、これらを取締役会に報告並びに勧告を行っております。 

<経営会議> 

 経営会議は、全取締役、監査役、営業部部長、技術部部長、財務経理部課長及び経営企画室で構成されており、

経営に関する重要事項、経営戦略について協議決定しております。当社は変化の早い事業環境にあり、迅速な意思

決定を図るため、適宜開催するなど、迅速に対応できる機能を果たしています。 

  



  ③内部監査及び監査役監査の状況 

   内部監査は、経営企画室内に内部監査員１名が経営目標の効率的な達成に資することを目的として、各部門の経

営諸活動の活動状況を合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価をし、これに基づき、特に改

善を重視し助言・勧告を行っております。 

   監査役監査は、会社の期間の内容及び内部統制システムの整備の状況に記載のとおり、監査役３名にて構成され

ており、全員が社外監査役（うち常勤１名）であります。監査役会は年４回以上開催されており、監査役は取締役

会や監査法人に報告を求め、取締役の職務遂行につき厳正な監査を行っております。 

   さらに、内部監査員と監査役は連携してこれら監査事項、報告事項等の情報共有化を行い、経営諸活動及び取締

役職務遂行に対する監視、助言等を行っております。 

  

  ④会計監査の状況 

当社の会計監査業務を遂行した公認会計士は、村山憲二氏、善塲秀明氏であり、中央青山監査法人に所属してお

ります。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、会計士補７名であります。 

  

  ⑤社外取締役及び社外監査役との関係 

   当社は、社外取締役はおりません。なお、社外監査役及びその親近者との取引は行っておりません。 

  

 (3) リスク管理体制の整備の状況 

   リスク管理につきましては、経営理念、事業目的の全社的な明示と伝達を徹底するとともに、職務権限と責任の

明確化、ならびに相互牽制機能の発揮により対応しております。また、経営環境の急速な変化にグループ全体で対

応するため、当社代表取締役及び取締役は子会社の代表取締役及び取締役を兼務しております。これにより、取締

役会にて各社の状況を的確に報告し、監査役等の助言及び意見を受け、重要な業務執行に関する意思決定を全会一

致の下、行っております。 

   また、会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等に記載のとおり、取締役会での意思決定に基づく

日々の業務執行に関しては、月１回開催する経営会議、及び週１回開催する定例会議に取締役が出席し、取締役か

らの指示命令を行い、各部門責任者からは業務執行状況について詳細な報告を行っております。 

  

 (4) 役員報酬の内容 

   当社の取締役及び監査役に対する当事業年度における役員報酬は以下のとおりです。 

    取締役の年間報酬総額 ７名 72,681千円（当社には社外取締役はおりません。） 

    監査役の年間報酬総額 ３名  3,600千円（全員社外監査役） 

  



 (5) 監査報酬の内容 

当事業年度において、当社の会計監査人である中央青山監査法人に支払った公認会計士法（昭和23年法律第103

号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の額は、14,000千円であります。また、「公認会計士法（昭和23年

法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬以外の報酬」について該当はありません。 

なお、監査報酬の額には消費税等は含まれておりません。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「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、「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２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「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、「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２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用しております。 

  

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、前連結会計年度(平成16年１月１日から平成16年12月31日まで)及

び当連結会計年度(平成17年１月１日から平成17年12月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成16年１月１日

から平成16年12月31日まで)及び当事業年度(平成17年１月１日から平成17年12月31日まで)の財務諸表について、中央

青山監査法人の監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  
前連結会計年度
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  626,158 2,315,900  

２ 受取手形及び売掛金  863,185 1,966,763  

３ 有価証券  22,996 25,743  

４ たな卸資産  517,745 451,983  

５ 繰延税金資産  19,976 11,198  

６ 繰延ヘッジ損失  69,600 ―  

７ オプション資産  ― 159,824  

８ その他  136,196 162,529  

貸倒引当金  △2,899 △14,664  

流動資産合計  2,252,958 61.5 5,079,278 71.0

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 63,275 18,773    

減価償却累計額 △21,464 41,811 △2,238 16,535  

(2) 船舶 1,190 1,190    

減価償却累計額 △474 715 △964 226  

(3) 車両運搬具 34,821 34,821    

減価償却累計額 △11,064 23,756 △19,985 14,836  

(4) 建設仮勘定  ― 63,415  

(5) その他 149,641 167,189    

減価償却累計額 △82,422 67,219 △111,359 55,830  

有形固定資産合計  133,503 3.6 150,842 2.1

２ 無形固定資産     

(1) 連結調整勘定  ― 292,732  

(2) 営業権  ― 120,000  

(3) その他  38,283 104,039  

  無形固定資産合計  38,283 1.0 516,772 7.2



  

  
前連結会計年度
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※１  1,173,202 1,216,434  

(2) 破産債権更生債権等  499 450  

(3) 繰延税金資産  8,172 11,577  

(4) その他  60,200 177,875  

貸倒引当金  △499 △450  

投資その他の資産合計  1,241,575 33.9 1,405,887 19.7

固定資産合計  1,413,363 38.5 2,073,502 29.0

資産合計  3,666,322 100.0 7,152,781 100.0

      



  

  

  
前連結会計年度
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  464,883 1,560,445  

２ 短期借入金  ― 4,500  

３ 1年以内償還予定の社債  ― 30,000  

４ 未払法人税等  36,408 28,474  

５ 未払金  106,906 237,762  

６ 賞与引当金  15,343 11,159  

７ 返品調整引当金  ― 103,625  

８ 為替予約  49,374 7,141  

９ オプション負債  956,546 ―  

10 繰延ヘッジ利益  ― 149,955  

11 その他  82,115 92,858  

流動負債合計  1,711,578 46.7 2,225,921 31.1

Ⅱ 固定負債     

１ 社債  ― 175,000  

２ 繰延税金負債  110,839 130,815  

３ 役員退職慰労引当金  146,641 165,856  

４ 預り保証金  2,000 2,000  

５ その他  1,100 78,915  

固定負債合計  260,581 7.1 552,586 7.7

負債合計  1,972,159 53.8 2,778,508 38.8

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  916,985 25.0 2,067,229 28.9

Ⅱ 資本剰余金  1,106,646 30.2 2,456,891 34.4

Ⅲ 利益剰余金  △251,263 △6.9 △151,077 △2.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金  14,887 0.4 36,713 0.5

Ⅴ 為替換算調整勘定  △25,160 △0.7 33,390 0.5

Ⅵ 自己株式 ※３  △67,932 △1.8 △68,875 △1.0

資本合計  1,694,162 46.2 4,374,272 61.2

負債及び資本合計  3,666,322 100.0 7,152,781 100.0

      



② 【連結損益計算書】 

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  4,467,172 100.0 4,208,785 100.0

Ⅱ 売上原価  3,218,789 72.0 2,757,326 65.5

売上総利益  1,248,383 28.0 1,451,458 34.5

返品調整引当金繰入額  ― 103,625  

返品調整引当金戻入額  ― △61,741  

差引売上総利益  1,248,383 28.0 1,409,574 33.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 役員報酬 74,623 132,525    

２ 給与及び賞与 438,144 517,330    

３ 広告宣伝費 62,803 62,954    

４ 運賃 102,639 90,259    

５ 貸倒引当金繰入額 ― 10,934    

６ 賞与引当金繰入額 22,841 18,414    

７ 役員退職慰労引当金繰入
額 

17,866 21,781    

８ 業務委託費 ― 187,484    

９ 研究開発費 ※１ ― 229,964    

10 その他 ※１ 705,263 1,424,182 31.9 898,134 2,169,784 51.6

営業損失  175,798 △3.9 760,210 △18.1

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息配当金 30,944 39,477    

２ 投資有価証券売却益 31,988 128,331    

３ 為替差益 45,483 58,356    

４ オプション評価益 ― 938,310    

５ 雑収入 19,683 128,100 2.9 30,251 1,194,727 28.4

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息 ― 1,694    

２ 新株発行費 ― 21,921    

３ オプション評価損 247,077 ―    

４ 持分法による投資損失 ― 56,057    

５ 雑損失 8,945 256,023 5.7 7,897 87,570 2.1

経常利益又は 
経常損失（△） 

 △303,721 △6.8 346,946 8.2

      



  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益     

１ 有形固定資産売却益 ※２ 3,335 ―    

２ 貸倒引当金戻入益 1,305 ―    

３ 役員退職慰労引当金 
  戻入益 

― 4,640 0.1 2,566 2,566 0.1

Ⅶ 特別損失     

 １ 有形固定資産除却損 ※４ ― 49,442    

２ 投資有価証券評価損 41,563 30,161    

３ 持分法による投資損失 ※３ ― 41,563 0.9 124,940 204,543 4.9

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失（△） 

 △340,644 △7.6 144,969 3.4

法人税、住民税 
及び事業税 

49,251 32,277   0.7

法人税等調整額 347,961 397,213 8.9 12,506 44,783 0.3

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

 △737,857 △16.5 100,185 2.4

       



③ 【連結剰余金計算書】 
  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

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 1,106,646 1,106,646

Ⅱ 資本剰余金増加高  

   株式交換による増加高 ― 350,000  

   転換社債型新株予約権付 
   社債の転換に伴う増加高 

― 1,000,000  

   新株引受権の行使による 
   増加高 

― ― 244 1,350,244

Ⅲ 資本剰余金期末残高 1,106,646 2,456,891

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 500,894 △251,263

Ⅱ 利益剰余金増加高  

   当期純利益 ― ― 100,185 100,185

Ⅲ 利益剰余金減少高  

   配当金 14,301 ―  

   当期純損失 737,857 752,158 ― ―

Ⅳ 利益剰余金期末残高 △251,263 △151,077



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

   
前連結会計年度

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） 

 △340,644 144,969 

減価償却費  48,271 61,780 

営業権償却額  ― 30,000 

連結調整勘定償却額  ― 51,658 

持分法による投資損失  ― 180,997 

貸倒引当金の増減額  △1,220 10,798 

賞与引当金の増減額  2,987 △4,995 

役員退職慰労引当金の増加額  17,866 19,215 

返品調整引当金の増加額  ― 41,884 

受取利息及び受取配当金  △30,944 △39,477 

支払利息  ― 1,694 

為替差損益  8,188 △7,499 

新株発行費  ― 21,921 

オプション評価損益  245,191 △938,310 

投資有価証券売却益  △31,988 △128,331 

有形固定資産除売却損益  △3,335 49,442 

投資有価証券評価損  41,563 30,161 

売上債権の増加額  △4,355 △801,486 

たな卸資産の増減額  △248,691 96,699 

仕入債務の増減額  △112,047 950,567 

未払金の増加額  4,881 16,975 

未払消費税等の増加額  2,781 3,121 

その他の資産負債の増減額  △68,435 54,071 

小計  △469,933 △154,142 

利息及び配当金の受取額  32,340 30,293 

利息の支払額  ― △1,694 

法人税等の支払額  △27,328 △69,115 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △464,921 △194,658 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の純増減額  ― △14,000 

投資有価証券の取得による支出  △460,135 △714,669 

投資有価証券の売却による収入  254,261 635,829 

有形固定資産の取得による支出  △39,972 △32,606 

有形固定資産の売却による収入  13,901 ― 

無形固定資産の取得による支出  ― △68,062 

営業権の取得による支出  ― △150,000 

短期貸付金の増減額  ― 22,766 

株式交換による子会社資金の受入額  ― 322,851 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
取得による収入 

 ― 10,157 

敷金保証金の増加による支出  ― △115,902 

その他  △17,414 15,961 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △249,360 △87,673 



  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入による収入  ― 50,000 

短期借入金の返済による支出  ― △75,850 

社債の発行による収入  ― 2,000,000 

社債の償還による支出  ― △30,000 

ストックオプションの 
権利行使による収入 

 ― 488 

新株発行による支出  ― △21,921 

自己株式の取得による支出  ― △942 

配当金の支払額  △14,301 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △14,301 1,921,774 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  13,168 34,048 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △715,413 1,673,490 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,364,567 649,154 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  649,154 2,322,644 

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 １社 

  主要な連結子会社名は、「第１企

業の概況 ４関係会社の状況」に記

載しているため、省略いたしまし

た。 

(1) 連結子会社の数 ３社 

  主要な連結子会社名は、「第１企

業の概況 ４関係会社の状況」に記

載しているため、省略いたしまし

た。 

  株式会社アメリカンメガトレンド

は、平成17年５月20日に株式交換に

より、当社の完全子会社となったた

め、当連結会計年度より、連結の範

囲に含めております。 

  株式会社トリスターは、平成17年

４月１日に発行する株式200株（議

決権に占める割合100％）を株式会

社アメリカンメガトレンドが取得し

たため、当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。 

  (2) 主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社 

  PLANEX COMMUNICATIONS PTE LTD. 

   (シンガポール) 

  (連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも小規模

であり、総資産、売上高、当期純損

失(持分に見合う額)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。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社 

  PLANEX COMMUNICATIONS PTE LTD. 

   (シンガポール) 

  RedSIP Inc., 

  (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、いずれも小規模

であり、総資産、売上高、当期純損

益(持分に見合う額)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。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の名

称 

 PLANEX COMMUNICATIONS PTE LTD. 

  (シンガポール) 

  (持分法を適用しない理由) 

持分法を適用していない非連結子

会社は、それぞれ連結純損益及び利

益剰余金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乏

しいため、持分法の適用から除外し

ております。 

(1) 持分法を適用した関連会社数 １

社 

 会社の名称   Susteen Inc., 

 当社は、平成17年３月30日付で

Susteen  Inc., が発行する株式

5,000株（総議決権に占める割合

20％）を取得したため、当連結会

計年度より、持分法の適用範囲に

含めております。 

  



  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

２ 持分法の適用に関する事

項 

      ――――― (2) 持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な会社等

の名称 

 PLANEX COMMUNICATIONS PTE LTD. 

  (シンガポール) 

 RedSIP Inc., 

  (持分法を適用しない理由) 

 持分法を適用していない非連結子会

社は、それぞれ連結純損益及び利益剰

余金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乏しいた

め、持分法の適用から除外しておりま

す。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の

末日は連結決算日と一致しておりま

す。 

 すべての連結子会社等の決算日は連

結決算日と一致しております。 

 なお、株式会社アメリカンメガトレ

ンド、及び株式会社トリスターは、決

算日変更により当連結会計年度の月数

が９ヵ月となっております。 

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 

イ 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 

   時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基づ

く時価法を採用しておりま

す。(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) 

イ 有価証券 

同左 

     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。 

     なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（証券取引法第２

条第２項により有価証券と

みなされるもの）の持分

は、出資金額を資産に計上

する方法を採用しておりま

す。 

  

  ロ デリバティブ 

  時価法によっております。 

ハ たな卸資産 

  製品：移動平均法による原価法

を採用しております。 

ロ デリバティブ 

同左 

ハ たな卸資産 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

  提出会社は、建物(付属設備を除

く)については定額法、その他につ

いては、定率法を採用しておりま

す。また在外連結子会社は当該国

の会計基準の規定に基づく定額法

を採用しております。 

イ 有形固定資産 

同左 

  ロ 無形固定資産 

  提出会社において、自社利用ソ

フトウェアについては社内におけ

る見込利用可能期間に基づく定額

法によっております。 

ロ 無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法 

イ 新株発行費 

      ――――― 

イ 新株発行費 

  支払時に全額費用処理しておりま

す。 

 (4) 重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については、貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別に回収

可能性を検討し回収不能見込額を

計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 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、支給見込額に

基づき計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 

  ハ 返品調整引当金 

      ――――― 

ハ 返品調整引当金 

  連結子会社の一部において、ソフ

トウェアパッケージ商品の返品によ

る損失に備えるため、返品見込み額

の売買利益相当額及び返品に伴い発

生する廃棄損相当額を計上しており

ます。 

  ニ 役員退職慰労引当金 

  役員への退職慰労金支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給

見積額を計上しております。 

ニ 役員退職慰労引当金 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

イ ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。また、為替予約等が付されて

いる外貨建金銭債務等について

は、振当処理の要件を満たしてい

る場合は振当処理を行っておりま

す。 

イ ヘッジ会計の方法 

同左 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・・デリバティブ

取引(為替予約取

引等) 

  ヘッジ対象・・・外貨建仕入債

務等 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段・・・同左 

  

  

  ヘッジ対象・・・同左 



  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

ハ ヘッジ方針 

  為替変動による仕入債務等の損失

可能性を減殺する目的で行っており

ます。 

ハ ヘッジ方針 

同左 

  ニ ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジ対象の外貨建仕入債務等の

為替リスクが減殺されているかどう

かを検証することにより、ヘッジの

有効性を評価しております。 

ニ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

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。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法によってお

ります。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

      ―――――  連結調整勘定は、５年間で償却し

ております。 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分について、連結会計年度中に確

定した利益処分に基づいて作成してお

ります。 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 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 



表示方法の変更 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

（連結貸借対照表関係） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に交付され、平成16

年12月１日より適用となったこと及び「金融商品会計

に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が

平成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当連結

会計年度から投資事業有限責任組合及びそれに類する

組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）を投資有価証券として表示する

方法に変更いたしました。なお、当連結会計年度の投

資有価証券に含まれる当該出資の額は182,777千円であ

ります。 

（連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度まで、販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「業務委託費」につい

ては、重要性が増したため、当連結会計年度において区

分掲記することに変更いたしました。 

 なお、前連結会計年度において、販売費及び一般管理

費の「その他」に含めておりました「業務委託費」は、

134,430千円であります。 

  

 前連結会計年度まで、販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「研究開発費」につい

ては、重要性が増したため、当連結会計年度において区

分掲記することに変更いたしました。 

 なお、前連結会計年度において、販売費及び一般管理

費の「その他」に含めておりました「研究開発費」は、

81,829千円であります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前連結会計年度まで、投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「無形固

定資産の取得による支出」については、重要性が増した

ため、当連結会計年度において区分掲記することに変更

いたしました。 

 なお、前連結会計年度において、投資活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含めておりました「無形

固定資産の取得による支出」は、△12,701千円でありま

す。 



追加情報 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

         ――――― １．「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日に交付され、平成16年４

月１日以降に開始する連結会計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」（平成16年２月１３日 企業

会計基準委員会 実務対応報告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15,048千円増加

し、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、15,048千

円減少しております。 

         ――――― ２．一部のネットワーク構築サービスについては、取引

に係る債権債務は総額で表示していますが、売上高につ

いては、「情報サービス産業における監査上の諸問題に

ついて」（平成17年３月 日本公認会計士協会 IT業界

における特殊な取引検討プロジェクトチーム報告）及び

「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の

取扱い（案）」（平成18年 企業会計基準委員会 実務

対応報告公開草案第20号）における収益の総額表示につ

いての会計上の考え方に基づき、外部からの仕入高

885,133千円と相殺して表示しています。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

(連結損益計算書関係) 

  

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

前連結会計年度
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(平成17年12月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

投資有価証券(株式) 11,195千円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

投資有価証券(株式) 186,918千円

※２ 発行済株式総数     普通株式  14,569株 ※２ 発行済株式総数    普通株式  95,629.89株 

※３ 自己株式の保有数 

普通株式     268株

※３ 自己株式の保有数 

普通株式  1,344.89株 

前連結会計年度
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 81,829千円

※１ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 229,964千円

※２ 固定資産売却益は次の通りであります。 

車両運搬具 3,335千円

※２        ――――― 

 

※３        ――――― ※３ 持分法による投資損失（特別損失）は、持分法適

用関連会社の連結調整勘定相当額の減損処理を行っ

たことによる損失であります。 

※４        ――――― 

  

※４ 有形固定資産除却損は次のとおりであります。 

建物 40,516千円

工具器具備品 8,925千円

計 49,442千円

前連結会計年度
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 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 

現金及び預金勘定 626,158千円

有価証券勘定に含まれるMMF等 22,996千円

    計 649,154千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―千円

現金及び現金同等物 649,154千円

１ 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 

現金及び預金勘定 2,315,900千円

有価証券勘定に含まれるMMF等 25,743千円

   計 2,341,644千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △19,000千円

現金及び現金同等物 2,322,644千円

          ――――― ２ 重要な非資金取引の内容 

 ①株式交換 

 ②転換社債型新株予約権付社債の転換 

株式交換に伴う資本金の増加 150,000千円

株式交換に伴う資本剰余金の増加 350,000千円

転換社債型新株予約権付社債の
転換に伴う資本金の増加 

1,000,000千円

転換社債型新株予約権付社債の
転換に伴う資本剰余金の増加 

1,000,000千円

転換による転換社債型新株予約
権付社債の減少 

2,000,000千円



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

          ――――― ３ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに株式会社トリスターを連

結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳

並びに株式の取得価格と取得による収入（純額）は

次のとおりであります。 

流動資産 109,496千円

固定資産 4,365千円

連結調整勘定 49,352千円

流動負債 △153,213千円

株式会社トリスターの取得価格 10,000千円
株式会社トリスターの現金及び
現金同等物 

20,157千円

新規連結子会社取得による収入 10,157千円

          ――――― ４ 株式交換により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内訳等 

   株式交換により新たに株式会社アメリカンメガト

レンドを連結したことに伴う連結開始時の資産及び

負債の内訳及び株式交換による子会社資金の受入額

（純額）は次のとおりであります。 

  (1)連結開始時の資産及び負債の内訳 

  (2)株式交換による子会社資金の受入額 

流動資産 589,455千円

固定資産 40,653千円

資産合計 630,108千円

 

流動負債 136,469千円

固定負債 282,700千円

負債合計 419,169千円

現金及び現金同等物 337,851千円

株式交換費用 △15,000千円

株式交換による子会社資金の
受入額 

322,851千円



(有価証券関係) 

前連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成16年12月31日) 

  

(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損41,563千円を計上しております。 

なお、表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  区分 
取得原価
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

① 株式 114,379 141,320 26,940

② 債券  

  国債・地方債等 ― ― ―

  社債 ― ― ―

  その他 100,000 105,701 5,701

③ その他 195,971 213,648 17,676

小計 410,351 460,669 50,318

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

① 株式 78,916 65,438 △13,477

② 債券  

  国債・地方債等 ― ― ―

  社債 ― ― ―

  その他 130,735 120,143 △10,591

③ その他 ― ― ―

小計 209,651 185,581 △24,069

合計 620,002 646,251 26,248

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

173,158 33,183 1,194

  連結貸借対照表計上額 

① 満期保有目的の債券   

   非上場ユーロ円債 300,000 

② その他有価証券   

   非上場株式(店頭売買株式を除く) 32,978 

   外貨建MMF 22,996 

   投資事業組合出資金 182,777 

合計 538,751 

区分 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内
(千円) 

５年超10年以内
(千円) 

10年超 
(千円) 

① 債券    



  

  国債・地方債等 ― ― ― ―

  社債 ― ― ― ―

  その他 ― ― 10,154 515,690

② その他 ― ― ― ―

合計 ― ― 10,154 515,690



当連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年12月31日) 

  

(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損4,241千円を計上しております。 

なお、表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損17,684千円を計上しております。 

  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  区分 
取得原価
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

① 株式 16,890 24,065 7,175

② 債券  

  国債・地方債等 ― ― ―

  社債 ― ― ―

  その他 219,020 225,643 6,623

③ その他 195,971 260,363 64,392

小計 431,882 510,072 78,190

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

① 株式 24,886 24,160 △725

② 債券  

  国債・地方債等 ― ― ―

  社債 ― ― ―

  その他 11,715 11,187 △527

③ その他 ― ― ―

小計 36,601 35,347 △1,253

合計 468,483 545,420 76,936

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

635,829 140,398 12,067

  連結貸借対照表計上額 

① 満期保有目的の債券   

   非上場ユーロ円債 300,000 

② その他有価証券   

   非上場株式 16,025 

   外貨建MMF 25,743 

   投資事業組合出資金 168,070 

合計 509,839 

区分 
１年以内 
(千円) 

１年超５年以内
(千円) 

５年超10年以内
(千円) 

10年超 
(千円) 

① 債券    



  

  国債・地方債等 ― ― ― ―

  社債 ― ― ― ―

  その他 ― ― 11,187 525,643

② その他 ― ― ― ―

合計 ― ― 11,187 525,643



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

(1) 取引の内容 

   利用しているデリバティブ取引は、先物為替予約

取引、通貨オプション取引(ゼロコストオプション

取引)であります。 

(1) 取引の内容 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 

   デリバティブ取引は、従来の為替の変動によるリ

スク回避を目的としており、投機的な取引は行わな

い方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

(3) 取引の利用目的 

   デリバティブ取引は、製品の輸入に係る外貨建債

務の円貨への変換額を固定化し、将来の為替変動に

よるリスクをヘッジする目的で利用しております。 

   なおデリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

   ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理によっております。 

   ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段…為替予約取引等 

    ヘッジ対象…外貨建仕入債務等 

   ヘッジ方針 

   為替変動による仕入債務等の損失可能性を減殺す

る目的で行っております。 

(3) 取引の利用目的 

同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

   先物為替予約取引及び通貨オプション取引は、為

替相場の変動によるリスクを有しております。また

当社は信用度の高い金融機関を取引相手としてお

り、相手方の契約不履行から生ずるリスクはないも

のと判断しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

   デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、

財務担当者が決裁権限者の承諾を得て行っておりま

す。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同左 



２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

(1) 通貨関連 

  

  

  

区分 種類 

前連結会計年度(平成16年12月31日) 当連結会計年度(平成17年12月31日) 

契約額等 
(千円) 

時価
(千円) 

評価損益
(千円) 

契約額等
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
(千円) 

市場取 
引以外 
の取引 

為替予約取引     

 買建     

  米ドル ― ― ― ― ― ―

通貨オプション取引     

 買建     

  米ドル 427,431 129,521 △297,910 354,702 266,909 △87,792

 売建     

  米ドル △612,480 △1,064,206 △451,726 △533,269 △262,545 270,723

合計 △185,048 △934,685 △749,636 △178,567 4,364 182,931

前連結会計年度 当連結会計年度

(注) １ 時価の算定方法 

     先物為替予約取引の時価は、期末の先物為替

相場を使用しております。 

     通貨オプション取引の時価は、取引銀行から

提示された価格によっております。 

(注) １ 時価の算定方法 

           同左 

   ２ 外貨建金銭債務にデリバティブ取引が付され

ていることにより決算時の円貨額が確定してい

る外貨建金銭債務で、連結貸借対照表において

当該円貨額で表示されているものについては、

開示の対象から除いております。 

   ２        同左 

   ３ ヘッジ会計を適用しているものについては、

開示の対象から除いております。 

   ３        同左 



(税効果会計関係) 

  

  
  

前連結会計年度
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(平成17年12月31日) 

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産 

  

  

 滞留在庫評価損 25,317千円

 たな卸資産の未実現利益 13,268千円

 ソフトウェア有税償却 6,579千円

 減価償却超過額 23,410千円

 役員退職慰労引当金 59,397千円

 繰越欠損金 377,828千円

 その他 57,097千円

繰延税金資産小計 562,896千円

 評価性引当額 △534,747千円

繰延税金資産合計 28,148千円

繰延税金負債 

 レバレッジドリース △98,787千円

 特別償却準備金 △1,922千円

 その他有価証券評価差額金 △10,129千円

 繰延税金負債合計 △110,839千円

繰延税金負債の純額 △82,690千円

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産 

  

  

滞留在庫評価損 31,343千円

たな卸資産の未実現利益 8,999千円

ソフトウェア有税償却 57,077千円

返品調整引当金 43,225千円

減価償却超過額 21,291千円

役員退職慰労引当金 67,172千円

有価証券評価損 92,214千円

繰越欠損金 171,019千円

その他 73,023千円

繰延税金資産小計 565,367千円

評価性引当額 △542,591千円

繰延税金資産合計 22,776千円

繰延税金負債  

レバレッジドリース △106,292千円

その他有価証券評価差額金 △24,522千円

繰延税金負債合計 △130,815千円

繰延税金負債の純額 △108,038千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失である

ため、記載しておりません。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.1％

留保金課税 8.1％

外国税額控除限度超過額 11.7％

評価性引当金による影響額 △51.6％

連結調整勘定償却額 14.4％

その他 4.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.9％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは、情報通信・ネットワーク関連製品の開発及び製

造販売を行う単一事業のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

  

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

    アジア………………台湾 

３ 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の開発・購買部門等に係る人件費であり、

金額は70,366千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余裕運用資金(定期預金)、長期投資資金(投

資有価証券)であり、金額は1,398,855千円であります。 

  

当連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

  

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

    アジア………………台湾 

３ 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の開発・購買部門等に係る人件費であり、

金額は59,538千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余裕運用資金(定期預金)、長期投資資金(投

資有価証券)であり、金額は1,209,389千円であります。 

  

  
日本 
(千円) 

アジア
(千円) 

計(千円)
消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

3,684,263 782,909 4,467,172 ― 4,467,172

(2) セグメント間の内部 
売上高 

― 3,047,168 3,047,168 (3,047,168) ―

計 3,684,263 3,830,077 7,514,341 (3,047,168) 4,467,172

営業費用 3,902,889 3,689,831 7,592,720 (2,949,749) 4,642,971

営業利益又は 
営業損失(△) 

△218,625 140,246 △78,379 (97,419) △175,798

Ⅱ 資産 1,687,527 1,095,109 2,782,636 883,685 3,666,322

  
日本 
(千円) 

アジア
(千円) 

計(千円)
消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益     

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

3,553,693 655,091 4,208,785 ― 4,208,785

(2) セグメント間の内部 
売上高 

173,065 1,698,462 1,871,528 (1,871,528) ―

計 3,726,759 2,353,553 6,080,313 (1,871,528) 4,208,785

営業費用 4,395,383 2,406,457 6,801,840 (1,832,845) 4,968,995

営業損失 668,623 52,903 721,527 (38,683) 760,210

Ⅱ 資産 5,291,942 1,162,012 6,453,955 698,825 7,152,781



【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日) 

  

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾、香港、韓国、タイ、シンガポール、スリランカ、イスラエル、インド 

  その他………………イギリス、ポーランド、デンマーク、イタリア、カザフスタン、カナダ、パナマ、チェコ 

  

当連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

  

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾、香港、中国、韓国、タイ、シンガポール、スリランカ、イスラエル、 

                ベトナム、アラブ首長国連邦 

  その他………………ウクライナ、ドイツ、イギリス、ポーランド、スウェーデン、スイス、チェコ 

                アメリカ、カナダ、アルゼンチン 

  

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 754,586 28,322 782,909

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,467,172

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
売上高の割合(％) 

16.9 0.6 17.5

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 578,254 97,489 675,743

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,208,785

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
売上高の割合(％) 

13.7 2.3 16.1



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

１ 役員及び個人主要株主等 

  （取引条件及び取引条件の決定方針等） 

１ 山崎徳之は、平成18年２月13日付で取締役を退任しております。 

２ 上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ Red SIP,Incは、当社取締役副社長山崎徳之が議決権の9.1％を直接所有しておりましたが、当連結会計年度中に当社が全

株式を取得し、完全子会社となりました。なお、当該株式の取得価額は第三者による鑑定評価を勘案して決定しておりま

す。 

４ 当社代表取締役久保田克昭が議決権の100％を直接所有しておりますドリームイメージズ有限会社によるものでありま

す。 

  

２ 子会社等 

  （取引条件及び取引条件の決定方針等） 

１ 一般的取引条件と同様に決定しております。 

２ Susteen,Incは、当該第三者割当増資の引受により、持分法適用関連会社となりました。なお、当該株式の取得価額は第

三者による鑑定評価を勘案して決定しております。 

  

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金
又は出 
資金 
(千円) 

事業の内
容又は職 
業 

議決権の所
有(被所有)
割合(％) 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
(千円) 

科目 
期末
残高 
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び
その親近 
者 

久保田 
克昭 

東京都 
世田谷区 

― 
当社代表
取締役社
長 

(被所有)
直接37.8 
間接18.4 
(注４) 

― ―
社宅の
賃貸 

4,836 ― ―

山崎 
徳之 

東京都 
渋谷区 

― 
当社取締
役副 
社長 

― ― ―

社宅の
賃貸 

1,008 ― ―

Red SIP,Inc
の株式取得 

3,000 ― ―

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金
又は出 
資金 

事業の内容又は
職業 

議決権の
所有(被所
有)割合
(％) 

関係内容
取引の 
内容 

取引 
金額 
(千円) 

科目
期末
残高 
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係 

関連会社
(当該関連
会社の子
会社を 
含む) 

Susteen, 
Inc 

Irvine,California,USA
250千 
USドル 

データ通信及び
モバイルコンピ
ューティングに

特化し 
た製品開発 

(所有)
直接20.0

なし
役務及び
商品の購
入 

開発の 
委託 

64,542 ― ―

商品の 
購入 

23,518 未払金 3,738

市場 
調査 

429 ― ―

第三者割当
増資の引受 

322,856 ― ―



(１株当たり情報) 

  

  

（注）１株当たり当期純利益（純損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

  

前連結会計年度
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額          118,464円62銭 １株当たり純資産額         46,394円15銭 

１株当たり当期純損失          51,594円78銭 １株当たり当期純利益        1,226円49銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、１株当たり当期純損失が計上されているため、
記載しておりません 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
1,112円54銭 

  当社は、平成17年８月19日付で普通株式1株に対し
普通株式５株の割合で株式分割を行いました。 
 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合に
おける（１株当たり情報）の各数値は以下のとおりで
あります。 

１株当たり純資産額         23,692円92銭 

１株当たり当期純損失        10,318円96銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について
は、１株当たり当期純損失が計上されているため、記
載しておりません 

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は 
１株当たり当期純損失金額（△） 

△51,594円78銭 1,226円49銭

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △737,857 100,185

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式にかかる当期純利益又は
 当期純損失（△）（千円） 

△737,857 100,185

 普通株式の期中平均株式数（株） 14,301 81,685

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ― 1,112円54銭

 当期純利益調整金額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） ― 8,366

 （うち新株予約権） （―） （3,066）

希薄効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当
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（新株予約権
の数911個）。これらの詳
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（新株予約権の
数215個）。これらの詳細
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)  

  

前連結会計年度
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(平成17年12月31日) 

株式会社アメリカンメガトレンドとの株式交換 

    当社は、平成17年２月22日開催の取締役会決議

を経て、平成17年３月30日に株式会社アメリカン

メガトレンドが当社の完全子会社となる株式交換

契約を締結し、同日開催の定時株主総会において

同株式交換契約書の承認を受けました。 

   なお、株式会社アメリカンメガトレンドにおきま

しても、同日開催の臨時株主総会において同株式交

換契約書の承認を受けております。 

          ――――― 

  

(1)株式交換契約の概要 

 ①株式交換の目的 

  当社は、早くからVoIP市場の成長性に着目してまい

りました。当社は、これまでのルータ製品や無線LAN

製品で養われたノウハウを軸にIP電話機器市場におい

て、機器ベンダー及び提携他社との協業によるサービ

ス事業者として主要な地位を占めたいと考えておりま

す。 

  株式会社アメリカンメガトレンドは、高度なソフト

ウェアとハードウェアの開発能力を活かして、独自の

ソフトウェア開発を行っております。 

  当社は、株式会社アメリカンメガトレンドのソフト

ウェア技術と既存製品群を組み合わせることにより、

「IP電話をもっと便利に快適に使う」製品の開発販売

を行う予定です。同時に株式会社アメリカンメガトレ

ンドは、当社のハードウェア製造能力を活かした事業

拡大を目指します。 

今後両社が課題としているIP電話対応製品の開発販

売において、相乗効果の発揮及び企業価値の向上を図

ることを目的としております。 

 ②株式交換の日         平成17年５月20日 

 ③株式交換に際して発行する株式及び割当 

  当社は、株式会社アメリカンメガトレンドとの株式

交換に際して、普通株式1,944株を発行し、株式交換

日の前日最終の株式会社アメリカンメガトレンドの株

主名簿に記載された株主に対し、その所有する株式会

社アメリカンメガトレンドの普通株式１株につき当社

の普通株式0.64736株の割合をもって割当交付しま

す。 

  



  
前連結会計年度
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(平成17年12月31日) 

(2)株式会社アメリカンメガトレンドの概要 

  代表者 代表取締役 丸山 宏之 

  資本金 150,150千円  （平成17年２月21日現在） 

  住所  東京都千代田区外神田六丁目13番11号 

 ①主な事業内容 

  携帯電話プロトコル制御エンジン開発、各種ソフト

ウェア開発及び各種コンピュータ周辺機器の輸入販売

及び設計開発 

 ②売上高及び当期純利益 

（平成16年３月期） 

  売上高             1,054,203千円 

  当期純利益             17,837千円 

 ③資産、負債、資本の状況 

（平成16年３月31日現在） 

  資産合計             705,406千円 

  負債合計             349,531千円 

  資本合計             355,874千円 

          ――――― 

株式会社アメリカンメガトレンドへの融資 

当社は、平成17年３月25日開催の臨時取締役会におい

て株式会社エス・エス・アイ・トリスターより営業権及

び商標権等の取得を目的として、株式会社アメリカンメ

ガトレンドの融資150百万円を引き受けることを決議し

ました。 

          ――――― 

株式会社アメリカンメガトレンドによる株式会社トリス

ターの子会社化 

  株式会社アメリカンメガトレンドは、平成17年３月

24日開催の取締役会において、平成17年４月１日付で

株式会社トリスターが発行する株式200株（議決権に

占める割合100％）を取得することを決議しました。 

(1) 株式会社トリスターの概要 

  商号     株式会社トリスター 

  代表者    代表取締役 小俣 信彦 

  所在地     東京都千代田区外神田六丁目13番11

号 

  主な事業内容 コンピュータシステム、通信システ

ムに関するソフトウェア、ハードウ

ェアの企画・開発・販売 

  最近事業年度における業績 

平成16年11月１日設立のため、実績はありませ

ん。 

(2) 取得株式数等 

  取得株式数 200株（発行済株式数に対する割合

100％） 

  取得金額   1000万円 

  取得後の所有株式数 200株（発行済株式数に対す

る割合 100％） 

          ――――― 



  
前連結会計年度
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(平成17年12月31日) 

(3) 株式取得の目的等 

   株式会社トリスターは、コンピュータソフトウェ

ア及びハードウェアの企画・販売を行っておりま

す。株式会社アメリカンメガトレンドが開発する携

帯電話編集ソフト（携帯電話とパソコンをつなぎア

ドレス帳やメールをパソコンで保存、編集できるソ

フト）は、各携帯電話メーカーにも採用されており

市場で高いシェアを持っております。この度、開発

元である株式会社アメリカンメガトレンドが販売会

社株式会社トリスターを子会社することにより、市

場のニーズをいち早く取り込んだ製品を開発し市場

に投入することができます。 

   さらに、両社は当社販売拠点があるアジアのマー

ケットに対し、携帯電話編集ソフト、セキュリテ

ィ、アンチウィルス等のソフトウェアの販売が可能

になります。 

   また、当社はこれらのソフトウェアをASP化しサ

ービスを展開していきます。 

          ――――― 

Susteen,Inc.の株式取得 

当社は、平成17年３月25日開催の臨時取締役会決議を

経て、平成17年３月30日付でSusteen,Inc.が発行する株

式5,000株（総議決権に占める割合20.0％）を取得しま

した。 

          ――――― 

(1) Susteen,Inc.の概要 

  商号     Susteen,Inc. 

  代表者    代表取締役 丸山 宏之 

  所在地     8001 Irvine Center Dr. Suite 

1500 Irvine, CA USA 

  主な事業内容 データ通信及びモバイルコンピュー

ティングに特化した製品開発 

  最近事業年度における業績（平成16年12月期） 

      売上高   8,122,990ドル 

      当期純損失  295,023ドル 

      総資産   4,142,126ドル 

      純資産   1,143,661ドル 

(2) 取得株式数等 

  取得株式数 5,000株（発行済株式数に対する割合

20.0％） 

  取得金額  300万米ドル（315百万円） 

  取得後の所有株式数 5,000株（発行済株式数に対

する割合 20.0％） 

  



  

  

前連結会計年度
(平成16年12月31日) 

当連結会計年度
(平成17年12月31日) 

(3) 株式取得の目的等 

   Susteen,Inc.はテレコミュニケーションを始めと

し、システム設計及び統合、各種ファームウェアや

Windows、Macintosh用のソフトウェア開発において

成功を収め、世界的に知名度の高い多数の国際企業

と共同で、様々なソフトウェアとハードウェア製品

を開発してきた実績があります。また、携帯電話と

PCの間で情報を共有させるDataPilotシリーズは、

北米市場で90％を越えるシェアを誇っています。 

   今回当社はSusteen,Inc.の第三者割り当て増資を

引き受けることで、二社間の技術連携を図ると共に、

日本と北米のマーケットを共有することで営業とマー

ケティングの強化も行って参ります。これまでの

Susteen,Inc.が培ってきた携帯電話関連の技術と、当

社が進めてきた無線＝ワイヤレス通信及びVoIP関連の

技術を融合することにより、法人向け市場、個人向け

市場の双方において、全く新しいハードウェア、ソフ

トウェア及びソリューションサービスの企画、設計、

開発そして販売を共同で展開していきます。 

          ――――― 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

（注）１ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。 

   ２ 連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。 

  

  

【借入金等明細表】 

  

（注）「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（千円） 

当期末残高
（千円） 

利率
（％）

担保 償還期限

株式会社アメリカン 
メガトレンド 

第１回無担保社債 
（私募債） 

平成16年
６月25日 

― 100,000 0.58 なし 
平成19年
６月25日 

株式会社アメリカン 
メガトレンド 

第２回無担保社債 
（私募債） 

平成16年
６月25日 

―
105,000
(30,000) 

0.71 なし 
平成21年
６月25日 

合計 ― ― ―
205,000
(30,000) 

― ― ― 

１年以内 
（千円） 

１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内
（千円） 

３年超４年以内
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

30,000 130,000 30,000 15,000 ― 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高
（千円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 ― 4,500 2.41 ― 



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  
第11期

(平成16年12月31日) 
第12期 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  322,691 1,697,715  

２ 売掛金  710,687 1,517,293  

３ 製品  383,430 231,335  

４ 前渡金  53,987 ―  

５ 前払費用  22,303 40,786  

６ 繰延ヘッジ損失  69,600 ―  

７ オプション資産  ― 159,824  

８ その他 ※１  65,834 60,047  

貸倒引当金  △132 △231  

流動資産合計  1,628,402 52.8 3,706,772 66.2

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 63,275 18,773    

減価償却累計額 △21,464 41,811 △2,238 16,535  

(2) 船舶 1,190 1,190    

減価償却累計額 △474 715 △964 226  

(3) 車両運搬具 34,821 34,821    

減価償却累計額 △11,064 23,756 △19,985 14,836  

(4) 工具器具備品 104,652 83,710    

減価償却累計額 △56,514 48,137 △48,013 35,696  

(5) 建設仮勘定  ― 63,415  

有形固定資産合計  114,421 3.7 130,709 2.3

２ 無形固定資産     

(1) ソフトウェア  36,521 86,581  

(2) ソフトウェア仮勘定  ― 6,980  

(3) 電話加入権  1,641 1,641  

無形固定資産合計  38,163 1.2 95,203 1.7



  

  

  
第11期

(平成16年12月31日) 
第12期 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

３ 投資その他の資産      

(1) 投資有価証券  1,145,289 1,008,747  

(2) 関係会社株式  101,858 496,968  

(3) 破産債権、更生債権そ
の他これらに準ずる債
権 

 499 450  

(4) 敷金保証金  19,276 121,250  

(5) 保険積立金  38,970 43,602  

貸倒引当金  △499 △450  

投資その他の資産合計  1,305,395 42.3 1,670,568 29.8

固定資産合計  1,457,980 47.2 1,896,482 33.8

資産合計  3,086,383 100.0 5,603,254 100.0

      



  

  

  
第11期

(平成16年12月31日) 
第12期 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

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 ※１  382,766 1,137,005  

２ 未払金 ※１  105,821 192,517  

３ 未払費用  46,540 43,399  

４ 未払法人税等  2,700 17,000  

５ 預り金  4,486 4,641  

６ 賞与引当金  7,559 4,515  

７ 繰延ヘッジ利益  ― 149,955  

８ オプション負債  956,546 ―  

９ 為替予約  49,374 7,141  

10 その他  2,874 7,537  

流動負債合計  1,558,670 50.5 1,563,714 27.9

Ⅱ 固定負債     

１ 繰延税金負債  110,839 130,375  

２ 役員退職慰労引当金  146,641 165,856  

３ 預り保証金  2,000 2,000  

固定負債合計  259,481 8.4 298,232 5.3

負債合計  1,818,151 58.9 1,861,946 33.2

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※３  916,985 29.7 2,067,229 36.9

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金 1,106,646 2,161,553    

資本剰余金合計  1,106,646 35.9 2,161,553 38.6

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金 5,047 5,047    

２ 任意積立金     

  (1)特別償却準備金 4,592 ―    

３ 当期未処理損失 711,994 459,044    

利益剰余金合計  △702,354 △22.8 △453,996 △8.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※５  14,887 0.5 35,396 0.6

Ⅴ 自己株式 ※４  △67,932 △2.2 △68,875 △1.2

資本合計 ※６  1,268,232 41.1 3,741,307 66.8

負債・資本合計  3,086,383 100.0 5,603,254 100.0

      



② 【損益計算書】 

  

  
第11期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第12期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 ※１  3,684,263 100.0 2,971,861 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 期首製品棚卸高 187,313 383,430   

２ 当期製品製造原価 ※１ 3,050,317 2,079,020   

合計 3,237,631 2,462,451   

３ 期末製品棚卸高 383,430 231,335   

４ 他勘定振替高 ※２ △23,718 2,877,919 78.1 △37,230 2,268,345 76.3

売上総利益  806,344 21.9 703,515 23.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 役員報酬 70,200 76,281   

２ 給与及び賞与 375,724 329,980   

３ 広告宣伝費 49,471 28,349   

４ 運賃 40,689 37,055   

５ 貸倒引当金繰入額 ― 233   

６ 賞与引当金繰入額 7,559 4,515   

７ 役員退職慰労引当金繰入 17,866 21,781   

８ 器具備品費 9,072 15,979   

９ 地代家賃 57,312 77,231   

10 支払保険料 15,245 15,969   

11 減価償却費 36,239 45,957   

12 研究開発費 ※３ 68,135 169,632   

13 業務委託費 134,430 158,015   

14 その他 213,360 1,095,306 29.7 293,121 1,274,105 42.9

営業損失  288,962 △7.8 570,589 △19.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息配当金 23,649 34,332   

２ 投資有価証券売却益 28,606 120,353   

３ 為替差益 59,078 17,281   

４ オプション評価益 1,886 938,310   

５ 雑収入 991 114,211 3.1 2,770 1,113,048 37.5

     



  

  

製造原価明細書 

  

(注) 当社は100％ ODN(Original Design Manufacturing)により製品の生産を外注しておりますので、原価計算は実施しておりま

せん。 

  
第11期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第12期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息 ― 3,409   

 ２ 新株発行費 ― 21,921   

３ オプション評価損 247,077 ―   

４ 雑損失 ― 247,077 6.7 361 25,692 0.9

経常利益又は 
経常損失（△） 

 △421,828 △11.4 516,766 17.4

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益 1,420 ―   

２ 有形固定資産売却益 ※４ 3,335 ―   

３ 役員退職慰労引当金 
  戻入益 

― 4,756 0.1 2,566 2,566 0.1

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※６ ― 43,740   

２ 投資有価証券評価損 ― 30,161   

３ 関係会社株式評価損 ※５ ― ― ― 171,830 245,731 8.3

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失（△） 

 △417,072 △11.3 273,601 9.2

法人税、住民税及び 
事業税 

2,726 19,661   

法人税等調整額 367,013 369,740 10.0 5,582 25,244 0.8

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

 △786,812 △21.3 248,357 8.4

前期繰越利益又は 
前期繰越損失（△） 

 74,817 △707,401 

当期未処理損失  711,994 459,044 

     

  
第11期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第12期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

Ⅰ 製品仕入高 3,050,317 100.0 2,079,020 100.0

当期総製造費用 3,050,317 100.0 2,079,020 100.0

当期製品製造原価 3,050,317 2,079,020  



③ 【損失処理計算書】 

  

損失処理計算書 

  

  
第11期

株主総会承認日 
(平成17年３月30日) 

第12期 
株主総会承認日 
(平成18年３月24日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失 711,994 459,044

Ⅱ 損失処理額  

１ 任意積立金取崩額  

特別償却準備金取崩額 4,592 ―  

２ 資本準備金取崩額 ― 4,592 459,044 459,044

Ⅲ 次期繰越損失 707,401 ―

   



重要な会計方針 

  

項目 
第11期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第12期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 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。 

(2) 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。 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

  

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (3) 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

時価法を採用しております。

(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。ただし複合

金融商品でデリバティブ部分と

債権部分の区分ができないもの

については、全体を時価評価

し、評価差額を損益に計上して

おります。) 

(3) その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

    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。 

    なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）

の持分は、出資金額を資産に計

上する方法を採用しておりま

す。 

  時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準 

及び評価方法 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  建物(付属設備を除く)については

定額法、その他については定率法に

よっております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

  自社利用ソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

に基づく定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 ――――― 新株発行費 

 支払時に全額費用処理しておりま

す。 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

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 



  

  

項目 
第11期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第12期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

５ 引当金の計上基準 (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、支給見込額に基づ

き計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 役員退職慰労引当金 

  役員への退職慰労金支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給見積

額を計上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。また、為替予約等が付されてい

る外貨建金銭債務等については、振

当処理の要件を満たしている場合は

振当処理を行っております。 

(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 

   デリバティブ取引(為替予約取

引等) 

  ヘッジ対象 

   外貨建仕入債務等 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

同左 

  

  ヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

  為替変動による仕入債務等の損失

可能性を減殺する目的で行っており

ます。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジ対象の外貨建仕入債務等の

為替リスクが減殺されているかどう

かを検証することにより、ヘッジの

有効性を評価しております。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

７ その他財務諸表作成のた

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 



表示方法の変更 

  

  

 追加情報 

  

  

第11期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第12期
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

（貸借対照表関係） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に交付され、平成16年

12月１日より適用となったこと及び「金融商品会計に関

する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17

年２月15日付で改正されたことに伴い、当連結会計年度

から投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資（証券取引法第２条第２項により有価証券とみなされ

るもの）を投資有価証券として表示する方法に変更いた

しました。なお、当事業年度の投資有価証券に含まれる

当該出資の額は182,777千円であります。 

（損益計算書関係） 

「業務委託費」は、前事業年度は、販売費及び一般管

理費の「その他」に含めて表示しておりましたが、当事

業年度において重要性が増したため区分掲記しておりま

す。 

 なお、前事業年度の「業務委託費」の金額は84,671千

円であります。 

          ――――― 

第11期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第12期
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

         ――――― １．「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日に交付され、平成16年４

月１日以降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」（平成16年２月１３日 企業会計基準

委員会 実務対応報告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14,300千円増加

し、経常利益及び税引前当期純利益が、14,300千円減少

しております。 

         ――――― ２．一部のネットワーク構築サービスについては、取引

に係る債権債務は総額で表示していますが、売上高につ

いては、「情報サービス産業における監査上の諸問題に

ついて」（平成17年３月 日本公認会計士協会 IT業界

における特殊な取引検討プロジェクトチーム報告）及び

「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の

取扱い（案）」（平成18年 企業会計基準委員会 実務

対応報告公開草案第20号）における収益の総額表示につ

いての会計上の考え方に基づき、外部からの仕入高

885,133千円と相殺して表示しています。 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

(損益計算書関係) 

  

  

第11期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第12期
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

れたもののほかに次のものがあります。 

流動資産  

  立替金 24,088千円

流動負債  

  買掛金 362,564千円

※１ 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ

れたもののほかに次のものがあります。 

流動資産  

 未収入金 8,626千円

 立替金 15,279千円

流動負債  

 買掛金 202,536千円

 未払金 3,738千円

※２        ――――― ※２ 銀行借入に対する保証債務 

株式会社アメリカン
メガトレンド 

209,500千円

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数     普通株式 51,040株

発行済株式総数   普通株式 14,569株

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数    普通株式 255,200株

発行済株式総数  普通株式 95,629.89株

※４ 自己株式の保有数 

普通株式    268株

※４ 自己株式の保有数 

普通株式 1,344.89株 

※５ 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産増加

額は16,753千円であります。 

   なお、当該金額は配当に充当することが制限され

ております。 

※５ 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産増加

額は35,396千円であります。 

   なお、当該金額は配当に充当することが制限され

ております。 

※６ 資本の欠損の額は、775,334千円であります。 ※６ 資本の欠損の額は、527,919千円であります。 

第11期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第12期
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

関係会社よりの仕入高 2,942,288千円

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

関係会社への売上高 966千円

関係会社よりの仕入高 1,632,124千円

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 △23,718千円

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 △37,230千円

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 68,135千円

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 169,632千円

※４ 固定資産売却益は次の通りであります。 

車両運搬具 3,335千円

※４        ――――― 

 

※５        ――――― ※５ 関係会社株式評価損は持分法適用関連会社の減損

処理を行ったことによる損失であります。 

※６        ――――― ※６ 有形固定資産除却損は次のとおりであります。 

建物 38,953千円

工具器具備品 4,787千円

計 43,740千円



(有価証券関係) 

第11期(平成16年12月31日) 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

第12期(平成17年12月31日) 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  



(税効果会計関係) 

  

  

第11期 
(平成16年12月31日) 

第12期
(平成17年12月31日) 

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産 

  

  

 滞留在庫評価損 21,464千円

 ソフトウェア有税償却 6,075千円

 減価償却超過額 23,410千円

 役員退職慰労引当金 59,397千円

 繰越欠損金 377,828千円

 その他 46,573千円

繰延税金資産小計 534,747千円

 評価性引当額 △534,747千円

繰延税金資産合計 ―千円

繰延税金負債 

 レバレッジドリース △98,787千円

 特別償却準備金 △1,922千円

 その他有価証券評価差額金 △10,129千円

 繰延税金負債合計 △110,839千円

繰延税金負債の純額 △110,839千円

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産 

  

  

滞留在庫評価損 27,287千円

ソフトウェア有税償却 57,077千円

減価償却超過額 21,236千円

役員退職慰労引当金 67,172千円

有価証券評価損 81,806千円

繰越欠損金 147,536千円

その他 25,413千円

繰延税金資産小計 427,529千円

評価性引当額 △427,529千円

繰延税金資産合計 ―千円

繰延税金負債  

レバレッジドリース △106,292千円

その他有価証券評価差額金 △24,083千円

繰延税金負債合計 △130,375千円

繰延税金負債の純額 △130,375千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

  当期は、税引前当期純損失であるため、記載してお

りません。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％

外国税額控除限度超過額 6.2％

評価性引当金による影響額 △39.2％

その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.2％



(１株当たり情報) 

  

  

（注）１株当たり当期純利益（純損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

  

第11期 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第12期
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり純資産額           88,681円36銭 １株当たり純資産額         39,680円84銭 

１株当たり当期純損失          55,018円01銭 １株当たり当期純利益        3,040円43銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、１株当たり当期純損失が計上されているため、
記載しておりません 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
2,757円95銭 

  

当社は、平成17年８月19日付で普通株式1株に対し
普通株式５株の割合で株式分割を行いました。 
 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合に
おける（１株当たり情報）の各数値は以下のとおりで
あります。 

１株当たり純資産額         17,736円27銭 

１株当たり当期純損失        11,003円60銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について
は、１株当たり当期純損失が計上されているため、記
載しておりません 

項目 
第11期

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

第12期 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は 
１株当たり当期純損失金額（△） 

△55,018円01銭 3,040円43銭

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △786,812 248,357

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式にかかる当期純利益又は
 当期純損失（△）（千円） 

△786,812 248,357

 普通株式の期中平均株式数（株） 14,301 81,685

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 ― 2,757円95銭

 当期純利益調整金額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） ― 8,366

 （うち新株予約権） （―） （3,066）

希薄効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当
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（新株予約権の
数911個）。これらの詳細
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（新株予約権
の数215個）。これらの詳
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)  

  

第11期 
(平成16年12月31日) 

第12期
(平成17年12月31日) 

株式会社アメリカンメガトレンドとの株式交換 

    当社は、平成17年２月22日開催の取締役会決議

を経て、平成17年３月30日に株式会社アメリカン

メガトレンドが当社の完全子会社となる株式交換

契約を締結し、同日開催の当社定時株主総会にお

いて同株式交換契約書の承認を受けました。 

   なお、株式会社アメリカンメガトレンドにおきま

しても、同日開催の臨時株主総会において同株式交

換契約書の承認を受けております。 

          ――――― 

  

(1)株式交換契約の概要 

 ①株式交換の目的 

  当社は、早くからVoIP市場の成長性に着目してまい

りました。当社は、これまでのルータ製品や無線LAN

製品で養われたノウハウを軸にIP電話機器市場におい

て、機器ベンダー及び提携他社との協業によるサービ

ス事業者として主要な地位を占めたいと考えておりま

す。 

  株式会社アメリカンメガトレンドは、高度なソフト

ウェアとハードウェアの開発能力を活かして、独自の

ソフトウェア開発を行っております。 

  当社は、株式会社アメリカンメガトレンドのソフト

ウェア技術と既存製品群を組み合わせることにより、

「IP電話をもっと便利に快適に使う」製品の開発販売

を行う予定です。同時に株式会社アメリカンメガトレ

ンドは、当社のハードウェア製造能力を活かした事業

拡大を目指します。 

今後両社が課題としているIP電話対応製品の開発販

売において、相乗効果の発揮及び企業価値の向上を図

ることを目的としております。 

 ②株式交換の日         平成17年５月20日 

 ③株式交換に際して発行する株式及び割当 

  当社は、株式会社アメリカンメガトレンドとの株式

交換に際して、普通株式1,944株を発行し、株式交換

日の前日最終の株式会社アメリカンメガトレンドの株

主名簿に記載された株主に対し、その所有する株式会

社アメリカンメガトレンドの普通株式１株につき当社

の普通株式0.64736株の割合をもって割当交付しま

す。 

  



  
第11期 

(平成16年12月31日) 
第12期

(平成17年12月31日) 

(2)株式会社アメリカンメガトレンドの概要 

  代表者 代表取締役 丸山 宏之 

  資本金 150,150千円  （平成17年２月21日現在） 

  住所  東京都千代田区外神田六丁目13番11号 

 ①主な事業内容 

  携帯電話プロトコル制御エンジン開発、各種ソフト

ウェア開発及び各種コンピュータ周辺機器の輸入販売

及び設計開発 

 ②売上高及び当期純利益 

（平成16年３月期） 

  売上高             1,054,203千円 

  当期純利益             17,837千円 

 ③資産、負債、資本の状況 

（平成16年３月31日現在） 

  資産合計             705,406千円 

  負債合計             349,531千円 

  資本合計             355,874千円 

          ――――― 

株式会社アメリカンメガトレンドへの融資 

当社は、平成17年３月25日開催の臨時取締役会におい

て株式会社エス・エス・アイ・トリスターより営業権及

び商標権等の取得を目的として、株式会社アメリカンメ

ガトレンドの融資150百万円を引き受けることを決議し

ました。 

          ――――― 

Susteen,Inc.の株式取得 

当社は、平成17年３月25日開催の臨時取締役会決議を

経て、平成17年３月30日付でSusteen,Inc.が発行する株

式5,000株（総議決権に占める割合20.0％）を取得しま

した。 

          ――――― 

(1) Susteen,Inc.の概要 

  商号     Susteen,Inc. 

  代表者    代表取締役 丸山 宏之 

  所在地     8001 Irvine Center Dr. Suite 

1500 Irvine, CA USA 

  主な事業内容 データ通信及びモバイルコンピュー

ティングに特化した製品開発 

  最近事業年度における業績（平成16年12月期） 

      売上高   8,122,990ドル 

      当期純損失  295,023ドル 

      総資産   4,142,126ドル 

      純資産   1,143,661ドル 

 (2) 取得株式数等 

  取得株式数 5,000株（発行済株式数に対する割合

20.0％） 

  取得金額  300万米ドル（315百万円） 

  取得後の所有株式数 5,000株（発行済株式数に対

する割合 20.0％） 

  

  



  

  

第11期 
(平成16年12月31日) 

第12期
(平成17年12月31日) 

(3) 株式取得の目的等 

   Susteen,Inc.はテレコミュニケーションを始めと

し、システム設計及び統合、各種ファームウェアや

Windows、Macintosh用のソフトウェア開発において

成功を収め、世界的に知名度の高い多数の国際企業

と共同で、様々なソフトウェアとハードウェア製品

を開発してきた実績があります。また、携帯電話と

PCの間で情報を共有させるDataPilotシリーズは、

北米市場で90％を越えるシェアを誇っています。 

   今回当社はSusteen,Inc.の第三者割り当て増資を

引き受けることで、二社間の技術連携を図ると共に、

日本と北米のマーケットを共有することで営業とマー

ケティングの強化も行って参ります。これまでの

Susteen,Inc.が培ってきた携帯電話関連の技術と、当

社が進めてきた無線＝ワイヤレス通信及びVoIP関連の

技術を融合することにより、法人向け市場、個人向け

市場の双方において、全く新しいハードウェア、ソフ

トウェア及びソリューションサービスの企画、設計、

開発そして販売を共同で展開していきます。 

          ――――― 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【債券】 

  

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額 

(千円) 

投資有価証
券 

その他 
有価証券 

北川精機㈱ 29,500 24,160 

㈱ネコ・パブリッシング 5,000 5,835 

AREC 122,000 4,370 

㈱ラック 10 3,550 

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス 400 3,128 

MOIM STONE 4,333 2,439 

小計 161,243 43,483 

計 161,243 43,483 

銘柄 券面総額(千円)
貸借対照表計上額 

(千円) 

投資有価証
券 

その他 
有価証券 

ドイツ証券
 Abbey National ユーロ円債 

300,000 300,000 

メリルリンチ日本証券 
 BNP SPHINX $ 1608 

USD1,100,000 123,136 

大和証券 
 大和SMBC #541 

50,000 51,360 

メリルリンチ日本証券 
 ML ユーロ パワーデュアル 3305 

50,000 51,146 

日本インベスターズ証券  
BNP Principal protected Note 1 

USD100,000 11,187 

小計 
USD1,200,000

536,830 
400,000

計 
USD1,200,000

536,830 
400,000



【その他】 

  

【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 建物の増加及び減少は、本社移転による新設、除却によるものです。 

２ 建設仮勘定の増加は、コンテンツ配信用サーバ一式によるものです。 

３ ソフトウェアの増加は、自社開発製品に搭載する販売用のソフトウェアによるものです。 

  

種類及び銘柄 投資口数等(口)
貸借対照表計上額 

(千円) 

投資有価証
券 

その他 
有価証券 

DBグローバル・マスターズ・ファンド 1,000 170,756 

エヌビービーアランフェスリース有限
会社 

― 118,070 

エスビーエルジェミニ有限会社 ― 50,000 

グローバルエクイティマネージャーズ
ファンド 

294.07 47,719 

DBエクイリブリアジャパンファンド 2,683.09 41,887 

小計 3,977.16 428,433 

計 3,977.16 428,433 

資産の種類 
前期末残高
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産       

 建物 63,275 17,673 62,175 18,773 2,238 3,996 16,535

 船舶 1,190 ― ― 1,190 964 489 226

 車両運搬具 34,821 ― ― 34,821 19,985 8,920 14,836

 工具器具備品 104,652 13,874 34,815 83,710 48,013 21,528 35,696

 建設仮勘定 ― 63,415 ― 63,415 ― ― 63,415

有形固定資産計 203,939 94,963 96,991 201,911 71,201 34,935 130,709

無形固定資産       

 ソフトウェア 62,368 61,082 ― 123,450 36,868 11,021 86,581

 ソフトウェア仮勘定 ― 6,980 ― 6,980 ― ― 6,980

 電話加入権 1,641 ― ― 1,641 ― ― 1,641

無形固定資産計 64,009 68,062 132,072 36,868 11,021 95,203

繰延資産       

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―



【資本金等明細表】 

  

(注) １ 資本金及び株式払込剰余金の増加の原因は、次のとおりであります。 

 (1) 株式交換 

   株式   1,944株   資本金  150,000千円   資本準備金   54,662千円 

   交換比率 １：0.64736 

 (2) 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使 

   株式 13,061.89株   資本金 1,000,000千円   資本準備金 1,000,000千円 

 (3) 新株引受権の行使 

   株式     ３株   資本金    244千円   資本準備金    244千円 

２ 平成17年８月19日付をもって１株につき５株の割合による株式の分割を行っております。 

 株式分割による増加数   66,052株 

３ 任意積立金の当期減少額は、前期決算の損失処理によるものであります。 

４ 当期末における自己株式数は1,344.89株であります。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、破産更生債権の回収による戻入であります。 

２ 役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」は、役員の退任による戻入であります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(千円) (注)１ 916,985 1,150,244 ― 2,067,229

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (注)１.２ (株) (14,569) (81,060.89) (―) (95,629.89)

普通株式 (注)１ (千円) 916,985 1,150,244 ― 2,067,229

計 (株) (14,569) (81,060.89) (―) (95,629.89)

計 (千円) 916,985 1,150,244 ― 2,067,229

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

(資本準備金)      

 株式払込剰余金 (注)１ (千円) 1,106,646 1,054,907 ― 2,161,553

計 (千円) 1,106,646 1,054,907 ― 2,161,553

利益準備金及び 
任意積立金 

(利益準備金) (千円) 5,047 ― ― 5,047

(任意積立金)      

 特別償却準備金 (注)３ (千円) 4,592 ― 4,592 ―

計 (千円) 9,640 ― 4,592 5,047

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 (注)１ 632 231 132 48 682 

賞与引当金 7,559 4,515 7,559 ― 4,515 

役員退職慰労引当金 (注)２ 146,641 21,781 ― 2,566 165,856 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

イ 現金及び預金 

  

  

ロ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

  

  

区分 金額(千円)

現金 269

預金  

(普通預金) 1,682,925

(別段預金) 520

(定期預金) 14,000

小計 1,697,446

合計 1,697,715

相手先 金額(千円)

株式会社ライブドアファイナンス 758,791

デジタルテクノロジー株式会社 168,123

ダイワボウ情報システム株式会社 148,555

株式会社ライブドア 120,776

丸紅インフォテック株式会社 67,650

ソフトバンクBB株式会社 35,014

株式会社アーベル 22,169

日本コンピューターサプライ株式会社 21,055

アスクル株式会社 19,863

株式会社ヨドバシカメラ 19,431

その他 135,862

合計 1,517,293



(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

(注) 当期発生高には、損益計算上外部からの仕入高と相殺した売上金額及び消費税等が含まれております。 

  

ハ 製品 

  

  

ニ 関係会社株式 

  

  

期首残高 
(千円) 
  
(Ａ) 

当期発生高 
(千円) 
  
(Ｂ) 

当期回収高
(千円) 
  
(Ｃ) 

次期繰越高
(千円) 
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 
２ 
(Ｂ) 
365 

710,687 4,052,943 3,246,337 1,517,293 68.1 100.3

品目 金額(千円)

ネットワークプロダクト 190,531

インターネットシステムプロダクト 14,156

その他 26,647

合計 231,335

銘柄 金額(千円)

子会社株式  

 株式会社アメリカンメガトレンド 219,662

 PLANEX COMMUNICATIONS INC.（台湾） 90,662

 RedSIP Inc. 32,656

 PLANEX COMMUNICATIONS PTE LTD.（シンガポール） 0

計 342,982

関連会社株式  

 Susteen Inc. 151,026

 その他 2,960

計 153,986

合計 496,968



② 負債の部 

イ 買掛金 

  

  

  

 (3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(千円)

トレイダーズファイナンシャルシステムズ株式会社 402,251

ターボリナックス株式会社 316,173

PLANEX COMMUNICATIONS INC.(台湾) 198,670

ネットワンシステムズ株式会社 87,255

ソフトバンクBB株式会社 60,180

東芝ソリューション株式会社 25,620

株式会社セカンドビジョン 19,100

株式会社阪急交通社 12,687

その他 15,065

合計 1,137,005



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

  

決算期 12月31日

定時株主総会 ３月中 

基準日 12月31日

株券の種類 １株券、10株券、100株券

中間配当基準日 ６月30日

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  代理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  代理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

 当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券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 臨時報告書 

   企業内容等の開示に関する内閣府令19条第２項第６号の２（株式交換）の規定に基づく臨時報告書を平成17年２

月24日関東財務局長に提出。 

２ 有価証券報告書及びその添付書類 

   事業年度(第11期) (自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日)平成17年３月30日関東財務局長に提出。 

３ 有価証券届出書及びその添付書類 

   その他の者に対する割当（ストックオプション制度による募集）平成17年４月４日関東財務局長に提出。 

４ 有価証券届出書の訂正届出書 

   平成17年４月４日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。平成17年４月６日、平成17年４月７日及

び平成17年４月12日関東財務局長に提出。 

５ 臨時報告書の訂正報告書 

   平成17年２月24日提出の臨時報告書（企業内閣等の開示に関する内閣府令19条第２項第６号の２の規定に基づく

株式交換）に係る訂正報告書を平成17年４月27日関東財務局長に提出。 

６ 有価証券報告書の訂正報告書 

   平成17年３月30日提出の第11期有価証券報告書に係る訂正報告書であります。平成17年５月６日、平成17年５月

20日、平成17年５月25日及び平成17年９月14日関東財務局長に提出。 

７ 有価証券届出書及びその添付書類 

   その他の者に対する割当（転換社債型新株予約権付社債による募集）平成17年６月27日関東財務局長に提出。 

８ 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４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書を平成17

年８月26日関東財務局長に提出。 

９ 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４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書を平成17

年８月31日関東財務局長に提出。 



10 半期報告書 

   (第12期中) (自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日)平成17年９月22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 監 査 報 告 書 

平成１７年３月３０日

プラネックスコミュニケーションズ株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

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」に掲げられているプラネックスコミュ

ニケーションズ株式会社の平成１６年１月１日から平成１６年１２月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、プラネックスコ

ミュニケーションズ株式会社及び連結子会社の平成１６年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．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２月２２日開催の取締役会決議を経て、平成１７年３月３０日に株

式会社アメリカンメガトレンドが会社の完全子会社となる株式交換契約を締結し、同日開催の定時株主総会において株式交換契

約書の承認を受けている。  

２．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３月２５日開催の臨時取締役会において株式会社アメリカンメガト

レンドの増資１５０百万円を引き受けることを決議している。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社アメリカンメガトレンドは、平成１７年３月２４日開催の取締役会におい

て、平成１７年４月１日付で株式会社トリスターが発行する株式を取得することを決議している。 

４．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３月２５日開催の臨時取締役会決議を経て、平成１７年３月３０日

付でSusteen,Inc.が発行する株式を取得している。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、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、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(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 社 本 公 一 

      

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 村 山 憲 二 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年３月２４日

プラネックスコミュニケーションズ株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

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」に掲げられているプラネックスコミュ

ニケーションズ株式会社の平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、プラネックスコ

ミュニケーションズ株式会社及び連結子会社の平成１７年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に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、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(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 村 山 憲 二 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 善 塲 秀 明 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１７年３月３０日

プラネックスコミュニケーションズ株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

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」に掲げられているプラネックスコミュ

ニケーションズ株式会社の平成１６年１月１日から平成１６年１２月３１日までの第１１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、プラネックスコミュ

ニケーションズ株式会社の平成１６年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．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２月２２日開催の取締役会決議を経て、平成１７年３月３０日に株

式会社アメリカンメガトレンドが会社の完全子会社となる株式交換契約を締結し、同日開催の定時株主総会において株式交換契

約書の承認を受けている。 

２．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３月２５日開催の臨時取締役会において株式会社アメリカンメガト

レンドの増資１５０百万円を引き受けることを決議している。 

３．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３月２５日開催の臨時取締役会決議を経て、平成１７年３月３０日

付でSusteen,Inc.が発行する株式を取得している。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、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、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(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 社 本 公 一 

      

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 村 山 憲 二 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年３月２４日

プラネックスコミュニケーションズ株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

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」に掲げられているプラネックスコミュ

ニケーションズ株式会社の平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの第１２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、プラネックスコミュ

ニケーションズ株式会社の平成１７年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に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、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(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 村 山 憲 二 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 善 塲 秀 明 
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