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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．第11期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

     ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。  

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

４．自己資本利益率については、当期純損失が計上されたため記載しておりません。  

５．株価収益率については、当期純損失が計上されたため記載しておりません。  

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成13年２月 平成14年２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) ― ― ― ― ― 19,425,293 

経常利益 (千円) ― ― ― ― ― 1,634,982 

当期純損失 (千円) ― ― ― ― ― 24,448,722 

純資産額 (千円) ― ― ― ― ― 6,294,468 

総資産額 (千円) ― ― ― ― ― 22,690,886 

１株当たり純資産額 （円） ― ― ― ― ― 5,487.19 

１株当たり当期純損失

金額 
（円） ― ― ― ― ― 39,187.43 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
（円） ― ― ― ― ― ― 

自己資本比率 （％） ― ― ― ― ― 27.7 

自己資本利益率 （％） ― ― ― ― ― ― 

株価収益率 （倍） ― ― ― ― ― ― 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円) ― ― ― ― ― △4,652,639 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円) ― ― ― ― ― △8,080,249 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円) ― ― ― ― ― 23,450,473 

現金及び現金同等物の

期末残高 
(千円) ― ― ― ― ― 13,633,838 

従業員数（外、平均臨

時雇用者数） 
（名） 

― 

（―) 

― 

（―) 

― 

（―) 

― 

（―) 

― 

（―) 

87 

（―)  



(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．第８期及び第９期においては損益等からみて重要性が乏しいため、第11期においては連結財務諸表を作成し

ているため、持分法を適用した場合の投資損失については記載しておりません。 

３．第６期の１株当たり当期純利益金額は、期首に株式分割が行われたものとして算出しております。 

４．第７期から自己株式を資本に対する控除項目としており、また、１株当たりの各数値の計算については発行

済株式総数から自己株式を控除して算出しております。 

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第６期から第９期及び第11期においては当期純損失

を計上したため、記載しておりません。 

６．自己資本利益率については、第６期から第９期及び第11期において、当期純損失が計上されたため記載して

おりません。 

７．第６期までは当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、第７期から第９期及び第11期にお

いては当期純損失が計上されたため、株価収益率の記載はしておりません。 

８．第７期は公募増資及び第三者割当増資により、第８期及び第９期においては第三者割当増資等により、第10

期においては新株予約権の一部行使により、第11期においては第三者割当増資、株式交換及び新株予約権の

一部行使により発行済株式総数は増加しております。なお、詳細については「第４ 提出会社の状況 １．

株式等の状況(3）発行済株式総数、資本金等の推移」をご参照下さい。 

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成13年２月 平成14年２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) 970,458 402,565 326,773 1,043,778 7,311,673 12,028,254 

経常利益又は経常損失

（△） 
(千円) 7,292 △724,738 △337,668 △159,875 507,201 1,474,481 

当期純利益又は当期純

損失（△） 
(千円) △26,932 △835,141 △428,101 △171,875 496,371 △24,376,624 

持分法を適用した場合

の投資損失 
(千円) 13,625 42,484 ― ― 28,854 ― 

資本金 (千円) 791,303 936,924 1,407,484 1,532,108 2,872,733 8,519,250 

発行済株式総数 （株） 11,398.8 12,829.8 19,224.8 21,963.8 430,678.0 1,147,246.3 

純資産額 (千円) 577,778 85,930 598,874 675,969 3,833,124 6,366,377 

総資産額 (千円) 679,708 634,507 628,017 1,464,098 4,090,597 20,733,276 

１株当たり純資産額 （円） 50,687.63 6,702.42 31,166.70 30,791.09 8,902.69 5,549.87 

１株当たり配当額（う

ち１株当たり中間配当

額） 

（円） 
― 

（―) 

― 

（―) 

― 

（―) 

― 

（―) 

― 

（―) 

― 

（―) 

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（△） 

（円） △2,362.75 △67,944.08 △31,802.36 △8,465.38 1,527.24 △39,071.87 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
（円） ― ― ― ― 1,165.58 ― 

自己資本比率 （％） 85.0 13.5 95.4 46.2 93.7 30.7 

自己資本利益率 （％） ― ― ― ― 22.0 ― 

株価収益率 （倍） ― ― ― ― 45.2 ― 

配当性向 （％） ― ― ― ― ― ― 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円) △291,490 △537,594 △333,941 △126,676 398,377 ― 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円) △156,783 △25,724 9,476 △265,614 △705,713 ― 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円) △284,673 737,260 530,997 244,269 2,652,245 ― 

現金及び現金同等物の

期末残高 
(千円) 34,011 207,952 414,485 266,464 2,611,373 ― 

従業員数（外、平均臨

時雇用者数） 
（名） 

25 

(11) 

28 

(11) 

20 

(7) 

15 

(4) 

35 

(1) 

37 

(ー) 



９．第６期においては、取締役会決議により平成12年７月25日付で額面50,000円の株式１株を２株に、平成13年

１月18日付で１株を1.4株に、第10期においては平成16年６月18日付で１株を10株に株式分割いたしまし

た。 

10．第８期は決算期変更に伴い10ヶ月決算となっております。 

11．第９期より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適

用指針」に基づき「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」及び「１株当たり純資産

額」の額を算出しております。なお、同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響はありません。 

12．第11期より連結財務諸表を作成しているため、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・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりませ

ん。 



２【沿革】 

平成７年３月 東京都千代田区神田においてコンピュータのソフトウェア及びハードウェアの開発、設計、製作

及び販売を目的としてソフマップ エフ デザイン株式会社を設立（資本金100,000千円）。 

５月 米国でのQUOVIS販売を目的に米国子会社Sofmap Future Design，Incを設立。 

10月 マルチメディアアプリケーションの開発支援ソフトウェアである「QUOVIS Standard Ver.1.0   

for Windows」を発売。 

平成８年３月 ソフマップ フューチャー デザイン株式会社に商号を変更。 

平成９年１月 「QUOVIS GIS Cell for R/３」がドイツSAP社のCSP（Complementary Software Program；相互補

完ソフトウェア・プログラム）に認定される。 

10月 「QUOVIS Author」が財団法人ソフトウェア情報センター（SOFTIC、平岩外四理事長）の選定す

るソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー’97（第９回）の「システム分野」で選定され

る。 

平成10年３月 株式会社ゼンリンと地図ソフトウェア分野における業務提携を開始。 

平成11年２月 エスエフディ株式会社に商号を変更。 

３月 株式会社ゼンリンとの受託開発等の体制強化のため小倉開発室を開設。 

７月 独自技術による辞書型検索エンジン「WordLinker（ワードリンカー）」を開発。 

10月 米国子会社のSofmap Future Design, Incを清算。 

11月 ドリームテクノロジーズ株式会社に商号を変更。 

平成12年２月 東京都渋谷区恵比寿に本店を移転。 

  プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社（現：アイ・ビー・エム ビジネ

スコンサルティング サービス株式会社）との共同開発により「ImpactViewer（インパクトビュ

ーワー）」を製品化。 

８月 自社開発による地図情報システム「NexusMap（ネクサスマップ）」を製品化。 

９月 パネシアン・タイワン・リミテッドとの合弁によるDream Technologies Corporation Taiwan を

設立。 

平成13年４月 平成13年４月25日をもって、大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場（現：ヘラクレス市場）

に上場。 

７月 株式会社ドコモ・マシンコミュニケーションズ（現：ドコモ・システムズ株式会社）のＡＳＰサ

ービス「DoCoです・Car」にNexusMap地図エンジンを提供。同時に同社の委託により「DoCoで

す・Car」サーバシステム及びクライアントアプリケーションを開発。 

９月 「DoCoです・Car」カスタムアプリケーション開発キット「DoCoです・Car DevelopersLicenseKi

t」を発売。 

12月 株式会社ゼンリンとの体制強化は十分に図られたため小倉開発室を閉鎖。 

平成14年１月 大容量画像高速配信ソフト「ＭＡＤＯ」を開発。 

５月 東京都中央区日本橋本町に本店を移転。 

平成15年12月 東京都渋谷区広尾に本店を移転。 

平成16年４月 大容量画像高速配信ソフト「ＭＡＤＯ」を「ＺＯＯＭＡ」へ名称変更。 

平成17年３月 平成電電株式会社の営業のうち、ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向け

ダイヤルアップ接続事業に関する営業を譲受け。 

４月 オムニトラストジャパン株式会社を設立。 

ＤＴはやぶさ証券会社を設立。 

６月 株式会社ＩＴマーケティングエージェンシーを子会社化。 

ＤＴエレクトロニクス株式会社を設立。 

７月  ジャパンワイヤレス株式会社を子会社化。 

８月 株式交換により株式会社ＩＴマーケティングソリューションズを完全子会社化。 

株式交換により株式会社ベストシステムズを完全子会社化。 

株式交換によりミリオン株式会社を完全子会社化。 

株式交換により平成電電コミュニケーションズ株式会社を完全子会社化。 

 10月 株式会社ＩＴマーケティングソリューションズに係る全株式を売却。 

ミリオン株式会社に係る全株式を売却。 

ＤＴはやぶさ証券株式会社に係る全株式を売却。 

 12月 株式会社ＩＴマーケティングエージェンシーに係る全株式を売却。 



３【事業の内容】 

  当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社、子会社５社（オムニトラストジャパン株式会社、株式会社ベス

トシステムズ、平成電電コミュニケーションズ株式会社、ＤＴエレクトロニクス株式会社、ジャパンワイヤレス株式

会社）、関連会社３社（アジア航測株式会社、株式会社ＩＲＩコミュニケーションズ、株式会社キューウエーブ）の

計９社で構成され、ソフトウェア、情報・通信機器の開発・販売及び通信サービスを主な事業内容としております。

  これら事業の販路は民間企業、地方自治体や美術館をはじめとしたアーカイブ市場、建設事業者、オークション事

業者並びに情報通信事業者、ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者と多岐にわたり、グループ各

社が相互協力のもとに密接に連携し、開発、販売及びサービス活動を展開しております。 

  当社グループの事業内容及び当社と主要関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関

連は次のとおりであります。  

(1) ＩＴソリューション事業 

  主要な製品は画像データ表示ビューワ、セキュリティシステム、グリッド関連製品、情報機器、通信機器等であ

ります。当社及び子会社であるオムニトラストジャパン株式会社及び株式会社ベストシステムズがソフトウェアの

開発・販売を行っております。 

(2) 通信サービス事業 

  主要なサービスはＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ接続サービス、

中継電話サービス（マイライン）等であります。 

  当社及び子会社である平成電電コミュニケーションズ株式会社がサービスを行っております。 

(3) その他の事業 

  主要なサービスとして総合広告代理事業、Ｗｅｂ型セールスプロモーションシステムの開発・運用等を提供する

株式会社ＩＴマーケティングエージェンシーは当連結会計年度において全株式を売却しております。  

 当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。 



４【関係会社の状況】 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

    ２．特定子会社に該当しております。 

５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であります。 

２．全社（共通）として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は、社外から当社への出向者を含む就業人員数であります。臨時雇用者はおりません。 

２．当社は年俸制を採用しております。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。 

名称 住所 
資本金 
（百万円）

主要な事業の内容 
議決権の所有
割合又は被所
有割合(％) 

関係内容 

（連結子会社）  
 

 
 

 

オムニトラストジャパン㈱ 

 （注）２ 
東京都渋谷区 2,160 ＩＴソリューション 87.0 

当社のソフトウェア

を販売している。 

役員の兼任あり。 

平成電電コミュニケーショ

ンズ㈱  
東京都渋谷区 10 通信サービス 100.0 

当社へ情報通信サー

ビスを提供してい

る。 

役員の兼任あり。 

資金援助あり。 

㈱ベストシステムズ 茨城県つくば市 151 ＩＴソリューション 100.0 

当社へ情報通信サー

ビスを提供してい

る。 

役員の兼任あり。 

資金援助あり。 

（持分法適用関連会社）  
 

 
 

 

 アジア航測㈱ 東京都新宿区 1,272  その他 35.3 
当社パッケージ商品

の販売先である。 

  平成17年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

ＩＴソリューション事業 56   

通信サービス事業  21   

その他の事業 0   

全社（共通） 10   

合計 87   

  平成17年12月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

37 33.7 2.4 3,957 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

  当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較は行っておりません。 

 当連結会計年度における世界経済は、原油価格の高騰が続きましたが、比較的堅調に推移しました。中国におい

ては人民元の切り上げが行われたにもかかわらず中国経済はソフトランディングし、米国も金融引き締めが続く

中、住宅不動産ブームが続いております。 

 その中で、我が国経済は調整局面を完全に脱し、自律的な景気回復局面に入っております。 

 そのような状況の中、当社グループは、平成17年４月にオムニトラストジャパン株式会社を設立し、また、平成

17年８月には株式交換により株式会社ベストシステムズ及び平成電電コミュニケーションズ株式会社を子会社化す

ることにより、当連結会計年度から上場以来初めて連結ベースでの報告となりました。上半期はＩＳＰ（インター

ネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ接続事業をはじめとする、新たな収益の柱である通信

サービス事業の貢献もあり順調に業績を伸ばすことができましたが、平成17年10月に当社主要株主であり主要取引

先である平成電電株式会社が民事再生法適用を申請したことにより、当社グループに対する顧客・販売代理店をは

じめとする利害関係者の方々から、経営に対して危機感を持たれることとなるとともに、子会社株式の売却など当

社グループの再編を余儀なくされました。その結果、下半期の業績に大きな打撃を受けましたが、全体とすれば堅

調に推移し、当連結会計年度における売上高は19,425百万円となりました。  

 利益面におきましては、株式発行に伴う株式関連手数料、業務拡大に伴う人員増強による人件費の増加、広告宣

伝費、その他一般管理費が増加したものの、当社主力商品である「ＺＯＯＭＡ」などソフトウェアの順調な販売拡

大、画像処理技術を活かした大口顧客向け受託開発案件の伸び、さらに当連結会計年度より収益の柱として新たに

加わったＩＳＰ事業者向けダイヤルアップ接続事業、中継電話サービス（マイライン）事業の売上が大きく利益に

貢献し、当連結会計年度は営業利益1,760百万円、経常利益1,634百万円を達成しました。しかしながら、当連結会

計年度において取得した営業権及び販売権の償却、民事再生法適用を申請した平成電電株式会社向け債権に対する

貸倒引当金の設定等による負担が大きく当期純損失は24,448百万円となりました。 

① ＩＴソリューション事業 

    当社グループの主力商品であるＺＯＯＭＡシリーズは前期に引き続き堅調な売上を維持しており、特にパッ

ケージ商品として大手顧客をターゲットとした「ＺＯＯＭＡ Ｆｌｅｘ」の売上の伸びが顕著になっておりま

す。 

 また、株式会社ゼンリンのＺｉシリーズ、ドコモシステムズ株式会社のＧＰＳサービスなど大型の受託開発

案件が続いたこと、当社ソフトを搭載したハードウェアの売上も堅調だったことなどから、当連結会計年度の

ＩＴソリューション事業は売上高10,430百万円、営業利益1,551百万円となりました。 

② 通信サービス事業 

      当社が行っているＩＳＰ事業者向けに便利で安価なインターネット接続環境を提供するダイヤルアップ接続

サービスは、事業開始当初から販売が堅調な伸びを示しております。また、子会社である平成電電コミュニケ

ーションズ株式会社が提供する中継電話サービスにつきましては、既に多数の契約者を保有していることから

安定的な収入源となり、当連結会計年度の通信サービス事業は売上高8,526百万円、営業利益801百万円となり

ました。 

③ その他の事業 

  当社グループの株式会社ＩＴマーケティングエージェンシーにおける総合広告代理事業、Ｗｅｂ型セールス

プロモーションシステムの開発・運用事業の当連結会計年度における売上高は542百万円となりましたが、営

業費用の負担が大きく、営業損失187百万円となりました。なお、経営の合理化の観点から当連結会計年度中

に当該会社の全株式の売却に至りました。 



(2）キャッシュ・フロー 

     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、売上債権及び更生債権等の増加、販

売権及び営業権の取得による支出、関係会社株式の取得による支出があったものの、長期借入れ、株式、社債及び

新株予約権付社債の発行等による収入が大きかったため、期首に比べ10,717百万円増加し、13,633百万円となりま

した。 

 各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

     営業活動の結果使用した資金は4,652百万円となりました。これは、主に経常利益1,634百万円を確保したもの

の、売上債権の増加額5,122百万円及び更生債権等の増加額5,151百万円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資金は8,080百万円となりました。これは、主に当社における営業権の取得によ

る支出4,000百万円及び関係会社株式の取得による支出1,778百万円、子会社であるオムニトラストジャパン株式会

社における販売権の取得による支出2,000百万円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23,450百万円となりました。これは、主に社債の発行による収入5,943百万円、

社債の償還による支出2,100百万円、新株予約権付社債の発行による収入9,694百万円、株式の発行による収入

8,199百万円、長期借入れによる収入1,110百万円によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 当連結会計年度より、連結財務諸表を作成しているため、前年同期との比較は行っておりません。 

(1）生産実績 

  当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

    ２．金額は、販売価格によっております。 

３．金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

   当連結会計年度の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

   当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２．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．金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

ＩＴソリューション事業（千円） 10,478,281 

通信サービス事業（千円） ― 

その他の事業（千円） ― 

合計（千円） 10,478,281 

事業の種類別セグメントの名称 

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） 

受注高（千円） 受注残（千円） 

ＩＴソリューション事業 10,452,983 22,076 

通信サービス事業 ― ― 

その他の事業 467,904 ― 

合計 10,920,887 22,076 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

ＩＴソリューション事業（千円） 10,430,907 

 通信サービス事業（千円） 8,526,481 

 その他の事業（千円） 467,904 

合計（千円） 19,425,293 

相手先 

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（％） 

平成電電㈱ 9,694,939 49.9 



３【対処すべき課題】 

当連結会計年度における我が国経済は、調整局面を完全に脱し、自律的な景気回復が続き、デフレ脱却に向け順調

に回復しております。 

 このような状況の中、当社グループは次のような課題に取り組んでまいります。  

 （1）ＩＴソリューション事業につきましては、当社主力製品である「ＺＯＯＭＡ」に加え、オムニトラストジャ

パン株式会社のセキュリティ製品、並びに株式会社ベストシステムズのクラスタ関連製品・グリッド関連製品

と製品群が多角化されましたが、主要株主である平成電電株式会社の民事再生法適用申請により、顧客並びに

販売代理店が当社経営に危機感を持ったことから下半期業績は悪化いたしました。従ってさらに営業を強化

し、早期に経営基盤を安定させ、顧客・販売代理店の信頼関係の改善に努めます。 

（2）当社グループのもう１つの中核事業である通信サービス事業は、当社が扱うＩＳＰ（インターネット・サー

ビス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ接続事業と平成電電コミュニケーションズ株式会社の中継電話

サービス（マイライン）事業がありますが、いずれも平成電電株式会社の民事再生法適用申請の影響を受けて

業績は低迷しております。平成電電株式会社の支援スポンサーに決定いたしました当社が、その責任を果たす

ことを通じて、早急に顧客・販売代理店の信頼回復に努めます。 

（3）当社が筆頭株主であり、持分法適用会社であるアジア航測株式会社（東京証券取引所第２部上場）につきま

しては、当社グループの事業とシナジー効果が期待できるものと考えておりますが、早期にその具体的方法を

検討いたします。 

（4）人材の開発、確保につきましては、当社グループ全体で人材のリストラクチャリングを行い、必要な人材は

大幅に増強しようと考えております。特に営業・技術・管理部門で大幅な拡大をはかりたいと考えておりま

す。 

（5）当社は当社グループ全体にかかる重要な意思決定の迅速化をはかるための組織づくりを行います。 

 その中で、取締役と執行役員の責務を明確に区別し、取締役は専らグループ全体の経営方針及び重要事項を

決定するとともに、グループ全体の業務執行を監督するようにいたします。一方執行役員は、個別事業及び業

務執行の責任を全うすることといたします。それぞれの責務の明確化によりグループ全体の経営管理体制の強

化につながると考えております。 

 なお、当社は平成17年８月31日付で株式交換により平成電電コミュニケーションズ株式会社を完全子会社化い

たしましたが、これに対し大阪証券取引所は、当社が実質的な存続会社でないと認められるとして、ニッポン・

ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託

契約準則の特例第17条（上場廃止基準）第１項第８号に定める「不適当な合併等」の猶予期間（平成17年８月31

日～平成20年12月31日）に入る旨発表いたしました。この猶予期間中に新規上場に準じた審査に適合することに

より、継続上場が認められることになります。当社としましては、今後可能な限り早期に審査に適合できるよ

う、万全の体制で準備を行っていく所存であります。 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中の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）平成電電株式会社の民事再生手続について 

      当社グループの主要取引先である平成電電株式会社が平成17年10月に民事再生法適用を申請したことから、

当社グループの収益に大きな影響を受けております。当社グループとしては、ソフトウェア製品の多角化や顧

客・販売代理店の信頼回復に努めますが、平成電電株式会社の民事再生手続が裁判所に否認されるなどの理由

で、顧客・販売代理店の信頼回復に失敗した場合には、当社グループの業績に影響を受ける可能性がありま

す。 

（2）アジア航測株式会社との事業について   

 当社の持分法適用会社であるアジア航測株式会社との事業提携について検討しておりますが、その方法が実

現しなかった場合には当社グループの業績に影響を受けるおそれがあります。  

（3）人材の開発及び確保について  

 当社グループにおいては大幅な人材の増強を計画しておりますが、人材の流出や人材育成が十分にできなか

った場合には当社グループの業績に影響を受けるおそれがあります。 

５【経営上の重要な契約等】 

 当連結会計期間において新たに締結した重要な契約等は、次のとおりであります。 

   １．営業譲受契約 

  当社は平成17年３月30日に締結した営業譲渡契約に基づき、平成電電株式会社の営業の一部を同日付で譲受けま

した。 

     (1) 譲受事業の内容 

  ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ接続事業に関する営業。 

     (2) 譲受価額 

  4,110,000千円 

２．株式交換契約  

  (1) 当社は平成17年５月31日に平成電電コミュニケーションズ株式会社が当社の完全子会社となる株式交換契約を

締結し、同年６月30日開催の臨時株主総会における同株式交換契約書の承認に基づき、平成17年８月31日に株式

交換が実施されております。 

① 株式交換の相手先の名称等 

     名称     平成電電コミュニケーションズ株式会社 

     本店所在地  東京都渋谷区広尾１－１－39 

     代表者の氏名 池田 均 

     資本金    10,000千円（平成17年１月31日現在） 

     事業の内容  電気通信事業 

  ② 株式交換の目的 

    電気通信事業の拡大と顧客基盤の強化を目的としています。 

  ③ 株式交換比率 

    平成電電コミュニケーションズ株式会社１株に対し、当社の株式96.70株を割当てました。 

  ④ 株式交換により新たに発行する株式 

    普通株式 43,684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１月１日であります。 

  ⑥ 平成電電コミュニケーションズ株式会社の資産・負債の状況（平成17年１月31日現在） 

    資産合計  10,000千円 

    負債合計       －千円 

    資本合計  10,000千円 



  (2) 当社は平成17年５月31日に株式会社ベストシステムズが当社の完全子会社となる株式交換契約を締結し、同年

６月30日開催の臨時株主総会における同株式交換契約書の承認に基づき、平成17年８月２日に株式交換が実施さ

れております。 

① 株式交換の相手先の名称等 

     名称     株式会社ベストシステムズ 

     本店所在地  茨城県つくば市梅園１－１－１ 

     代表者の氏名 西 克也 

     資本金    151,275千円（平成17年４月30日現在） 

     事業の内容  ハードウェア販売事業、ソフトウェア販売事業、コンサルティング事業、計算化学ソフト販

売事業、保守事業 

  ② 株式交換の目的 

    ＩＴの発展に伴うカスタマーニーズの高度化、多様化の対応を目的としています。 

  ③ 株式交換比率 

    株式会社ベストシステムズ１株に対し、当社の株式5.20株を割当てました。 

  ④ 株式交換により新たに発行する株式 

    普通株式  9,345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１月１日であります。 

  ⑥ 株式会社ベストシステムズの資産・負債の状況（平成17年４月30日現在） 

    資産合計       749,288千円 

    負債合計        459,816千円 

    資本合計     289,471千円 

   ３．営業譲受契約 

  当社は平成18年１月20日に締結した営業譲渡契約に基づき、株式会社ＩＲＩコミュニケーションズの営業の一部

を同日付で譲受けました。 

  当該営業譲受契約の概要は以下のとおりであります。 

     (1）譲受事業の内容 

 ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ接続事業に関する営業。 

     (2）譲受価額 

         譲受価額は717,279千円であります。 

  (3) 営業の譲受の条件等の詳細については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記

事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。 

  ４．営業譲受契約 

  当社連結子会社であります平成電電コミュニケーションズ株式会社は、平成18年２月９日に締結した営業譲渡契

約に基づき、株式会社ヒューマンアウトソーシングの営業の全部を同日付けで譲受けました。 

 当該営業譲受契約の概要は以下のとおりであります。 

     (1）譲受事業の内容 

  当社が再生スポンサーとなっている平成電電株式会社が展開する、電気通信事業における契約済み及び契約見

込み顧客に対応する業務全般（ただし、設置工事は除く）に関する営業。 

    (2）譲受価額 

         譲受価額は1,000,000千円であります。 

 (3) 営業の譲受の条件等の詳細については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記

事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。 



   ５．営業譲渡基本合意書の締結 

  当社及び連結子会社である平成電電コミュニケーションズ株式会社は平成18年３月23日に、平成電電コミュニケ

ーションズ株式会社の中継電話サービス（マイライン）事業を日本テレコム株式会社へ営業譲渡することに関し、

日本テレコム株式会社との間で基本合意書を締結いたしました。 

 当該基本合意書の概要は以下のとおりであります。 

     (1）譲渡事業の内容 

 マイライン登録等のなされたユーザーに対する電気通信役務の提供に係る事業。 

     (2）譲渡価額 

 約75億円（暫定譲渡価額）であり、承継するマイライン契約の回線数等による調整を行う予定であります。 

  (3) 営業の譲渡の条件等の詳細については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 注記

事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。 

６．その他の経営上の重要な契約  

 (1）取引基本契約書 

 （注）取引基本契約書に関連して平成10年６月15日付で「プログラム利用及び実施・頒布許諾契約書」が株式会社ゼン

リンとの間で締結されており、その下にさらに開発を受託したソフトウェア毎に覚書を締結することで、当社に留

保される知的財産権が確定されております。 

 (2）ソフトウェア利用（複製等）許諾契約書 

契約会社名 契約期間 主な契約内容 

株式会社ゼンリン 平成10年６月１日から１年間 

その後は期間満了の３ヶ月前までに

契約終了の意思表示がない限り、１

年ごとの自動更新。 

株式会社ゼンリンからのシステム、アプリケーシ

ョンその他のソフトウェアの受託開発に関する基

本事項を定めた契約。具体的な受託案件の諸条件

は、個別契約によって定められる。 

契約会社名 契約期間 主な契約内容 

株式会社ゼンリンデータ

コム 

平成12年８月30日から２年間 

その後は期間満了の３ヶ月前までに

契約終了の意思表示がない限り、１

年ごとの自動更新。 

当社は、株式会社ゼンリンデータコムに対し、  

NexusMap及びそのソフトウェア開発ツールについ

て、地図のネット配信に関し、日本国内において

利用、販売、利用許諾、再許諾（それに必要な範

囲で複製、送信、その他の行為を行うことを含

む。）を行う排他的かつ独占的な権利を付与す

る。ただし、当社はNexusMap及びそのソフトウェ

ア開発ツールを自ら利用しまたは自らの顧客に対

して販売、利用許諾する（それに必要な範囲で複

製、加工、改変、送信することを含む）権利を留

保している。NexusMap及びそのソフトウェア開発

ツールの知的財産権に関する紛争については当社

が全責任を有する。当社は株式会社ゼンリンデー

タコムから、初期料金5,000万円のほか、NexusMap

及びそのソフトウェア開発ツールに関連する株式

会社ゼンリンデータコムの売上の10％をランニン

グ・ロイヤルティとして支払を受ける。 

ドコモ・システムズ株式

会社 

平成13年３月15日から２年間 

その後は契約期間満了の３ヶ月前ま

でに契約終了の意思表示がない限

り、１年毎の自動更新。 

当社が、株式会社ドコモ・マシンコミュニケーシ

ョンズに対し、NexusMapを使用する非独占的な使

用権を付与する。ただし、当社は、株式会社ドコ

モ・マシンコミュニケーションズの書面による承

諾がない限り、同社以外の運行管理システム類似

のシステムを運用する第三者にNexusMapの使用権

を許諾することができない。当社は、株式会社ド

コモ・マシンコミュニケーションズから、運行管

理システムに加入する移動体毎に月80円などをロ

イヤルティとして取得する。 



６【研究開発活動】 

 当連結会計年度の研究開発活動は、近年の高度情報化社会における市場ニーズに対応すべく、ＩＴソリューション

事業に係る製品に重点を置き、研究開発を推進してまいりました。その結果、当連結会計年度における研究開発費の

総額は76百万円となっており、その主要な開発は以下のとおりであります。 

(1) 当社の主力製品であるＺＯＯＭＡを利用した自治体向けソリューションを強化するため、パイロットプロジェク

トとして「電子入札対応の設計図書データ－配信システム」と「都市計画決定図書時系列管理ファイリングシステ

ム」を簡易パッケージ化いたしました。また、ＺＯＯＭＡを利用したＧＰＳ付携帯電話向けソリューションを強化

するため、新機種対応等を進めております。 

(2) 当社の主力製品であるＺＯＯＭＡ－Ｆｌｅｘと他社製ＧＩＳソフトの親和性を高めるため、各種汎用ベクタフォ

ーマットからＺＯＯＭＡ－Ｆｌｅｘのベクタフォーマットに変換するコンバータの開発を進めております。 

(3) 当社の子会社であるオムニトラストジャパン株式会社は、新製品であるＮｅｔＳｅｃｕｒｅの一次開発を行いま

した。今回の一次開発では、従来製品では限られていた対応プラットフォームを、コア部分のＪＡＶＡ化を行うこ

とでマルチプラットフォーム化を実現し、ユーザーの多様な環境への対応を可能にするものであります。また、従

来製品では制限のあったシステムインテグレーション時の様々な連携やカスタマイズニーズ等にも対応することが

できるよう、拡張性を念頭においた新設計による開発を行っております。 

(4) 当社の子会社である株式会社ベストシステムズは、グリッド技術の実用化に向けて平成17年８月より本格的に研

究開発を開始いたしました。グリッド技術には様々なソリューションが存在するため、今まで市場へのアプローチ

が難しい部分がありましたが、最近急速に認知が進み、大手自動車メーカーへの導入を皮切りに、引き合いが増加

しております。グリッド技術を将来の収益の柱に育てるため更に開発スピードを上げていく予定であります。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

  当連結会計年度の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項につい

ては当連結会計年度末時点において判断したものであります。 

   (1) 当連結会計年度の財政状態の分析 

     ①  流動資産 

当連結会計年度における流動資産の残高は19,298百万円となりました。連結財務諸表作成初年度のため前期

との比較はできませんが、「現金及び預金」の残高13,633百万円は、新規事業並びに平成電電株式会社の再生

支援のために調達した資金を留保したものであり、「売掛金」の残高5,449百万円は、中継電話サービス（マイ

ライン）に係る未回収額が主たるものであります。 

     ②  固定資産 

当連結会計年度における固定資産の残高は3,360百万円となりました。連結財務諸表作成初年度のため前期と

の比較はできませんが、「投資有価証券」の残高2,263百万円は、当社の持分法適用会社であるアジア航測株式

会社の株式が主たるものであり、「更生債権等」の残高4,981百万円は、民事再生法適用を申請した平成電電株

式会社に対する債権額が主たるものであります。 

     ③  流動負債 

当連結会計年度における流動負債の残高は15,260百万円となりました。連結財務諸表作成初年度のため前期

との比較はできませんが、「新株予約権付社債」の残高9,700百万円は、平成電電株式会社の再生支援の際に必

要な資金調達のために発行したものであります。 

     ④  固定負債 

当連結会計年度における固定負債の残高は1,116百万円となりました。連結財務諸表作成初年度のため前期と

の比較はできませんが、「社債」の残高700百万円は、当社の運転資金のために銀行保証付私募債を発行したも

のであります。 

     ⑤  資本 

当連結会計年度における資本の残高は6,294百万円となりました。連結財務諸表作成初年度のため前期との比

較はできませんが、「資本金」の残高8,519百万円及び「資本剰余金」の残高23,808百万円は、当社グループの

提携先及び協力先等の資金提供者に対して、当社グループのビジネス拡大に向けての資金調達のために新株式

を発行したもの及び当社グループ拡大のため行った株式交換によるものであります。 

   (2) キャッシュ・フローの分析 

 第２ 事業の状況 １業績等の概要 (2)に記載のとおりであります。 

   (3) 当連結会計年度の経営成績の分析 

       第２ 事業の状況 １業績等の概要 (1)に記載のとおりであります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当社グループでは、急速に変化する市場環境において競争優位を確立するため、各種社内システムやネットワー

ク機器を中心に設備投資を実施いたしました。また、当連結会計年度より新たに始めた通信サービス事業に付随し

て、必要な通信機器の設備投資を実施いたしました。その結果、当連結会計年度の設備投資金額は445,101千円と

なりました。なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却・売却はありません。 

 事業の種類別セグメント毎の投資金額の内訳は、以下のとおりです。 

(1) ＩＴソリューション事業  

   ＩＴソリューション事業では、各種社内システムの効率化・合理化を目的としたソフトウェアの取得や、社内

ネットワーク機器の取得、開発用・管理用設備の取得など、330,709千円の設備投資を実施いたしました。 

(2) 通信サービス事業 

   通信サービス事業では、当連結会計年度より開始したＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業

者向けダイヤルアップ接続事業に関する通信機器の取得や、子会社である平成電電コミュニケーションズ株式会

社における社内設備の取得など、114,392千円の設備投資を実施いたしました。 

２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

平成17年12月31日現在 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品であります。 

２．本社は建物を賃借しており、その年間賃借料は27,955千円です。 

(2）国内子会社 

平成17年12月31日現在 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品であります。 

     ２．㈱ベストシステムズは建物を賃借しており、その年間賃借料は5,220千円です。 

３．オムニトラストジャパン㈱及び平成電電コミュニケーションズ㈱の建物は、提出会社から貸与を受けており

ます。 

４．上記のほか、主要なリース設備として、以下のものがあります。 

平成17年12月31日現在 

  （注）１．リース設備はすべて、所有権移転外ファイナンス・リースによるものです。 

     ２．リース契約残高には、未経過リース料を記載しております。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

  該当事項はありません。 

事業所名 
（所在地）  

事業の種類別セグメ
ントの名称 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（名） 

建物及び構築
物 
（千円） 

機械装置及び
運搬具 
（千円） 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

 本社 

 (東京都渋谷区) 

ＩＴソリューション

事業・通信サービス

事業・管理業務 

販売・開発・管理

設備 
5,998 67,552 21,366 94,917 37 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額 

従業員数 
（名） 

建物及び構
築物 
（千円） 

機械装置及
び運搬具 
（千円） 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

 オムニトラストジ

ャパン㈱ 

 本社 

(東京都渋谷区) 

 ＩＴソリュー

ション事業 
 開発設備 － － 6,721 6,721 － 

 ㈱ベストシステム

ズ 

 本社 

(茨城県つくば

市) 

 ＩＴソリュー

ション事業 

販売・開発・

管理設備 
2,744 476 24,449 27,671 31 

 平成電電コミュニ

ケーションズ㈱ 

 本社 

(東京都渋谷区) 

 通信サービス

事業 
 販売設備 － － 1,692 1,692 19 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 数量 リース期間
支払リース料 
（千円） 

リース契約残高
（千円） 

 平成電電コミュニケーショ

ンズ㈱ 
全国の局舎内他  

事業者間接続設備機器・Ｄ

ＡＭネットワーク機器・電

話回線交換機  

１式  ５年  119,171 313,433 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（注）平成18年３月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、会社が発行する株式の総数は同日より

1,600,000株増加し、4,700,000株となっております。 

②【発行済株式】 

（注） 提出日現在の発行数には、平成18年３月１日からこの有価証券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。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 3,100,000 

計 3,100,000 

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30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 1,147,246.3 1,177,246.3 
大阪証券取引所 

（ヘラクレス市場） 

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 

計 1,147,246.3 1,177,246.3 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 第１回新株予約権 

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は10株であります。 

２．発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げるものとします。 

 また、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使により新株を発行又は自己株

式を処分する場合を除く。）を行う場合は、次の算式により金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げるものとする。 

株主総会の特別決議日（平成14年５月30日） 

  
事業年度末現在 

（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） 1,185（注１） 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） 11,850（注１） 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 554,500（注２） 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年５月31日～ 

平成24年５月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   554,500 

資本組入額  277,250 
同左 

新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の割当を受

けた者は、権利行使時に

おいても当社に在任ある

いは在籍することを要

す。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職その

他正当な事由のある場合

はこの限りではない。 

② その他の条件について

は、当社と割当者との間

で締結した新株予約権割

当契約に定めるところに

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株予約権の譲渡につい

ては、当社取締役会の承認

を要するものとする。 

同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1 

分割・併合の比率 

調 整 後 

払込金額 ＝ 

調 整 前

払込金額 × 

既発行株式数 ＋

新規発行株式数 

又は処分株式数 
×
１株当たり払込金額 

又は譲渡価額 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数 



② 第３回新株予約権 

 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は10株であります。 

２．新株予約権発行後、当会社普通株式の分割または併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使により新株を発行する場合を

除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。 

  上記のほか、新株予約権発行後に当会社が他の会社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に

調整されるものとする。 

株主総会の特別決議日（平成15年10月10日） 

  
事業年度末現在 

（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） 657（注１） 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）      6,570（注１） 同左     

新株予約権の行使時の払込金額（円） 397,000（注２） 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年10月12日～ 

平成21年10月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   397,000 

資本組入額  198,500 
同左 

新株予約権の行使の条件 

① 各新株予約権の一部行

使はできないものとす

る。 

② 当社と新株予約権者と

の間で締結した新株予約

権割当契約に定めるその

他の条件に違反していな

いこと。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株予約権の譲渡につい

ては、当社取締役会の承認

を要するものとする。 

同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1 

分割・併合の比率 

調 整 後 

払込金額 ＝ 

調 整 前

払込金額 × 

既発行株式数 ＋

新規発行株式数 

又は処分株式数 
×
１株当たり払込金額 

又は譲渡価額 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数 



③ 第４回新株予約権 

（注）新株予約権発行後、当会社普通株式の分割または併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使により新株を発行する場合を

除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。 

  上記のほか、新株予約権発行後に当会社が他の会社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う

場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に

調整されるものとする。 

株主総会の特別決議日（平成17年３月29日） 

  
事業年度末現在 

（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）   72,000 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）   72,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）        70,161 (注)  同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年５月２日～ 

平成22年４月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    70,161 

資本組入額  35,080.5 
同左 

新株予約権の行使の条件 

① 各新株予約権の一部行

使はできないものとす

る。 

② 当社と新株予約権者と

の間で締結した新株予約

権割当契約に定めるその

他の条件に違反していな

いこと。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 新株予約権の譲渡につい

ては、当社取締役会の承認

を要するものとする。 

同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1 

分割・併合の比率 

調 整 後 

払込金額 ＝ 

調 整 前

払込金額 × 

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 ×１株当たり払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



④ 第５回新株予約権 

（注）新株予約権発行後、当会社普通株式の分割または併合が行われる場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

  上記のほか、新株予約権発行後に当会社が他の会社と合併する場合、株式交換を行い完全親会社となる場

合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲

で行使価額は適切に調整されるものとする。 

株主総会の特別決議日（平成17年６月30日） 

  
事業年度末現在 

（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） 35,300 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） 35,300 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）     95,400 (注) 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日～ 

平成27年６月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   95,400 

資本組入額  47,700 
同左 

新株予約権の行使の条件 

① 本新株予約権者は、権

利行使時において当社若

しくは当社子会社の取締

役又は従業員のみの地位

を有していることを要す

る。 ただし、任期満了

による退任、定年退職そ

の他これに準ずる正当な

理由のある場合は、この

限りではない。 

 ② 本新株予約権者の相続 

  人は、本新株予約権を行 

   使することができない。 

③ 当社と本新株予約権者

との間で締結した新株予

約権割当契約に定めるそ

の他の条件に違反してい

ないこと。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 本新株予約権の譲渡につ

いては、当社取締役会の承

認を要するものとする。 

同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1 

分割・併合の比率 



⑤ 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（注）新株予約権の目的となる株式の数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額（提出日の前月末現在残存額

9,700百万円）を行使価額（提出日の前月末現在の転換価額）で除して得られる最大整数であります。 

取締役会決議日（平成17年11月24日） 

  
事業年度末現在 

（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） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 9,700 同左 

新株予約権の数（個）  97 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） 608,913（注） 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 15,930 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年12月21日～ 

平成18年12月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   15,930 

資本組入額   7,965 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 ① 当社が本新株予約権付

社債について期限の利益

を喪失した場合、以後本

新株予約権を行使するこ

とはできない。 

 ② 各本新株予約権の一部

について行使請求するこ

とはできないものとす

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

 ① 本社債は社債券の引渡

しにより譲渡することが

できる。 

 ② 本社債と本新株予約権

のうち一方のみを譲渡す

ることはできない。 

 ③ 譲受人は、本社債を譲

受けた旨を当社に通知

し、氏名及び住所を社債

原簿及び新株予約権原簿

に記載するための手続き

をとらなければ、社債権

者としての権利を当社に

対して主張できない。 

同左 



 ⑥ 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額（提出日の前月末現在残存額

4,000百万円）を行使価額（提出日の前月末現在の転換価額）で除して得られる最大整数であります。 

      ２．新株予約権の行使時の払込金額は、提出日の前月末現在の転換価額であります。なお、毎週金曜日（以下「決

定日」という。）の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで（当日を含む。）の３連続取引日（ただし、取引日

は株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価格（以下「ⅤＷＡＰ」とい

う。）が算出されない日を含まない。決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの３連続取引

日とする。以下「時価算定期間」という。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎取

引日のⅤＷＡＰの平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨て

る。以下「決定日価額」という。）がその時点で有効な転換価額を下回る場合には決定日価額に修正され、決定

日価額が30,400円を上回る場合にも決定日価額に修正（以下、決定日価額に修正された転換価額を「修正後転換

価額」という。）され、それ以外の場合には修正されない。なお、時価算定期間内に、転換価額の調整事由が生

じた場合には、修正後の転換価額は、新株予約権付社債の社債要項に従い当社が適当と判断する値に調整され

る。ただし、かかる算出の結果修正後転換価額が、13,224円（以下「下限転換価額」という。）を下回る場合に

は、修正後転換価額は、下限転換価額とし、39,672円（以下「上限転換価額」という。ただし、転換価額の調整

事由が生じた場合には調整を受ける。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。ただし、本

新株予約権付社債の発行後初めて決定日価額が下限転換価額を下回った場合には、当該決定日の翌決定日以降、

下限転換価額は9,256円80銭に修正される。 

取締役会決議日（平成17年12月20日） 

  
事業年度末現在 

（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） 

新株予約権付社債の残高（百万円） ― 4,000 

新株予約権の数（個） ― 40 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） ― 292,645.81（注１） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ― 13,668.4 （注２） 

新株予約権の行使期間 ― 
平成18年１月６日～ 

平成20年１月３日 

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   13,668.4 

資本組入額   6,835 

新株予約権の行使の条件 ― 

① 本社債を繰上償還す

る場合には、償還日の

前銀行営業日の銀行営

業時間終了時以降、ま

たは当社が本社債につ

き期限の利益を喪失し

た場合には、期限の利

益の喪失日以降、本新

株予約権を行使するこ

とはできない。 

② 各新株予約権の一部

行使はできない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 ― 特になし 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．株式分割 

平成12年５月26日開催の定時株主総会において定款の一部（株式の発行総数）を変更いたしました。また、

取締役会決議により平成12年７月25日付で額面金額50,000円の株式１株を２株に分割いたしました。 

    ２．株式分割 

取締役会決議により平成13年１月18日付で額面金額50,000円の株式１株を1.4株に分割いたしました。 

    ３．有償一般募集 発行価格275,000円 資本組入額95,625円 

平成13年４月25日付で、ブックビルディング方式による一般募集による有償増資（発行価格275,000円、引

受価額253,000円、発行価額191,250円、資本組入額95,625円）を行っており、この結果、同日に発行済株式

総数が1,000株、資本金95,625,000円、資本準備金が157,375,000円、それぞれ増加しております。 

    ４．有償第三者割当 発行価格232,000円 資本組入額116,000円 

割当先は、Akiyama Holding & Finance SAであります。 

    ５．有償第三者割当 発行価格476,000円 資本組入額238,000円 

割当先は、Akiyama Holding & Finance SAであります。 

    ６．有償第三者割当 発行価格136,000円 資本組入額68,000円 

割当先は、Akiyama Holding & Finance SA、㈱日本スポーツビジョン及び個人３名であります。 

    ７．有償第三者割当 発行価格91,000円 資本組入額45,500円 

割当先は、平成電電株式会社、NOTEZIA INVESTMENT INC.であります。 

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12年７月25日 

（注１） 
4,071 8,142  ― 791,303 ― 643,953 

平成13年１月18日 

（注２） 
3,256.8 11,398.8 ― 791,303 ― 643,953 

平成13年４月25日 

（注３） 
1,000 12,398.8 95,625 886,928 157,375 801,328 

平成14年１月22日 

（注４） 
431 12,829.8 49,996 936,924 49,996 851,324 

平成14年６月18日 

（注５） 
210 13,039.8 49,980 986,904 49,980 901,304 

平成14年12月７日 

（注６） 
6,185 19,224.8 420,580 1,407,484 420,580 1,321,884 

平成15年８月９日 

（注７） 
2,739 21,963.8 124,624 1,532,108 124,624 1,446,508 

 平成16年６月18日 

（注８） 
233,674.2 255,638 ― ― ― ― 

平成16年１月１日～  

平成16年12月31日 

（注９） 

175,040 430,678 1,340,625 2,872,733 1,340,625 2,787,133 

 平成17年４月28日 

（注10） 
32,300 462,978 1,002,915 3,875,648 1,002,915 3,790,048 

平成17年８月２日  

（注11） 
21,598.4 484,576.4 ― 3,875,648 356,775 4,146,824 

平成17年８月31日  

（注12） 
243,684 728,260.4 ― 3,875,648 15,018,000 19,164,824 

平成17年11月18日  

（注13） 
313,873  1,042,133.4 2,499,998 6,375,647 2,499,998 21,664,823 

平成17年１月１日～  

平成17年12月31日 

（注14） 

51,022.9 1,093,156.3 1,500,049 7,875,696 1,499,950 23,164,773 

平成17年１月１日～  

平成17年12月31日 

（注15） 

54,090 1,147,246.3 643,554 8,519,250 643,554 23,808,327 



     ８．株式分割 

平成16年４月９日開催の取締役会決議おいて定款の一部（株式の発行総数）を変更いたしました。また、平

成16年６月18日付で株式１株を10株に分割いたしました。 

     ９．新株予約権の行使 

平成16年１月１日から平成16年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が175,040千

株、資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,340,625千円増加しております。 

    10．有償第三者割当 発行価格62,100円 資本組入額31,050円 

割当先は、平成電電株式会社であります。 

    11．株式交換 

① 株式会社アイ・ティーマーケティングソリューションズと株式交換を行い、発行済株式数が9,454株、

資本剰余金が147,001千円増加しております。 

② 株式会社ベストシステムズと株式交換を行い、発行済株式数が9,344.4株、資本剰余金が196,011千円増

加しております。 

③ ミリオン株式会社と株式交換を行い、発行済株式数が2,800株、資本剰余金が13,762千円増加しており

ます。 

    12．株式交換 

平成電電コミュニケーションズ株式会社と株式交換を行い、発行済株式数が243,684株、資本剰余金が

15,018,000千円増加しております。 

    13．有償第三者割当 発行価格31,860円 資本組入額15,930円 

割当先は、ＭＡＣバイアウト・ファンド第１号投資事業有限責任組合無限責任組合員、ＭＡＣ ＤＴ投資事

業組合業務執行組合員であります。 

     14．転換社債型新株予約権付社債の予約権行使による転換 

平成17年１月１日から平成17年12月31日までの間に、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使によ

り、発行済株式数が51,022.99千株、資本金が1,500,049千円及び資本剰余金が1,499,950千円増加しており

ます。 

     15．新株予約権の行使 

平成17年１月１日から平成17年12月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が54,090千

株、資本金及び資本剰余金がそれぞれ643,554千円増加しております。 

     16．平成18年１月１日から平成18年２月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が30,000株、

資本金228,240千円、資本剰余金が228,207千円増加しております。 



(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式125.5株のうち125株は「個人その他」に端株の状況に0.5株それぞれ含めて記載しております。 

２．「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が27,342株含まれております。 

  平成17年12月31日現在

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） ー 4 20 221 22 38 34,994 35,299 － 

所有株式数 

（株） 
ー 40,277 16,869 357,619 19,601 1,020 711,859 1,147,246 40.3 

所有株式数の

割合（％） 
ー 3.51 1.47 31.17 1.71 0.09 62.05 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１．株式会社東京三菱銀行は、株式会社ＵＦＪ銀行と平成18年１月１日をもって合併し、株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行となりました。 

２．前事業年度末現在主要株主でなかったＭＡＣバイアウト・ファンド第１号投資事業有限責任組合は、当事業

年度末では主要株主となっております。 

  平成17年12月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

ＭＡＣバイアウト・ファン

ド第１号投資事業有限責任

組合 

東京都港区六本木６-10-１ 122,400 10.67 

平成電電株式会社 東京都渋谷区広尾１-１-39 121,204 10.56 

ＭＡＣ ＤＴ投資事業組合 東京都港区六本木６-10-１ 60,500 5.27 

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜２-４-６ 37,221 3.24 

大田  雅俊 東京都港区芝浦４-２-23 20,812 1.81 

関本  雅一 東京都世田谷区下馬５-３-２ 6,454.8 0.56 

エスアイエスセガインター

セトルエージー 

 (常任代理人 株式会社東

京三菱銀行 カストディ業

務部) 

SIS SEGAINTERSETTLE AG BASLERSTRASSE 100,  

CH-4600 OLTEN SWITZERLAND 

（東京都千代田区丸の内２-７-１） 

5,200 0.45 

ＭＡＣバイアウトファンド

第１号無限責任組合 
東京都港区六本木６-10-１ 4,809 0.42 

杉本 利彦 東京都小平市学園西町３-２-41 4,083 0.36 

バンクオブニューヨークジ

ーシーエムクライアントア

カウンツイーアイエスジー 

(常任代理人 株式会社東

京三菱銀行 カストディ業

務部) 

BNY FOR GCN CLIENT ACCOUNTANTS(E) 

ISG PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 

LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM  

（東京都千代田区丸の内２-７-１） 

3,593 0.31 

計 － 386,276.8 33.65 



(6）【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 27,342株（議決権27,342 

個）含まれております。 

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    125  
― 

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 1,147,081 1,147,081  同上 

端株 普通株式      40.3 ― 同上 

発行済株式総数    1,147,246.3  ― ― 

総株主の議決権 ― 1,147,081 ― 

  平成17年12月31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（％） 

ドリームテクノロ

ジーズ株式会社 

東京都渋谷区広尾

一丁目１番39号 
125 ― 125 0.01 

計 ― 125 ― 125 0.01 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 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。 

 第１回、第３回、第５回及び第８回につきましては、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予

約権を付与する方式により、第１回は当社取締役及び従業員に対し、第３回は当社役員及び従業員並びに社外協

力者に対し、第５回及び第８回は、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、特

に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、第１回につきましては平成14年５月30日の定時株主総会に

おいて、第３回は平成15年10月10日の臨時株主総会において、第５回は平成17年６月30日の臨時株主総会におい

て、第８回は平成18年３月29日の定時株主総会において、特別決議されたものであり、当該制度の内容は、以下

のとおりであります。 

① 第１回新株予約権 

② 第３回新株予約権 

決議年月日 平成14年５月30日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役    ７名 

当社従業員    26名 

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（株） 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15年10月10日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役    ８名 

当社従業員    17名 

社外協力者    ７名 

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（株） 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 



③ 第５回新株予約権 

④ 第８回新株予約権 

決議年月日 平成17年６月30日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役    ８名 

当社子会社取締役 １名 

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（株） 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18年３月29日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役    ４名 

当社従業員    18名 

当社子会社取締役 ４名 

当社子会社従業員 27名 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 

株式の数（株） 46,200株 

新株予約権の行使時の払込金額 

 18,310円（発行日に先立つ45取引日目に始まる30取引日

の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取

引の毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値

（終値のない日を除く）に1.05を乗じた金額（１円未満の

端数を切り上げる）とする。ただし、当該平均値が、新株

予約権を発行する日の前日の株式会社大阪証券取引所にお

ける当社の普通株式の普通取引の終値（取引が成立しない

場合はその前日の終値）を下回る場合は、当該終値とす

る。 

新株予約権の行使期間 平成20年４月１日～平成28年３月31日 

新株予約権の行使の条件 

① 本新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社

子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有している

ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職

その他これに準ずる正当な理由のある場合は、この限り

ではない。 

② 本新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使する

ことはできない。 

③ その他権利行使の条件は、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。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する。 



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】 

 （注） 当社は、「商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律」（平成15年法

律132号）の施行に伴い、平成16年３月26日開催の定時株主総会において、商法第211条ノ３第１項第２号の規

定により取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる旨を定款に定めております。 

３【配当政策】 

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として位置付けております。将来的には、業績に対応した配当に

よる利益配分も重視していく方針ですが、現在は多額の繰越損失を計上していることから、配当を実施していない状

況であります。つきましては、当面は業績回復による繰越損失の早期解消に努め、可能な限り早期に株主還元を図る

所存であります。 

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．最高・最低株価は、大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場及び同ヘラクレス市場におけるものでありま

す。なお、ヘラクレス市場はナスダック・ジャパン市場が平成14年12月16日に名称変更したものでありま

す。 

２．当社株式は、平成13年４月25日をもって大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場に上場いたしましたの

で、それ以前の株価については該当事項はありません。 

３．平成14年12月12日開催の臨時株主総会において、決算日を12月31日に変更しております。 

 ４．※印は、株式分割による権利落後（基準日：平成16年４月30日）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、大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。 

  平成18年３月29日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 
価額の総額 
（千円） 

自己株式取得に係る決議 ― ― ― 

回次 第６期 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成13年２月 平成14年２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） ― 1,580,000 850,000 539,000 
1,360,000 

※234,000 
116,000 

最低（円） ― 186,000 62,000 81,000 
384,000 

※60,300 
10,600 

月別 平成17年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円） 116,000 92,000 72,800 43,200 42,700 36,200 

最低（円） 85,800 63,600 39,450 10,600 24,700 22,700 



５【役員の状況】 

 （注） 監査役 吉江透氏及び剱持俊夫氏並びに下村昭彦氏は、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） 

代表取締役会長  櫛間 勝見 昭和28年９月10日生 

昭和53年４月 八千代エンジニヤリング㈱入社 

平成元年８月 ㈱パスコ入社 

平成15年10月 当社取締役 

平成15年12月 当社代表取締役社長 

平成17年６月 当社代表取締役会長（現任） 

－

代表取締役社長   池田  均 昭和32年２月20日生 

昭和56年４月 ボッシュ・オートモーティブ・

システム㈱入社 

昭和59年４月 山一證券㈱入社 

 平成10年３月 横河電機㈱入社 

 平成12年８月 東京三菱ＴＤウォーターハウス 

  証券㈱入社 

 平成16年６月 平成電電㈱入社 

  当社出向 

 平成17年３月 当社取締役 

 平成17年11月 当社代表取締役社長（現任） 

5

取締役   管理本部長 赤根 克洋 昭和40年１月10日生 

平成３年４月 山一證券㈱入社 

平成10年４月 チェース・マンハッタン銀行

（現JPモルガン・チェース銀

行）入行 

平成18年２月 当社執行役員 管理本部長 

平成18年３月 当社取締役（現任） 

－

取締役  田中 喜之  昭和48年８月29日生 
平成14年５月 当社取締役（現任） 

平成15年12月 当社戦略企画室室長 
－

常勤監査役  吉江 透 昭和12年12月15日生 

昭和37年４月 山一證券㈱入社 

平成４年６月 同社 取締役 

平成７年６月 中央証券㈱ 専務取締役 

平成９年６月 ㈱中央調査情報センター 社長 

平成13年２月 内藤証券㈱ 顧問 

平成14年５月 当社監査役 

平成14年10月 当社常勤監査役（現任） 

30

監査役  剱持 俊夫 昭和23年９月５日生 

平成８年３月 ㈱RECS経営研究所設立 代表取

締役（現任） 

平成12年２月 当社監査役 

平成14年５月 当社常勤監査役 

平成14年10月 当社監査役（現任） 

－

監査役  下村 昭彦 昭和８年１月10日生 

昭和31年３月 山一證券㈱入社 

昭和59年２月 ㈱山一證券研究所 取締役情報

総括室長 

昭和61年12月 太平洋証券㈱ 常務取締役 

平成３年５月 同社 取締役副社長 

平成６年６月 ㈱太平洋証券研究所 取締役社

長 

平成７年６月  太平洋投信㈱ 取締役社長  

平成10年10月  ㈱藤崎興産 取締役会長（現

任） 

平成18年３月  当社監査役（現任） 

－

    計 35



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

 (1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社のコーポレート・ガバナンスの強化の施策は、株主重視による企業経営の推進及び開示情報の質の向上に

あると考えております。このため、取締役及び監査役を社外から招聘することにより、斬新な思想と、第三者的

観点からの経営方針の導入を行っております。また、最低月一回開催される取締役会においては、監査役にも積

極的な意見参加を求め、監視機能をより高めております。 

 一方、開示面におきましては、常にタイムリーディスクロージャーを念頭に置き、早期開示を目指すととも

に、当社ホームページを通じて株主及び投資家の皆様に対する情報公開を随時行うことで、開かれた経営を目指

す所存です。 

 (2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

 ① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

 （会社の機関の内容、内部統制システム、リスク管理体制の整備の状況）  

当社は監査役制度採用会社であります。取締役会は、当事業年度末において５名で構成されており、毎月１

回開催の定時取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営上の重要な意思決定及び業

務執行の監督を図っております。 

 また、当社は執行役員制度を採用しており、経営と業務執行の分離を図っております。各執行役員は取締役

会の決定方針、監督の下に権限委譲を受けて業務執行を分担しており、各執行役員の業務執行につきまして

は、週１回開催する執行役員会議において業務執行状況の確認、報告等がなされております。各執行役員の統

制の下、当社グループの各組織は、内部管理体制及びリスク管理体制の適正かつ迅速な運用に努めておりま

す。 

  （内部監査及び監査役監査、会計監査の状況） 

 内部監査につきましては執行役員を中心に、監査役との協力関係の下、必要な内部監査を実施する体制を取

っております。 

 監査役につきましては、監査役会は社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、監査役会の定めた

監査の方針、業務分担に従い、各監査役は取締役会への出席など、取締役の職務遂行の状況を監査しておりま

す。また、監査役は会計監査人と適宜必要な情報交換、意見交換を行うなど連携を保ち、監査の充実を図って

おります。 

 会計監査につきましては、公認会計士桜友共同事務所に所属する会計監査人２名と監査契約を締結してお

り、法令に基づき会計監査を受けております。 

  業務を執行した会計監査人の概要等は以下のとおりであります。  

       意見表明に関する審査については、公認会計士桜友共同事務所に常置されている審査委員会（証券取引法に

基づく監査業務の執行者のみにより、委員長以下８名で構成されている。）において、本有価証券報告書の監

査証明業務に従事していない委員より実施されております。 

  ② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要  

 社外取締役である西 克也氏は、株式会社ベストシステムズの代表取締役であります。同社は当社の子会社

であります。なお、同氏は平成18年３月29日付で辞任しております。 

 社外監査役２名につきましては、当社との取引等の利害関係はありません。 

  ③ 役員報酬の内容 

    当社の取締役、監査役に対する役員報酬は72百万円であり、内容は以下のとおりであります。 

    （イ）取締役に支払った報酬           66百万円 

    （ロ）監査役に支払った報酬           ６百万円 

  ④ 監査報酬の内容 

    当社会計監査人である公認会計士桜友共同事務所に対する報酬。 

      監査契約に基づく監査証明に係る報酬   13百万円 

所属する会計事務所 
業務を執行した 

公認会計士の氏名  
継続監査年数 監査業務に係る補助者の構成

 公認会計士桜友共同事務所 中市 俊也  ７年  
公認会計士 ３名  

 公認会計士桜友共同事務所 大河原 恵史  ７年  



 ⑤ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況 

 最近１年間において、定時取締役会を毎月、臨時取締役会を随時開催し、法令で定められた事項及び経営に

関する重要事項の決定及び業務執行の監督を行っております。また、経営の基本方針その他重要事項を決定す

る経営会議をほぼ毎週開催しており、経営会議で決定された事項に対し、全執行役員が中心となり業務執行状

況の監督を行っております。 



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に基づいて作成しております。  

(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に基づいて作成しております。 

(3）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）は、連結財務諸表の作成初年度であるため、以

下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については、

前連結会計年度との対比は行っておりません。 

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、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、公認会計士中市俊也及び公認会計士大河原恵史の両氏によ

り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】 

  
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
（％） 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  13,633,838

２. 売掛金  5,449,334

３．たな卸資産  51,664

４．その他  463,129

 貸倒引当金  △299,947

流動資産合計  19,298,018 85.0

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

 (1) 建物及び構築物  12,367

    減価償却累計額  △3,624 8,743

 (2) 機械装置及び運搬具  111,762

    減価償却累計額  △43,733 68,028

 (3) その他  130,245

    減価償却累計額  △76,015 54,230

 有形固定資産合計  131,002 0.6

２．無形固定資産  304,312 1.3

３．投資その他の資産  

 (1）投資有価証券 ※１  2,263,697

 (2）長期貸付金  2,280

 (3) 更生債権等  4,981,704

 (4) その他  6,901

  貸倒引当金  △4,329,547

投資その他の資産合計  2,925,035 12.9

固定資産合計  3,360,350 14.8

Ⅲ 繰延資産  

１．社債発行費  32,517

繰延資産合計  32,517 0.2

資産合計  22,690,886 100.0 

     

 



  
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
（％） 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金  2,120,591

２．短期借入金  700,000

３．一年以内返済予定の長
期借入金 

 602,716

４．一年以内償還予定の社
債  

 200,000

５．新株予約権付社債  9,700,000

６．未払金  1,663,997

７．未払法人税等  79,095

８．賞与引当金   6,200

９．製品保証引当金   10,615

10．その他  176,787

流動負債合計  15,260,004 67.3

Ⅱ 固定負債  

  １．社債  700,000

  ２．長期借入金  263,128

３．繰延税金負債  153,442

固定負債合計  1,116,570 4.9

負債合計  16,376,574 72.2

（少数株主持分）   

少数株主持分  19,844 0.1

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 ※２  8,519,250 37.5

Ⅱ 資本剰余金  23,808,327 104.9

Ⅲ 利益剰余金  △26,244,947 △115.7

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 223,451 1.0

Ⅵ 自己株式 ※３  △11,613 △0.0

資本合計  6,294,468 27.7

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 22,690,886 100.0 

     



②【連結損益計算書】 

  
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
（％） 

Ⅰ 売上高  19,425,293 100.0 

Ⅱ 売上原価  15,011,906 77.3

 売上総利益  4,413,386 22.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  2,653,260 13.7

 営業利益  1,760,126 9.0

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息  3,955

２．受取配当金  18,500

３．連結調整勘定償却額  9,218

４．その他  3,078 34,752 0.2

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息  31,130

２．新株発行費  93,791

３．社債発行費償却  30,168

４．その他  4,806 159,896 0.8

 経常利益  1,634,982 8.4

Ⅵ 特別利益  

１．関係会社株式売却益  640,638 640,638 3.3

Ⅶ 特別損失  

１. 固定資産除却損 ※３  1,543

２．営業権償却  19,000,000

３．販売権償却  1,958,333

４．関係会社株式売却損  156,960

５．関係会社株式評価損  747,429

６．貸倒引当金繰入額  4,756,611

７．たな卸資産評価損  411,378

８．その他  1,480 27,033,737 139.2

     

税金等調整前当期純損
失 

 24,758,115 △127.5

法人税、住民税及び事
業税 

 9,019

法人税等調整額  － 9,019 0.0

少数株主損失  318,412 1.6

当期純損失  24,448,722 △125.9

     



③【連結剰余金計算書】 

  
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） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,787,133

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．増資による新株式の発
行 

 5,646,417

２．株式交換に伴う資本剰
余金増加高 

 15,374,775 21,021,193

Ⅲ 資本剰余金期末残高  23,808,327

  

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △1,796,224

Ⅱ 利益剰余金減少高  

１．当期純損失  24,448,722 24,448,722

Ⅲ 利益剰余金期末残高  △26,244,947

    



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
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） 

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
損失 

 △24,758,115

減価償却費  75,925

連結調整勘定償却額  △9,218

営業権償却  19,000,000

販売権償却  2,000,000

固定資産除却損  1,543

関係会社株式売却益  △640,638

関係会社株式売却損  156,960

関係会社株式評価損  747,429

たな卸資産評価損  411,378

社債発行費償却  30,168

新株発行費  93,791

貸倒引当金の増減額  5,056,541

賞与引当金の増減額  △2,800

製品保証引当金の増減
額 

 △1,309

受取利息及び受取配当
金 

 △22,455

支払利息  31,130

為替差損  73

更生債権等の増減額  △5,151,130

売上債権の増減額  △5,122,348

たな卸資産の増減額  △426,728

仕入債務の増減額  2,424,050

未払金の増減額  1,612,274

その他  △146,202

小 計  △4,639,679

利息及び配当金の受取
額 

 22,455

利息の支払額  △31,670

法人税等の支払額  △3,744

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △4,652,639

 



  
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） 

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 

 △135,378

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △301,634

販売権の取得による支
出 

 △2,000,000

営業権の取得による支
出 

 △4,000,000

関係会社株式の取得に
よる支出 

 △1,778,752

関係会社株式の売却に
よる収入 

 153,803

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の取得に
よる支出 

 △12,644

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の売却に
よる支出 

 △2,192

貸付けによる支出  △2,000

貸付金の回収による収
入 

 130

その他  △1,580

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △8,080,249

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

短期借入金の純増減額  698,297

長期借入れによる収入  1,110,000

長期借入金の返済によ
る支出 

 △393,964

社債の発行による収入  5,943,044

社債の償還による支出  △2,100,000

新株予約権付社債の発
行による収入 

 9,694,270

株式の発行による収入  8,199,143

自己株式の取得による
支出 

 △318

少数株主からの払込に
よる収入 

 300,000

 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 23,450,473

 



  
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） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 △73

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額 

 10,717,511

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 2,611,373

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額 

※２  304,953

Ⅷ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※１  13,633,838

   



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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） 

  当社グループは、当連結会計年度において、

24,448,722千円の当期純損失を計上し、営業活動による

キャッシュ・フローにつきましても4,652,639千円の資

金流出となりました。また、平成17年10月に当社グルー

プの主要取引先である平成電電株式会社が民事再生法の

適用を申請したことで、今後債務免除の要請を受けるこ

と、及び重要な取引先を喪失するおそれがあります。当

該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、人材を開

発、確保することにより増強を図るほか、意思決定の迅

速化を図るための組織づくりを行います。また、プロダ

クトとして、当連結会計年度より子会社となったオムニ

トラストジャパン株式会社の高セキュリティを保証する

商品群と、同じく子会社である株式会社ベストシステム

ズのクラスタリング、グリッドコンピューティングをは

じめとするＨＰＣ（ハイ・パフォーマンス・コンピュー

ティング）プログラムなどの高収益が望める事業の安定

化を図ります。また、通信サービス事業では、当社が取

り扱うＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイ

ダ）事業者向けダイヤルアップ接続サービスの顧客拡大

に注力します。さらに、平成電電株式会社の再生スポン

サーとなったことにより通信サービス事業の売上高アッ

プのシナジー効果が期待されます。これらの経営施策に

よって、次期の業績は改善できるものと見込まれます。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反

映しておりません。  



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
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 ３社 

 主要な連結子会社の名称  

   オムニトラストジャパン㈱ 

 ㈱ベストシステムズ 

 平成電電コミュニケーションズ㈱ 

  オムニトラストジャパン㈱について

は当連結会計年度において新たに設立

したため、連結の範囲に含めておりま

す。また、当連結会計年度において株

式交換により完全子会社となった㈱ベ

ストシステムズ及び平成電電コミュニ

ケーションズ㈱については、当連結会

計年度から連結の範囲に含めておりま

す。 

 ㈱ＩＴマーケティングエージェンシ

ーについては株式を取得したことによ

り当連結会計年度において連結の範囲

に含めておりましたが、株式を売却し

たことにより、当連結会計年度末にお

いて連結の範囲から除外しておりま

す。  

(2) 主要な非連結子会社の名称 

 主要な非連結子会社 

   ＤＴエレクトロニクス㈱ 

 ジャパンワイヤレス㈱ 

 （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、合計の総資産、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 

(1) 持分法を適用した関連会社数 １社 

 会社名  

   アジア航測㈱ 

  アジア航測㈱については、新たに株

式を取得したことから、当連結会計年

度より持分法適用の関連会社に含めて

おります。   

 



項目 
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   

   ＤＴエレクトロニクス㈱ 

 ジャパンワイヤレス㈱ 

 ㈱キューウエーブ 

 ㈱ＩＲＩコミュニケーションズ 

 （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

社及び関連会社は、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）等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法の適用範囲

から除外しております。 

  

(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる会社については、各

社の事業年度に係る財務諸表を使用し

ております。  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、㈱ベストシステム

ズの決算日は10月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。  

４．会計処理基準に関する事

項 

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   その他有価証券 

   時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

   時価のないもの 

   移動平均法に基づく原価法 

 ② たな卸資産  

   個別法による原価法を採用しており

ます。 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物及び構築物   ５～18年 

 機械装置及び運搬具 ２～６年 

 工具器具備品    ４～20年 

 



項目 
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 有形固定資産 

   定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物及び構築物   ５～18年 

 機械装置及び運搬具 ２～６年 

 工具器具備品    ４～20年 

 ② 無形固定資産 

   定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づいており、市場販売

目的のソフトウェアについては、見込

有効期間（３年）における見込販売数

量に基づく償却額と販売可能な残存有

効期間に基づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい金額を償却する方法に

よっております。 

 また、営業権については、発生時に

一括償却しております。 

  なお、販売権については、その有効

期間等を検討し全額償却しておりま

す。 

(3）重要な引当金の計上基

準 

 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収の可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 

 ② 賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額のうち、当連結会計年度負

担額を計上しております。 

 ③ 製品保証引当金 

   製品の無償補修にかかる支出に備え

るため、過去の実績に基づき計上して

おります。 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 



項目 
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 

 ① ヘッジ会計の方法  

   繰延ヘッジ処理によっております。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 … 為替予約 

   ヘッジ対象 … 外貨建金銭債務 

 ③ ヘッジ方針 

   為替変動リスクを回避することを目

的として、対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断してお

ります。 

(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。 

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方法

は、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、その

効果が発現すると見積もられる期間で償

却することとしております。ただし、金

額が少額の場合は発生時に全額償却して

おります。 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

  連結会計年度中に確定した利益処分に

基づいております。 

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

  手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、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

ない短期投資からなっております。 

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

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） 2,261,415千円 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式1,147,246株で

あります。 

※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式125株で

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) 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

貸倒引当金繰入額 299,929 千円

業務委託費 1,090,669    

支払手数料  283,654 

製品保証引当金繰入額 10,615 

賞与引当金繰入額 3,208 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 76,284 千円 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具器具備品 1,543 千円

計 1,543 千円



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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 

       現金及び預金勘定と現金及び現金同等物は同額で

あります。 

 ※２ 当連結会計年度に株式交換により新たに連結子会

社となった会社の資産・負債の主な内訳 

   株式会社ベストシステムズ 

   平成電電コミュニケーションズ株式会社 

   これにより資本剰余金は、15,214,011千円増加して

おります。 

 ３ 重要な非資金取引の内容 

  

流動資産 356,650千円 

固定資産 51,308千円 

 資産合計 407,959千円 

流動負債 77,207千円 

固定負債 134,741千円 

 負債合計 211,948千円 

流動資産 21,409千円 

固定資産 15,000,000千円 

 資産合計 15,021,409千円 

流動負債 3,409千円 

固定負債 －千円 

 負債合計 3,409千円 

新株予約権の行使による資本金

増加額 

1,500,049千円 

新株予約権の行使による資本剰

余金増加額 

1,499,950千円 

新株予約権の行使による新株予

約権付社債の減少額 

3,000,000千円 



（リース取引関係）  

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） 

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） 

 期末残高
 相当額 
（千円） 

機械装置及び運搬
具  

1,044,639 794,982 249,656

有形固定資産 
その他(工具器具
備品) 

34,666 4,627 30,038

合計 1,079,305 799,610 279,694

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 256,876千円

１年超 86,877千円

 合計 343,753千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 123,210千円

減価償却費相当額 90,910千円

支払利息相当額 20,909千円

(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。  

(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原価相当額の差

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。 



（有価証券関係）  

当連結会計年度（平成17年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

   種類 
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 270 782 512 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

小計 270 782 512 

 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 － － － 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

小計 － － － 

合計 270 782 512 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

 その他有価証券  

   非上場株式 1,500 



（デリバティブ取引関係）  

１．取引の状況に関する事項 

  

２．取引の時価等に関する事項 

   すべてヘッジ会計が適用されているため、記載事項はありません。 

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) 取引の内容 

   利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり

   ます。 

 (2) 取引に対する取組方針 

   デリバティブ取引は、将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。 

 (3) 取引の利用目的 

   デリバティブ取引は、外貨建金銭債務の為替変動リスク

   を回避し、安定的な利益の確保を図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 

   ヘッジ対象 … 外貨建金銭債務 

   ヘッジ方針 

   為替変動リスクを回避することを目的として、対象債務

   の範囲内でヘッジを行っております。 

   ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ開始時から有効性判断時点までの期間において, 

   ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者

   の変動額等を基礎にして判断しております。 

 (4) 取引に係るリスクの内容 

   為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有してお

  りますが、デリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の

   高い国内の銀行であり、相手先の契約不履行による、いわ

   ゆる信用リスクはほとんどないと判断しております。 

 (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、資金担当部門

   が決済担当者の承認を得て行っております。 



（税効果会計関係）  

当連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  繰延税金資産（流動）  

未払事業税 28,885千円

 小計  28,885 

評価性引当額  △28,885 

 差引  － 

 繰延税金資産（固定）  

貸倒引当金繰入限度超過額 1,069,882 

関係会社株式評価損 353,165 

 販売権償却超過額 797,041 

営業権償却超過額 6,342,400 

税務上の繰越欠損金 2,171,785 

その他 176,910 

小計 10,911,185 

評価性引当額 △10,911,185 

差引 － 

  繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △153,442   

  合計 △153,442  

繰延税金負債の純額  153,442 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税金等調整前当期純損失を計

上しているため記載しておりません。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】  

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．事業区分の方法 

       事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。 

     ２．各区分の主な製品等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は418,069千円であり、その主なも

のは、当社の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は12,324,205千円であり、その主なものは、当社

の余資運用資金（現金及び預金）であります。 

【所在地別セグメント情報】  

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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】  

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） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、 海外売上高の記載を省略しております。 

 
ITソリュー
ション事業 
（千円） 

通信サービ
ス事業 
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 10,430,907 8,526,481 467,904 19,425,293 － 19,425,293 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 237 74,927 75,164 (75,164) － 

計 10,430,907 8,526,718 542,832 19,500,458 (75,164) 19,425,293 

営業費用 8,879,612 7,725,219 730,222 17,335,054 330,111 17,665,166 

営業利益又は営業損失(△) 1,551,294 801,499 △187,389 2,165,403 (405,276) 1,760,126 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
      

資産 4,362,316 6,004,364 － 10,366,680 12,324,205 22,690,886 

減価償却費 33,046 42,704 － 75,751 － 75,751 

資本的支出 330,709 114,392 － 445,101 － 445,101 

ＩＴソリューション事業 

 画像データ表示ビューワ、セキュリティシステム、画像データ

自動変換サーバー、高セキュリティ文書配信システム、Ｗｅｂ

型地図描画エンジン、ネットワーク型地図情報システム、移動

体位置情報管理システム、グリッド関連製品、クラスタ関連製

品、情報機器、通信機器等  

 通信サービス事業 

 ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向け

ダイヤルアップ接続関連サービス事業、中継電話サービス（マ

イライン）事業等 

 その他の事業 
 総合広告代理事業、Ｗｅｂ型セールスプロモーションシステム

の開発・運用等  



【関連当事者との取引】  

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）親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

      上記会社への受託開発等についての価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条

件によっております。 

    ２．取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

(2）役員及び個人主要株主等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     櫛間勝見、山本勝三の社宅の賃貸は、「賃貸社宅規程」に基づき、会社が借り上げ同氏に賃貸しているもの

であり、当社負担額は、家主に支払う50％としております。 

    ２．平井昭光氏との取引につきましては、業務委託契約に基づく法務業務委託報酬であり、一般の取引先と同様

に決定しております。 

    ３．取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

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 

議決権等
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 

法人主要株

主 

平成電電

㈱ 

東京都渋

谷区広尾 
1,682,351 

電気通信

事業 

(被所有) 

直接 

10.56％ 

－ 
営業上

の取引 

受託開発等 

  

9,694,939 

  

売掛金 

更生債権等  

60,154 

4,402,925 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
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 櫛間勝見 － － 
当社代表取

締役会長 
－ － － 

社宅の賃貸 

（注１） 
1,560 － － 

 役員 山本勝三 － － 
当社代表取

締役社長 
－ － － 

社宅の賃貸 

（注１） 
1,710 － － 

 役員 平井昭光  － － 当社監査役 －  －  －  

業務委託費

等 

（注２） 

1,633 － － 



（１株当たり情報）  

 （注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
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 5,487円19銭 

１株当たり当期純損失金額 39,187円43銭 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 

  潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。 

項目 
  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） 

当期純損失（千円） 24,448,722 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 24,448,722 

普通株式の期中平均株式数（株） 623,892 

希薄化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 

 第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債（券面総額9,700,000千

円）及び新株予約権４種類（新株

予約権の数109,142個）。なお、第

１回無担保転換社債型新株予約権

付社債の概要は「社債明細表」、

新株予約権の概要は「第４提出会

社の状況、１株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に記載のとお

りであります。 



（重要な後発事象）  

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．新株予約権の発行及び消却 

(1) 新株予約権の発行 

当社は、平成17年12月20日開催の取締役会におい

て発行を決議いたしました第７回新株予約権（第三

者割当）について、平成18年１月５日に払込を受

け、発行いたしました。 

① 募集方法 

 第三者割当の方法により、すべての本新株予約

権をライブドア証券株式会社に割り当てる。 

② 新株予約権の総数 

200個 

③ 新株予約権の発行価額 

 本新株予約権１個当たり金100,000円（本新株

予約権の目的である株式１株当たり金100円） 

④ 新株予約権の発行総額 

金20,000,000円 

⑤ 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数

は、当社普通株式200,000株とする（本新株予約

権１個の目的である株式の数は1,000株とす

る。）。 

⑥ 行使によって発行する新株の発行価額中の資本

組入額  

本新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価額中資本に組入れる額は、当該発

行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円

未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた

額とする。 

⑦ 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

当社は、当社が株式交換または株式移転により

他の会社の完全子会社となることを当社の株主総

会で決議した場合、商法第280条ノ36の規定に従

って、本新株予約権者に対して消却日から７日以

上60日以内の事前通知を行い、かつ（本新株予約

権証券が発行されている場合は）公告したうえ

で、当該株式交換または株式移転の効力発生日以

前に、その時点において残存する本新株予約権の

全部を１個当たり100,000円の金額で消却する。 

当社は、本新株予約権の消却が必要と当社取締

役会が決議した場合、商法第280条ノ36の規定に

従って、本新株予約権者に対して消却日から７日

以上60日以内の事前通知を行い、かつ（本新株予

約権証券が発行されている場合は）公告したうえ

で、当該株式交換または株式移転の効力発生以前

に、その時点において残存する本新株予約権の全

部を１個当たり100,000円の金額で消却する。 

⑧ 新株予約権の行使請求によって交付された株式

の配当起算日 

本新株予約権の行使請求により交付された当社

普通株式の配当金または商法第280条ノ５に定め

られた金銭の分配（中間配当金）については、行

使請求が１月１日から６月30日までの間になされ

たときは１月１日に、７月１日から12月31日まで

の間になされたときは７月１日にそれぞれ当社普

通株式の交付があったものとみなしてこれを支払

う。 

 



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) 新株予約権の消却 

当社は平成18年１月25日開催の取締役会におい

て、第７回新株予約権（第三者割当）について残存

する本新株予約権の全部について消却することを決

議し、平成18年２月27日にその対価となる金銭の支

払を行い残存する新株予約権を消却いたしました。 

① 消却の理由 

 昨今の株式市場の動向、当社における現在の資

金需要、既存の株主に与える影響等を総合的に考

慮した結果、発行要項第15項(2)号に従い、平成

18年１月５日に発行しました第７回新株予約権を

消却することにいたしました。 
② 割当先 
ライブドア証券株式会社 

③ 消却日 
平成18年２月27日 

④ 消却された本新株予約権 

残存する本新株予約権170個 

  ※ 本新株予約権について、発行日から消却日までに

30個の新株予約権が行使されております。それによ

り、453,447千円の払込みを受けるとともに、発行

済株式数が30,000株、資本金が228,223千円、それ

ぞれ増加しております。 
⑤ 消却に伴う支払価額 
17,000千円 

⑥ 消却後残存予約権 
0個 

２．新株予約権付社債の発行 

  当社は、平成17年12月20日開催の取締役会において

発行を決議いたしました第２回無担保転換社債型新株

予約権付社債について、平成18年１月５日に払込を受

け、発行いたしました。 

 （1）資金調達の理由 

 当社は、平成17年10月３日に民事再生法に基づく

再生手続の申立てを行った平成電電株式会社より、

平成17年12月12日に当社が再生スポンサーに決定し

たとの正式な連絡を受け、同社再生スポンサーとし

て同社事業再生に携わるにあたって、同社への再生

支援資金及び一般運転資金の調達を行う目的で、今

回の資金調達を行いました。 

（2）社債の発行価額 

額面100円につき100円 

 （3）新株予約権の発行価額 

無償とする。 

 （4）募集方法 

  第三者割当の方法により、ライブドア証券株式会

社に全額を割り当てる。 

 



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）新株予約権の内容 

   ① 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普

通株式とし、その行使請求により当社が当社普通

株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有す

る当社普通株式を移転する数は、行使請求に係る

本社債の発行価額の総額を転換価額で除して得ら

れる最大整数とする。この場合に１株の100分の

１未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金

による調整は行わない。また、１株の100分の１

の整数倍の端数を生じたときは、法令上可能な限

り、端株として端株原簿に記載または記録する

か、または端株買取請求権が行使された場合に支

払われるのと同額の現金を支払う。 

  ② 発行する新株予約権の総数 

 各本社債に付された本新株予約権の数は１個と

し、合計40個の本新株予約権を発行する。 

   ③ 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額及

び転換価額 

   (イ）本新株予約権１個の行使に際して払込をなす

べき額は、各本社債の発行価額と同額とする。 

  （ロ）本新株予約権の行使に際して払込をなすべき

１株当たりの額（以下「転換価額」という。）

は当初30,400円とする。ただし、転換価額は修

正または調整されることがある。 

  ④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価額中資本に組入れる額 

    本新株予約権の行使により発行する当社普通株

式１株の資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた

金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場

合は、その端数を切り上げるものとする。 

 ⑤ 新株予約権の行使請求期間 

 本新株予約権付社債の社債権者が、本新株予約

権の行使を請求することができる期間は、平成18

年１月６日から平成20年１月３日とする。 

 ⑥ 転換価額の修正 

  本新株予約権付社債の発行後、毎週金曜日（以

下「決定日」という。）の翌取引日以降、決定日

まで（当日を含む。）の３連続取引日の株式会社

大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引

の毎取引日の売買高加重平均価格の90％に相当す

る金額がその時点で有効な転換価額を下回る場合

には決定日価額に修正され、決定日価額が30,400

円を上回る場合にも決定日価額に修正され、それ

以外の場合には修正されない。   

 ⑦ 転換価額の調整 

 本新株予約権付社債の発行後、以下に掲げる各

事由により当社の発行済普通株式数に変更が生じ

る場合または変更を生じる可能性がある場合は、

転換価額を調整する。    

   （イ）調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取

引日目に始まる30取引日の株式会社大阪証券取

引所における当社普通株式の普通取引の毎日の

終値の平均値を下回る発行価額または処分価額

をもって当社普通株式を新たに発行しまたは当

社の有する普通株式を処分する場合。     

   （ロ）株式分割により当社普通株式を発行する場

合。     

 



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) 

    （ハ）調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取

引日目に始まる30取引日の株式会社大阪証券取

引所における当社普通株式の普通取引の毎日の

終値の平均値を下回る価額をもって当社普通株

式に転換される証券もしくは転換できる証券ま

たは当社普通株式の交付を請求できる新株予約

権もしくは新株予約権付社債を発行する場合。 

   （ニ）株式の併合、資本の減少、法定準備金の減

少、商法第373条に定められた新設分割、商法

374条ノ16に定められた吸収分割、または合併

のために転換価額の調整を必要とするとき。  

  （ホ）その他当社の発行済株式総数の変更または変

更の可能性が生じる事由の発生により転換価額

の調整を必要とするとき。     

   （ヘ）転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接し

て発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価

額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方

の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

 ⑧ 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

  消却事由は定めない。    

 ⑨ 新株予約権の行使請求によって交付された株式

の配当起算日 

    行使請求により交付された当社普通株式の配当

金または商法第293条ノ５に定められた金銭の分

配（中間配当金）については、行使請求が１月１

日から６月30日までの間になされたときは１月１

日に、７月１日から12月31日までの間になされた

ときは７月１日にそれぞれ当社普通株式の交付が

あったものとみなしてこれを支払う。    

 ⑩ 代用払込に関する事項 

 商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号によ

り、本新株予約権を行使したときは本社債の全額

の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して

払込をなすべき額の全額の払込がなされたものと

する請求があったものとみなす。  

（6）社債に関する事項    

 ① 社債総額  

金4,000,000,000円    

 ② 各本社債券の額面金額 

 金100,000,000円の１種   

 ③ 利率 

 本社債には利息を付さない。   

 ④ 償還価額 

 額面100円につき100円    

 ⑤ 償還の方法及び期限     

 （イ）本社債は、平成20年１月４日にその総額を償

還する。 

    ただし、繰上償還に関しては、本号（ロ）乃

至（ニ）に定めるところによる。     

   （ロ）当社は、平成18年１月６日以降、当社が株式

交換または株式移転により他の会社の完全子会

社となることを当社の株主総会で決議した場

合、本新株予約権付社債の社債権者に対して、

償還日から30日以上60日以内の事前通知を行っ

た上で、当該株式交換または株式移転の効力発

生日以前に、その時点において未償還の本社債

の全部（一部は不可）を額面100円につき金100

円で繰上償還する。    

 



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) 

   （ハ）当社は、平成18年１月６日以降、その選択に

より、本新株予約権付社債の社債権者に対して

償還日から30日以上60日以内の事前通知を行っ

た上で、その時点において未償還の本社債の全

部（一部は不可）を繰上償還することができ

る。この場合の償還価額は本社債の額面100円

につき金100円とする。     

   （ニ）本新株予約権付社債の社債権者は、平成18年

１月６日以降、その選択により、当社に対して

償還日から30日以上60日以内の事前通知を行

い、かつ当社の定める請求書に繰上償還を請求

しようとする本社債を表示し、請求の年月日等

を記載してこれに記名捺印した上、繰上償還を

請求しようとする本新株予約権付社債を添え

て、償還金支払場所に提出することにより、そ

の保有する本社債の全部または一部を繰上償還

することを、当社に対して請求する権利を有す

る。この場合の償還価額は本社債の額面100円

につき、金100円とする。     

   （ホ）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、

その前銀行営業日にこれを繰上げる。 

   （ヘ）本新株予約権付社債の買入及び当該本新株予

約権付社債に係る本社債の消却は、発行日の翌

日以降いつでもこれを行うことができる。ただ

し、当該本新株予約権付社債に係る本新株予約

権のみを消却することはできない。当該本新株

予約権に係る本社債を消却する場合、当社は当

該本新株予約権付社債に係る本新株予約権につ

き、その権利を放棄するものとする。    

   ⑥ 物上担保・保証の有無 

 本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付

されておらず、また本新株予約権付社債のために

特に留保されている資産はない。 

３．ダイヤルアップ接続事業に関する営業の譲受  

当社は、平成18年１月20日開催の取締役会におい

て、平成18年１月20日をもって電気通信事業を営む株

式会社ＩＲＩコミュニケーションズより、同社営業部

門のうちＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバ

イダ）事業者向けダイヤルアップ接続事業に関する営

業を譲受ける決議をし、同日付で営業譲渡契約を締結

し、譲受けております。 

 なお、本件契約の内容は次のとおりであります。 

(1) 営業譲受けの目的 

当社は、インターネット上での複合通信企業とし

ての地位確立を目指し、ＩＳＰ（インターネット・

サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ

接続事業に関する営業を行っておりますが、同事業

の更なる業容の拡大、かつ一層の企業価値向上を図

るべく、株式会社ＩＲＩコミュニケーションズより

ＩＳＰ事業者向けダイヤルアップ接続事業に関する

営業を譲受けることを決議いたしました。 

(2) 営業譲受けの内容 

 ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイ

ダ）事業者向けダイヤルアップ接続事業に関する営

業 

(3) 譲受け価額 

 譲受け価額は717,279千円であり、その内訳は営

業権が699,340千円、機械装置が17,252千円、ソフ

トウェアが686千円であります。 

 



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) 

４．コールセンター業務に関する営業の譲受 

当社連結子会社である平成電電コミュニケーション

ズ株式会社は、平成18年２月９日開催の臨時株主総会

及び取締役会において、株式会社ヒューマンアウトソ

ーシングのコールセンター業務に関する営業を譲受け

る決議をし、同日付で営業譲渡契約を締結し、譲受け

ております。 

 なお、本件契約の内容は次のとおりであります。  

  (1) 営業譲受けの目的 

 コールセンター業務に係る営業は、当社がスポン

サーとなっている平成電電株式会社の事業再生及び

当社の子会社である平成電電コミュニケーションズ

株式会社の円滑な事業運営に必要不可欠な事業であ

るため、当該コールセンター業務に係る営業を譲受

けることを決議いたしました。 

 (2) 営業譲受けの内容 

 当社が再生スポンサーとなっている平成電電株式

会社が展開する、電気通信事業における契約済み及

び契約見込み顧客に対応する業務全般（ただし、設

置工事を除く）に関する営業  

 (3) 譲受け価額 

 譲受け価額は1,000,000千円であります。 

５．中継電話サービス（マイライン）事業の営業譲渡に

関する基本合意書の締結 

   当社及び連結子会社である平成電電コミュニケーシ

ョンズ株式会社は平成18年３月23日に、平成電電コミ

ュニケーションズ株式会社の中継電話サービス（マイ

ライン）事業を日本テレコム株式会社へ営業譲渡する

ことに関し、日本テレコム株式会社との間で基本合意

書を締結いたしました。 

 当該基本合意書の概要は以下のとおりであります。 

 （1）営業譲渡の目的  

 利用者数の減少及び回線利用量の縮小を受け、当

社ならびに平成電電コミュニケーション株式会社に

て業績回復に注力してまいりましたが、依然として

厳しい状況が続いているため、当該事業の譲渡を決

定するに至りました。 

 （2）営業譲渡の内容  

  マイライン登録等のなされたユーザーに対する電

気通信役務の提供に係る事業。 

 （3）譲渡価額  

  約75億円。ただし、この金額は基本合意書に基づ

き算定した暫定譲渡価額であり、承継するマイライ

ン契約の回線数等による調整を行う予定でありま

す。 

 （4）譲渡時期  

  必要な許認可等取得後速やかに譲渡。 

  なお、４月中の譲渡完了を目途としております。 

６．新株予約権の発行 

 (1) 新株予約権割当の対象者  

 平成18年３月29日開催の取締役会において、同日

開催の当社定時株主総会で承認された、当社の取締

役及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員に対

して新株予約権を以下のとおり割り当てることを決

議しました。 

 (2) 新株予約権発行の要領 

 ① 新株予約権の総数 

  55,000個を上限とする。 

 ② 新株予約権の発行価額 

  無償で発行する。 

 



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 新株予約権の目的となる株式の種類 

   当社普通株式とする。 

 ④ 新株予約権の目的となる株式の数 

 55,000株を上限とし、新株予約権１個当たりの

目的となる株式の数（以下「目的株式数」とい

う。）は１株とする。 

 ⑤ 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額 

 本新株予約権１個当たりの払込金額は、18,310

円（以下「行使価額」という。）に目的株式数を

乗じた金額とし、行使価額は本新株予約権を発行

する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株

式会社大阪証券取引所における当社の普通株式の

毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平

均値（終値のない日を除く。）に1.05を乗じた金

額（１円未満の端数は切り上げる。）とする。た

だし、当該平均値が本新株予約権を発行する日の

前日の株式会社大阪証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（取引が成立しない場合は

その前日の終値）を下回る場合は、当該終値とす

る。 

 ⑥ 新株予約権を行使することができる期間 

 平成20年４月１日から平成28年３月31日までの

期間で、取締役会の決議で定める期間とする。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

    ２．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。 

    （注）① 無担保転換社債型新株予約権付社債の株式への転換価額は以下のとおりであります。 

    平成17年３月31日  １株当たり59,910円（16,274.41株） 

    平成17年５月２日  １株当たり58,680円 （1,278.11株） 

    平成17年５月６日  １株当たり58,770円 （1,276.16株） 

    平成17年５月９日  １株当たり59,310円 （1,264.54株） 

    平成17年５月10日  １株当たり60,030円 （1,249.37株） 

    平成17年５月19日  １株当たり54,450円 （1,377.41株） 

    平成17年６月１日  １株当たり55,410円 （1,353.54株） 

    平成17年６月３日  １株当たり57,570円（18,238.65株） 

    平成17年６月６日  １株当たり60,270円 （8,710.80株） 

    （注）② 当連結会計年度に3,000,000千円発行しておりますが、すべて新株予約権が行使され期末残高はあり

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 

当社 
第１回無担保転換社債型新株予約
権付社債 
（注２）  

平成年月日
17.３.30 

－ － － なし 
平成年月日
19.３.30 

当社 
第１回無担保社債 
（注１）  

17.６.30 －
900,000
(200,000)

６ヶ月円
TIBOR＋0.10  

なし 22.６.30

当社 
第１回転換価額修正型（希薄化抑
制型）新株予約権付社債 
（注２）  

17.９.30 － － － なし 19.９.30

当社 
第１回無担保転換社債型新株予約
権付社債 
（注１、２）  

17.12.20 －
9,700,000
(9,700,000)

0.50 なし 18.12.29

合計 － － －
10,600,000
(9,900,000)

－ － －

銘柄 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

発行すべき株式 普通株式 

新株予約権の発行価額（円） 無償 

株式の発行価格（円） (注①） 

発行価額の総額（千円） 3,000,000

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額
（千円） 

3,000,000

新株予約権の付与割合（％） 100

新株予約権の行使期間 平成17年３月31日～平成19年３月27日 



      なお、当連結会計年度に2,000,000千円発行しておりますが、本社債権者の選択による繰上償還（プット・

オプション）行使により期末残高はありません。 

３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

銘柄 
 第１回転換価額修正型（希薄化抑制型）
新株予約権付社債 

発行すべき株式 普通株式 

新株予約権の発行価額（円） 無償 

株式の発行価格（円） 

当初74,800円とする。ただし、転換日
の前日までの３連続取引日（同日を含み
終値のない取引日は除く。）の株式会社
大阪証券取引所における当社普通株式の
普通取引の終値の平均値が47,200円以上
である場合には当該平均値の90％の金額
とし、当該平均値が47,200円未満である
場合は当該平均値（ただし、１円未満の
端数は切り上げ）に修正されるが、上限
転換価額は149,600円とし、下限転換価
額は37,400円とする。 

発行価額の総額（千円） 2,000,000

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額
（千円） 

－

新株予約権の付与割合（％） 100

新株予約権の行使期間 平成17年10月１日～平成19年９月26日 

銘柄 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

発行すべき株式 普通株式 

新株予約権の発行価額（円） 無償 

株式の発行価格（円） 15,930

発行価額の総額（千円） 9,700,000

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額
（千円） 

－

新株予約権の付与割合（％） 100

新株予約権の行使期間 平成17年12月21日～平成18年12月28日 

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） 

9,900,000 200,000 200,000 200,000 100,000 



【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

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 － 700,000 2.00 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 － 602,716 1.45 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除
く。） 

－ 263,128 1.45 平成19年～21年 

その他の有利子負債 － － － － 

計 － 1,565,844 － － 

 
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） 

長期借入金 225,576 21,552 16,000 － 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

(平成16年12月31日) 
当事業年度 

(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     2,611,373     12,291,688   

２．売掛金 ※１   415,556     956,081   

３．商品      －     0   

４．仕掛品     1,578     498   

５．貯蔵品     490     368   

６．前渡金     36,890     34,510   

７．前払費用     2,778     8,625   

８．仮払金     44,034     －   

９．関係会社短期貸付金      －     800,000   

10．その他     212     149,780   

 貸倒引当金     △18     △299,985   

流動資産合計     3,112,894 76.1   13,941,567 67.2 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産               

(1）建物   6,927     8,012     

減価償却累計額   916 6,011   2,014 5,998   

(2）機械装置   －     110,000     

減価償却累計額   － －   42,447 67,552   

(3）工具器具備品   44,078     54,660     

減価償却累計額   28,869 15,208   33,294 21,366   

有形固定資産合計     21,219 0.5   94,917 0.5 

２．無形固定資産               

(1）ソフトウェア     1,998     3,372   

(2）電話加入権     1,242     1,242   

無形固定資産合計     3,240 0.1   4,615 0.0 

 



    
前事業年度 

(平成16年12月31日) 
当事業年度 

(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     186,944     0   

(2）関係会社株式     747,430     19,485,427   

(3）関係会社長期貸付金     ―     2,800,000   

(4）更生債権等     25,328     4,947,696   

(5) 長期前払費用      213     159   

(6）差入保証金     18,655     －   

(7) その他     －     1,920   

     投資損失引当金      －     △16,279,515   

 貸倒引当金     △25,328     △4,296,028   

投資その他の資産合計     953,242 23.3   6,659,659 32.1 

固定資産合計     977,703 23.9   6,759,191 32.6 

Ⅲ 繰延資産               

１．社債発行費     －     32,517   

繰延資産合計      － －   32,517 0.2 

資産合計     4,090,597 100.0   20,733,276 100.0 

                

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１．買掛金     209,299     930,499   

２．短期借入金      －     700,000   

３．一年以内返済予定の長
期借入金  

    －     555,000   

４．一年以内償還予定の社 
  債  

    －     200,000   

５．新株予約権付社債     －     9,700,000   

６．未払金     9,785     1,160,462   

７．未払費用     6,004     7,135   

８．未払法人税等     1,177     70,817   

９．未払消費税等     30,927     －   

10．前受金     －     709   

11．預り金     278     4,040   

流動負債合計     257,473 6.3   13,328,664 64.3 

Ⅱ 固定負債               

１．社債     －     700,000   

２．長期借入金      －     185,000   

３．繰延税金負債      －     153,233   

固定負債合計     － －   1,038,233 5.0 

負債合計     257,473 6.3   14,366,898 69.3 

 



    
前事業年度 

(平成16年12月31日) 
当事業年度 

(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 
（％） 

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※２   2,872,733 70.2   8,519,250 41.1 

Ⅱ 資本剰余金               

１．資本準備金   2,787,133     23,808,327     

資本剰余金合計     2,787,133 68.1   23,808,327 114.8 

Ⅲ 利益剰余金               

１．当期未処理損失   1,796,224     26,172,849     

利益剰余金合計     △1,796,224 △43.9   △26,172,849 △126.2 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     △19,222 △0.4   223,262 1.1 

Ⅴ 自己株式 ※３   △11,295 △0.3   △11,613 △0.1 

資本合計     3,833,124 93.7   6,366,377 30.7 

負債資本合計     4,090,597 100.0   20,733,276 100.0 

                



②【損益計算書】 

    
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(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 ※１    

１．ソフトウェア売上高   1,446,285 2,061,544   

２．機器売上高   5,865,388   8,062,935     

３．通信売上高   － 7,311,673 100.0 1,903,774 12,028,254 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※３    

１．ソフトウェア売上原価   1,052,433 1,432,467   

２．機器売上原価   5,346,653 6,494,043   

３．通信売上原価   － 6,399,087 87.5 1,424,332 9,350,844 77.7 

売上総利益   912,586 12.5  2,677,410 22.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3 384,827 5.3  1,116,338 9.3

営業利益   527,758 7.2  1,561,071 13.0

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息   7,695 9,916   

２．受取配当金   2,315 18,500   

３．関係会社業務受託料   － 12,775   

４．その他   3,014 13,024 0.2 1,566 42,758 0.4

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息   － 19,896   

２．新株発行費    27,762 76,316   

３．社債発行費償却    － 30,168   

４．その他   5,819 33,581 0.5 2,967 129,348 1.1

経常利益   507,201 6.9  1,474,481 12.3

Ⅵ 特別利益      

  １．関係会社株式売却益   － － － 50,000 50,000 0.4

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産除却損 ※４ 4,986 286   

２．営業権償却   － 4,000,000   

  ３．関係会社株式評価損   － 747,429   

  ４．関係会社株式売却損   － 186,560   

５．貸倒引当金繰入額    － 4,270,570   

６．投資損失引当金繰入額    － 16,279,515   

７．本社移転関連費用   4,585 －   

  ８．たな卸資産評価損   － 411,378   

９．その他    － 9,572 0.1 1,480 25,897,222 215.3

税引前当期純利益又は税引前
当期純損失（△） 

  497,629 6.8  △24,372,740 △202.6 

 



    
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(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
（％）

法人税、住民税及び事業税   1,258 3,884   

法人税等調整額    － 1,258 0.0 － 3,884 0.0

当期純利益又は当期純損失
（△） 

  496,371 6.8  △24,376,624 △202.6 

前期繰越損失   2,292,595  1,796,224 

当期未処理損失   1,796,224  26,172,849 

       



売上原価明細書 

 当社の原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

(1）ソフトウェア売上原価 

（注） 

(2）機器売上原価 

   
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(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） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  237 0.0 632 0.0

Ⅱ 労務費  63,566 5.9 46,945 3.2

Ⅲ 経費 ※１ 1,022,471 94.1 1,415,700 96.8

当期総製造費用  1,086,274 100.0 1,463,278 100.0 

期首仕掛品たな卸高  ― 1,578 

計  1,086,274 1,464,856 

他勘定への振替高 ※２ 32,262 31,890 

期末仕掛品たな卸高  1,578 498 

ソフトウェア売上原価  1,052,433 1,432,467 

     

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日) 

※１ 経費の主な内訳は下記のとおりです。 ※１ 経費の主な内訳は下記のとおりです。 

外注費 989,258千円

通信費 1,213 

リース料 1,256 

地代家賃 2,291 

減価償却費 2,211 

外注費 1,393,324千円

事務用品費 2,780 

減価償却費 571 

    

    

※２ 他勘定への振替高の内訳は下記のとおりです。 ※２ 他勘定への振替高の内訳は下記のとおりです。 

販売費及び一般管理費への振替高 販売費及び一般管理費への振替高 

研究開発費 32,262千円 研究開発費 31,890千円

   
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(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） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 当期商品仕入高  5,346,653 100.0 6,494,043 100.0

機器売上原価  5,346,653 100.0 6,494,043 100.0 



(3）通信売上原価 

（注）当事業年度より通信サービス事業を開始しております。 

   
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(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） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 通信設備使用料  － － 1,424,332 100.0

通信売上原価  － － 1,424,332 100.0 



③【キャッシュ・フロー計算書】 

  当連結会計年度については、連結財務諸表に記載しております。 

    
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税引前当期純利益   497,629 

２．減価償却費   10,898 

３．貸倒引当金の増減額   △1,196 

４．受取利息及び配当金   △10,010 

５．新株発行費   27,762 

６．有形固定資産除却損   4,986 

７．売上債権の増減額   406,281 

８．たな卸資産の増減額   4,201 

 ９．その他資産の増減額   △20,271 

10．未払消費税等の増減額   24,515 

 11．仕入債務の増減額   △531,182 

12．未払金の増減額   △24,255 

13．その他負債の増減額   447 

小計   389,807 

14．利息及び配当金の受取額   10,010 

15．法人税等の支払額   △1,441 

営業活動によるキャッシュ・フロー   398,377 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．投資有価証券の取得による支出   △206,166 

２．関係会社株式の取得による支出   △747,430 

３．有形固定資産の取得による支出   △10,876 

４．保証金等の差入れによる支出   △830 

５．保証金の払戻しによる収入   9,590 

６．長期貸付金の回収による収入   250,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △705,713 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．株式の発行による収入   2,681,250 

２．新株発行費   △27,762 

３．自己株式の取得による支出   △1,242 

財務活動によるキャッシュ・フロー   2,652,245 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   2,344,909 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   266,464 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  ※  2,611,373 

      



④【損失処理計算書】 

   

前事業年度 
株主総会承認日 

（平成17年３月29日） 

当事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年３月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失  1,796,224 26,172,849

Ⅱ 次期繰越損失  1,796,224 26,172,849



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日) 

―――  当社は、当事業年度において、24,376百万円の当期純

損失を計上しました。また、平成17年10月に当社の主要

取引先である平成電電株式会社が民事再生法適用を申請

したことで、今後債務免除の要請を受けること、及び重

要な取引先を喪失するおそれがあります。当該状況によ

り、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

 当社は当該状況を解消すべく、人材の開発、確保によ

り、内部統制の充実化を図るとともに市場ニーズにあっ

た商品開発と営業力の強化のため組織再編を計画してお

ります。また、それぞれの収益の柱である事業の担当責

任者を明確にすることで、経営判断の迅速化、経営管理

体制の強化を図ります。それとともに、当社の主力商品

であるＺＯＯＭＡシリーズの販売や、デジタルアーカイ

ブ事業の拡大、また、ＩＳＰ（インターネット・サービ

ス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ接続サービ

スの顧客獲得により効率的な業務遂行を期待しておりま

す。 

 上記経営施策により次期業績は改善できるものと見込

まれます。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しており

ません。  



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(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) 関連会社株式 

    移動平均法による原価法によってお

ります。 

(2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部資本直入法により

処理し、売却原価は、移動平均法によ

り算出）を採用しております。 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

         同左 

  

(2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

―――  

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製品・仕掛品・貯蔵品 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

商品・仕掛品・貯蔵品 

          同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

   定率法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物                 ５～16年 

  工具器具備品       ５～20年 

(1) 有形固定資産 

   定率法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物              ５～16年 

  機械装置         ３～６年  

  工具器具備品      ５～20年 

  (2) 無形固定資産 

   定額法によっております。 

   なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づいております。 

(2) 無形固定資産 

   定額法によっております。 

   なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づいております。 

   また、営業権については、発生時に

一括償却しております。  

４．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

    支出時に全額費用処理しております。

 (2) 社債発行費 

―――  

(1) 新株発行費 

          同左 

(2) 社債発行費 

  商法の規定により毎期均等額（３

年、若しくは償還期間が３年以内のも

のについてはその償還期間）を償却し

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及

び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。 

(2) 投資損失引当金 

―――  

(1) 貸倒引当金 

同左   

 (2) 投資損失引当金 

    子会社株式の価値の減少に備えるた

め、子会社の財政状態の実状を勘案し

た必要額を計上しております。   

６．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   

 



表示方法の変更 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日) 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の

高い、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

ない短期的な投資からなっております。 

 ――― 

８．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 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日) 

（貸借対照表） 

  前事業年度においては「仮払金」（917千円）を流動資

産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業

年度は資産の総額の100分の１を超えたため、区分して表

示することに変更しました。 

（損益計算書） 

  前事業年度においては「受取配当金」（６千円）を営

業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当事業年度は営業外収益の100分の10を超えたため、区分

して表示することに変更しました。 

（貸借対照表） 

  前事業年度まで区分掲記しておりました「仮払金」

（当事業年度末残高787千円）は、資産の合計額の100分

の１以下となったため、流動資産の「その他」に含めて

表示することにしました。 

  前事業年度まで区分掲記しておりました「差入保証

金」（当事業年度末残高1,920千円）は、資産の合計額の

100分の１以下となったため、投資その他の資産の「その

他」に含めて表示することにしました。 

――― 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
(平成16年12月31日) 

当事業年度 
(平成17年12月31日) 

※１ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記さ 

  れたものの他、次のものがあります。 

※１          ――― 

売掛金 350,625千円  

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 ※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数  

普通株式 878,550株

発行済株式総数  

普通株式 430,678株

授権株式数 

 普通株式 

 

3,100,000株

発行済株式総数 

 普通株式 

 

1,147,246株

※３ 当社が保有する自己株式の数 ※３ 当社が保有する自己株式の数 

普通株式 120株 普通株式 125株

  ４                   ―――   ４ 配当制限 

    商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は223,262千円

であります。 

  ５ 資本の欠損の額は1,807,519千円であります。   ５ 資本の欠損の額は26,184,463千円であります。 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日) 

 ※１ この中に関係会社に対する売上高が2,367,678千円

 含まれております。 

 ※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

 ※１                 ――― 

 ※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 29,000千円

給料・手当 81,591 

通信費 18,650 

支払報酬 17,569 

賃借料 27,139 

減価償却費 7,042 

研究開発費 32,262 

広告宣伝費 79,881千円

貸倒引当金繰入額 299,947 

給料・手当 151,972 

支払手数料 162,856 

支払報酬 102,274 

減価償却費 6,354 

租税公課 72,840 

販売費及び一般管理費のうち販売費の割合はおよ

そ13％であります。 

販売費及び一般管理費のうち販売費の割合はおよ

そ7.2％であります。 

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                 32,262千円 

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                 31,890千円 

※４ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※４ 固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

建物 599千円

工具器具備品 4,387千円

 計 4,986千円

工具器具備品 286千円

 計 286千円



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 （注）当連結会計年度に係る「連結キャッシュ・フロー計算書」に関する注記については連結財務諸表における注記事

項として記載しております。 

（リース取引関係） 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定と現金及び現金同等物は同額であ

ります。 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12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） 

 期末残高 
 相当額 
（千円） 

工具器具備品 4,100 888 3,211

 取得価額 
 相当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

 期末残高 
 相当額 
（千円） 

工具器具備品 4,100 1,708 2,391

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 916千円

１年超 2,674千円

 合計 3,590千円

１年内 821千円

１年超 1,680千円

 合計 2,502千円

(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、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 916千円

減価償却費相当額 820千円

支払利息相当額 165千円

支払リース料 916千円

減価償却費相当額 820千円

支払利息相当額 131千円

(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。 

(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の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

    当事業年度に係る「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は除く）に関する注記について

は、連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

   前事業年度（平成16年12月31日現在） 

（１） 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの  

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（２） その他有価証券で時価のあるもの 

（３） 時価評価されていない有価証券 

  なお、上記関連会社株式には時価はありません。 

 当事業年度（平成17年12月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 （注）当事業年度において、従来その他有価証券として保有していた株式（貸借対照表計上額1,352,783千円）を関

連会社株式に変更しております。これは、当事業年度において当該株式を追加取得したことにより、持分割合が

増加したために変更したものであります。この結果、投資有価証券が1,352,783千円減少し、関連会社株式が

1,729,280千円増加及びその他有価証券評価差額金が223,262千円増加しております。   

（デリバティブ取引関係） 

    当事業年度に係る「デリバティブ取引関係」に関する注記については連結財務諸表を作成しているため記載して

おりません。 

前事業年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

  種類 

  

 取得原価 

（千円） 

  

 貸借対照 

 表計上額 

（千円） 

  

 差額 

（千円） 

 貸借対照表計上額が

取得原価を超えるも

の 

(1)株式 － － － 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

小計 － － － 

 貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

(1)株式 206,166 186,944 19,222 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

小計 206,166 186,944 19,222 

合計 206,166 186,944 19,222 

区分  貸借対照表計上額（千円） 

 関連会社株式 747,430 

  
貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 2,138,600 2,090,500 48,100 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

前事業年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

 （注）当事業年度に係る「持分法損益等」に関する注記については連結財務諸表を作成しているため記載しておりませ

ん。 

前事業年度 
（平成16年12月31日) 

当事業年度 
（平成17年12月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産）  

減価償却超過額 10,539千円

貸倒引当金繰入超過額 10,316 

関係会社株式評価損否認額 44,891 

税務上の繰越欠損金 402,855 

小計 468,602 

評価性引当額 △468,602 

差引 ― 

 繰延税金資産（流動）  

未払事業税 27,569千円

小計 27,569 

評価性引当額  △27,569 

差引  ― 

 繰延税金資産（固定）  

貸倒引当金繰入超過額 1,055,138 

関係会社株式評価損否認額 349,095 

営業権償却超過額 1,302,400 

投資損失引当金 6,625,762 

税務上の繰越欠損金 1,116,822 

その他 171,889 

小計 10,621,109 

評価性引当額 △10,621,109 

差引 ― 

  繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △153,233   

  合計 △153,233  

繰延税金負債の純額  153,233 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

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 40.7％

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1％

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％

 繰越欠損金の利用 △39.2％

 評価性引当額の減少 △1.5％

 住民税均等割 0.2％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.2％

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については税引前当期純損失を計上しているた

め記載しておりません。 

  

前事業年度  

(自平成16年１月１日 

  至平成16年12月31日) 

 関連会社に対する投資の金額（千円） 747,430 

 持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 718,575 

 持分法を適用した場合の投資損益の額（千円） △28,854 



【関連当事者との取引】 

       当事業年度に係る「関連当事者との取引」に関する注記については、連結財務諸表における注記事項として記

載しております。 

前事業年度（自平成16年１月１日 至平成16年12月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

      上記会社への受託開発等についての価格その他取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件

になっております。 

    ２．取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

(2）役員及び個人主要株主等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     櫛間勝見の社宅の賃貸は、「賃貸社宅規程」に基づき、会社が借り上げ同氏に賃貸しているものであり、当

社負担額は、家主に支払う50％としております。 

    ２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

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 

議決権等
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 

その他の関

係会社 

平成電電

㈱ 

東京都渋

谷区広尾 
1,682,351 

電気通信

事業 

(被所有) 

直接 

17.63％ 

 役員 

３名  

営業上

の取引 
受託開発等 2,367,678 売掛金 350,625 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
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 櫛間勝見 － － 
当社代表

取締役 
－ － － 

社宅の賃貸

（注） 
1,560 － － 



（１株当たり情報） 

 （注）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（△）の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

     (自 平成16年１月１日 
      至 平成16年12月31日) 

当事業年度 
         (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 8,902円69銭  5,549円87銭 

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

（△） 

1,527円24銭 △39,071円87銭 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益 

1,165円58銭 － 

    当社は、平成16年６月18日付で株式
１株につき10株の株式分割を行ってお
ります。 
 なお、当該株式分割が前期首に行わ
れたと仮定した場合の前事業年度にお
ける１株当たり情報については、以下
のとおりとなります。 

 １株当たり純資産額      3,079.10円 

 １株当たり当期純損失      846.53円 

  潜在株式調整後１株当たり当期純利益
については、前事業年度において当期
純損失を計上し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
益金額については、潜在株式は存在す
るものの１株当たり当期純損失である
ため記載しておりません。 

項目 
前事業年度 

  （自 平成16年１月１日  
      至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
  （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当期純損失

金額（△）（千円） 
    

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 496,371 △24,376,624 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
496,371 △24,376,624 

普通株式の期中平均株式数（株） 325,011 623,892 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

（千円） 
     

当期純利益調整額（千円） － － 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算 

 定に用いられた普通株式増加数の主要な 

 内訳（株） 

   新株予約権          100,844                ―――       

普通株式増加数（株） 100,844     ―――      

希薄化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 

―――  第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債（券面総額9,700,000千

円）及び新株予約権４種類（新株

予約権の数109,142個）。なお、第

１回無担保転換社債型新株予約権

付社債の概要は「社債明細表」、

新株予約権の概要は「第４提出会

社の状況、１株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に記載のとお

りであります。 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日) 

 1.  営業譲渡契約の締結 

  当社は、平成17年３月14日開催の取締役会におい

て、平成17年３月30日をもって電気通信事業を営む平

成電電株式会社より、同社営業部門のうち、ＩＳＰ

（インターネット・サービス・プロバイダ）向けダイ

ヤルアップ接続事業に関する営業を譲受ける決議を

し、同日付で営業譲渡契約を締結いたしました。 

 なお、本件の契約の概要は次のとおりであります。 

 (１) 営業譲受けの目的 

  当社は、画像ビューワ「ＺＯＯＭＡ」を中心とす

るコンピューターのソフトウェア及びハードウェア

の開発、設計、製作及び販売を行ってまいりました

が、顧客基盤の拡充による販路の拡大、且つ一層の

企業価値向上を図るべく、平成電電株式会社よりＩ

ＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）向

けダイヤルアップ接続事業に関する営業を譲り受け

ることを決議いたしました。 

 (２) 譲受け事業の内容 

  ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイ

ダ）向けダイヤルアップ接続事業に関する営業。 

 (３）譲受け価額 

  譲受け価額は4,110,000千円であり、その内訳は

営業権が4,000,000千円、機械設備が110,000千円で

あります。 

  2.  社債の発行 

  当社は、平成17年３月14日開催の取締役会におい

て、平成17年３月30日を払込期日とする第三者割当て

の方法による第１回無担保転換社債型新株予約権付社

債を発行する決議をいたしました。 

 (１) 本新株予約権付社債の名称 

  ドリームテクノロジーズ株式会社第１回無担保転

換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権

付社債間限定同順位特約付）（以下「本新株予約権

付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、

新株予約権のみを「本新株予約権」という。） 

 (２) 本新株予約権付社債の発行総額 

    金30億円（額面総額30億円） 

 (３) 発 行 価 額 

  本社債の発行価額は額面100円につき金100円と

し、本新株予約権の発行価額は無償とする。 

 (４) 償 還 価 額 

    額面100円につき金100円 

 (５) 利     率 

    本社債には利息は付さない。 

 (６) 償 還 期 限 

      平成19年３月30日 

 (７) 払込期日及び発行日 

    平成17年３月30日 

 (８) 資  金  用  途 

  手取額29億９千万円については、全額を平成電電

株式会社からのＩＳＰ（インターネット・サービ

ス・プロバイダ）向けダイヤルアップ接続事業に関

する営業の譲受資金の一部に充当する予定でありま

す。 

 (９) 物上担保・保証の有無 

  本社債には物上担保及び保証は付されておらず、

また本新株予約権付社債のために特に留保されてい

る資産はない。 

１．新株予約権の発行及び消却 

(1) 新株予約権の発行 

当社は、平成17年12月20日開催の取締役会におい

て発行を決議いたしました第７回新株予約権（第三

者割当）について、平成18年１月５日に払込を受

け、発行いたしました。 

① 募集方法 

 第三者割当の方法により、すべての本新株予約

権をライブドア証券株式会社に割り当てる。 

② 新株予約権の総数 

200個 

③ 新株予約権の発行価額 

 本新株予約権１個当たり金100,000円（本新株

予約権の目的である株式１株当たり金100円） 

④ 新株予約権の発行総額 

金20,000,000円 

⑤ 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類及び総数

は、当社普通株式200,000株とする（本新株予約

権１個の目的である株式の数は1,000株とす

る。）。 

⑥ 行使によって発行する新株の発行価額中の資本

組入額  

本新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価額中資本に組入れる額は、当該発

行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円

未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた

額とする。 

⑦ 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

当社は、当社が株式交換または株式移転により

他の会社の完全子会社となることを当社の株主総

会で決議した場合、商法第280条ノ36の規定に従

って、本新株予約権者に対して消却日から７日以

上60日以内の事前通知を行い、かつ（本新株予約

権証券が発行されている場合は）公告したうえ

で、当該株式交換または株式移転の効力発生日以

前に、その時点において残存する本新株予約権の

全部を１個当たり100,000円の金額で消却する。 

当社は、本新株予約権の消却が必要と当社取締

役会が決議した場合、商法第280条ノ36の規定に

従って、本新株予約権者に対して消却日から７日

以上60日以内の事前通知を行い、かつ（本新株予

約権証券が発行されている場合は）公告したうえ

で、当該株式交換又は株式移転の効力発生以前

に、その時点において残存する本新株予約権の全

部を１個当たり100,000円の金額で消却する。 

⑧ 新株予約権の行使請求によって交付された株式

の配当起算日 

本新株予約権の行使請求により交付された当社

普通株式の配当金または商法第280条ノ５に定め

られた金銭の分配（中間配当金）については、行

使請求が１月１日から６月30日までの間になされ

たときは１月１日に、７月１日から12月31日まで

の間になされたときは７月１日にそれぞれ当社普

通株式の交付があったものとみなしてこれを支払

う。 

 



前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日) 

 (10) 発行する新株予約権の総数 

      40個 

 (11) 本新株予約権の行使請求期間 

      平成17年３月31日から平成19年3月27日まで 

 (12) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

     ① 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

       は、本社債の発行価額と同額とする。 

     ② 転換価額は、当初69,000円とする。 

   ③ 転換価額の修正 

本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以

下 「修正日」という。）まで（同日を含まな

い。）の3連続取引日（但し、終値のない日は除

く。）の株式会社大阪証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値の平均値の90％に相当す

る金額の１円未満の端数を切り上げた金額（以下

「修正日価額」という。）が、当該修正日の直前

に有効な転換価額を１円以上上回る場合又は下回

る場合には、転換価額は、当該修正日以降、当該

修正日価額に修正される。但し、かかる修正後の

転換価額が103,500円（以下「上限転換価額」と

いう。）を上回ることとなる場合には転換価額は

上限転換価額とし、かかる修正後の転換価額が

34,500円（以下「下限転換価額」という。）を下

回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額

とする。上限転換価額及び下限転換価額は、調整

される。上記3連続取引日の間に調整の原因とな

る事由が発生した場合には、当該３連続取引日の

株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値は当該事由を勘案して調整される

ものとする。 

本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修

正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際

に、当該本社債権者に対し、修正後の転換価額を

通知するものとする。 

 (13) 繰上償還条項 

  本社債権者は、いつでも、その保有する本社債の

全部又は一部を額面100円につき金100円で繰上償還

することを当社に対し請求する権利を有する。この

請求権を行使するために、本社債権者は、当該償還

期日の５営業日前までに、所定の償還請求書に、償

還を受けようとする本社債を表示し、請求の年月日

等を記載してこれに記名捺印したうえ、当該本新株

予約権付社債券を添えて償還金支払場所に預託しな

ければならない。 

(2) 新株予約権の消却 

当社は平成18年１月25日開催の取締役会におい

て、第７回新株予約権（第三者割当）について残存

する本新株予約権の全部について消却することを決

議し、平成18年２月27日にその対価となる金銭の支

払を行い残存する新株予約権を消却いたしました。 

① 消却の理由 

 昨今の株式市場の動向、当社における現在の

資金需要、既存の株主に与える影響等を総合的

に考慮した結果、発行要項第15項(2)号に従

い、平成18年１月５日に発行しました第７回新

株予約権を消却することにいたしました。 

② 割当先 

ライブドア証券株式会社 

③ 消却日 

平成18年２月27日 

④ 消却された本新株予約権 

残存する本新株予約権170個 

   ※ 本新株予約権について、発行日から消却日まで

に30個の新株予約権が行使されております。それ

により、453,447千円の払込みを受けるととも

に、発行済株式数が30,000株、資本金が228,223

千円、それぞれ増加しております。 

 ⑤ 消却に伴う支払価額 

 17,000千円 

 ⑥ 消却後残存予約権 

 ０個 

２．新株予約権付社債の発行 

 当社は、平成17年12月20日開催の取締役会において

発行を決議いたしました第２回無担保転換社債型新株

予約権付社債について、平成18年１月５日に払込を受

け、発行いたしました。 

 （1）資金調達の理由 

 当社は、平成17年10月３日に民事再生法に基づく

再生手続の申立てを行った平成電電株式会社より、

平成17年12月12日に当社が再生スポンサーに決定し

たとの正式な連絡を受け、同社再生スポンサーとし

て同社事業再生に携わるにあたって、同社への再生

支援資金及び一般運転資金の調達を行う目的で、今

回の資金調達を行いました。 

（2）社債の発行価額 

額面100円につき100円 

 （3）新株予約権の発行価額 

無償とする。 

 （4）募集方法 

  第三者割当の方法により、ライブドア証券株式会

社に全額を割り当てる。 

 



前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日) 

  3.  当社は、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規

定に基づき、平成17年３月29日開催の第10回定時株主

総会において、当社の提携先及び協力先等の資金提供

者に対して、当社ビジネスの拡大に向けての資金調達

方法の多様化を目的とした新株予約権を付与すること

を決議いたしました。 

  なお、当該決議の概要は以下のとおりであります。 

 (１) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数  

  当社普通株式72,000株を上限とする。 なお、当

社が株式分割又は株式併合を行う場合、新株予約権

の目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で

行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われるものとする。 

（２）新株予約権の割当を受ける者  

      当社の提携先および協力先等の資金提供者 

（３）発行する新株予約権の総数 

72,000個を上限とする。 

  なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式の

数は1株とする。 

ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合に

は、上記（1）と同様の調整を行う。 

（４）新株予約権の発行価額 

      無償とする。 

（５）新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額 

  新株予約権の行使の目的となる株式1株当たりの

払込金額（以下、「行使価額」という。）は、平成

16年11月24日から平成17年２月23日までの大阪証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平

均値に0.9を乗じた価額とし、計算の結果生ずる１

円未満の端数はこれを切り上げ70,161円とする。 

  なお、新株予約権発行後、当社普通株式の分割又

は併合が行われる場合、行使価額を調整するものと

する。 

  新株予約権発行後に当社が他の会社と合併する場

合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要と

する場合には、合理的な範囲で行使価額は適切に調

整されるものとする。 

（６）新株予約権の権利行使期間 

  平成17年５月２日から平成22年４月30日までとす

る。 

 （5）新株予約権の内容 

   ① 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普

通株式とし、その行使請求により当社が当社普通

株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有す

る当社普通株式を移転する数は、行使請求に係る

本社債の発行価額の総額を転換価額で除して得ら

れる最大整数とする。この場合に１株の100分の

１未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金

による調整は行わない。また、１株の100分の１

の整数倍の端数を生じたときは、法令上可能な限

り、端株として端株原簿に記載または記録する

か、または端株買取請求権が行使された場合に支

払われるのと同額の現金を支払う。 

  ② 発行する新株予約権の総数 

 各本社債に付された本新株予約権の数は１個と

し、合計40個の本新株予約権を発行する。 

   ③ 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額及

び転換価額 

   (イ）本新株予約権１個の行使に際して払込をなす

べき額は、各本社債の発行価額と同額とする。 

  （ロ）本新株予約権の行使に際して払込をなすべき

１株当たりの額（以下「転換価額」という。）

は当初30,400円とする。ただし、転換価額は修

正または調整されることがある。 

  ④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価額中資本に組入れる額 

    本新株予約権の行使により発行する当社普通株

式１株の資本組入額は、転換価額に0.5を乗じた

金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場

合は、その端数を切り上げるものとする。 

 ⑤ 新株予約権の行使請求期間 

 本新株予約権付社債の社債権者が、本新株予約

権の行使を請求することができる期間は、平成18

年１月６日から平成20年１月３日とする。 

 ⑥ 転換価額の修正 

  本新株予約権付社債の発行後、毎週金曜日（以

下「決定日」という。）の翌取引日以降、決定日

まで（当日を含む。）の３連続取引日の株式会社

大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引

の毎取引日の売買高加重平均価格の90％に相当す

る金額がその時点で有効な転換価額を下回る場合

には決定日価額に修正され、決定日価額が30,400

円を上回る場合にも決定日価額に修正され、それ

以外の場合には修正されない。   

 ⑦ 転換価額の調整 

 本新株予約権付社債の発行後、以下に掲げる各

事由により当社の発行済普通株式数に変更が生じ

る場合または変更を生じる可能性がある場合は、

転換価額を調整する。    

 



前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日) 

    （イ）調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取

引日目に始まる30取引日の株式会社大阪証券取

引所における当社普通株式の普通取引の毎日の

終値の平均値を下回る発行価額または処分価額

をもって当社普通株式を新たに発行しまたは当

社の有する普通株式を処分する場合。     

   （ロ）株式分割により当社普通株式を発行する場

合。     

    （ハ）調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取

引日目に始まる30取引日の株式会社大阪証券取

引所における当社普通株式の普通取引の毎日の

終値の平均値を下回る価額をもって当社普通株

式に転換される証券もしくは転換できる証券ま

たは当社普通株式の交付を請求できる新株予約

権もしくは新株予約権付社債を発行する場合。 

   （ニ）株式の併合、資本の減少、法定準備金の減

少、商法第373条に定められた新設分割、商法

374条ノ16に定められた吸収分割、または合併

のために転換価額の調整を必要とするとき。  

  （ホ）その他当社の発行済株式総数の変更または変

更の可能性が生じる事由の発生により転換価額

の調整を必要とするとき。     

   （ヘ）転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接し

て発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価

額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方

の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

 ⑧ 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

  消却事由は定めない。    

 ⑨ 新株予約権の行使請求によって交付された株式

の配当起算日 

    行使請求により交付された当社普通株式の配当

金または商法第293条ノ５に定められた金銭の分

配（中間配当金）については、行使請求が１月１

日から６月30日までの間になされたときは１月１

日に、７月１日から12月31日までの間になされた

ときは７月１日にそれぞれ当社普通株式の交付が

あったものとみなしてこれを支払う。    

 ⑩ 代用払込に関する事項 

 商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号によ

り、本新株予約権を行使したときは本社債の全額

の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して

払込をなすべき額の全額の払込がなされたものと

する請求があったものとみなす。  

（6）社債に関する事項    

 ① 社債総額  

金4,000,000,000円    

 ② 各本社債券の額面金額 

 金100,000,000円の１種   

 ③ 利率 

 本社債には利息を付さない。   

 ④ 償還価額 

 額面100円につき100円    

 



前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日) 

  ⑤ 償還の方法及び期限     

 （イ）本社債は、平成20年１月４日にその総額を償

還する。 

    ただし、繰上償還に関しては、本号（ロ）乃

至（ニ）に定めるところによる。     

   （ロ）当社は、平成18年１月６日以降、当社が株式

交換または株式移転により他の会社の完全子会

社となることを当社の株主総会で決議した場

合、本新株予約権付社債の社債権者に対して、

償還日から30日以上60日以内の事前通知を行っ

た上で、当該株式交換または株式移転の効力発

生日以前に、その時点において未償還の本社債

の全部（一部は不可）を額面100円につき金100

円で繰上償還する。    

   （ハ）当社は、平成18年１月６日以降、その選択に

より、本新株予約権付社債の社債権者に対して

償還日から30日以上60日以内の事前通知を行っ

た上で、その時点において未償還の本社債の全

部（一部は不可）を繰上償還することができ

る。この場合の償還価額は本社債の額面100円

につき金100円とする。     

   （ニ）本新株予約権付社債の社債権者は、平成18年

１月６日以降、その選択により、当社に対して

償還日から30日以上60日以内の事前通知を行

い、かつ当社の定める請求書に繰上償還を請求

しようとする本社債を表示し、請求の年月日等

を記載してこれに記名捺印した上、繰上償還を

請求しようとする本新株予約権付社債を添え

て、償還金支払場所に提出することにより、そ

の保有する本社債の全部または一部を繰上償還

することを、当社に対して請求する権利を有す

る。この場合の償還価額は本社債の額面100円

につき、金100円とする。     

   （ホ）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、

その前銀行営業日にこれを繰上げる。 

   （ヘ）本新株予約権付社債の買入及び当該本新株予

約権付社債に係る本社債の消却は、発行日の翌

日以降いつでもこれを行うことができる。ただ

し、当該本新株予約権付社債に係る本新株予約

権のみを消却することはできない。当該本新株

予約権に係る本社債を消却する場合、当社は当

該本新株予約権付社債に係る本新株予約権につ

き、その権利を放棄するものとする。    

   ⑥ 物上担保・保証の有無 

 本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付

されておらず、また本新株予約権付社債のために

特に留保されている資産はない。 

３．ダイヤルアップ接続事業に関する営業の譲受  

当社は、平成18年１月20日開催の取締役会におい

て、平成18年１月20日をもって電気通信事業を営む株

式会社ＩＲＩコミュニケーションズより、同社営業部

門のうちＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバ

イダ）事業者向けダイヤルアップ接続事業に関する営

業を譲受ける決議をし、同日付で営業譲渡契約を締結

し、譲受けております。 

 なお、本件契約の内容は次のとおりであります。 

 



前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日) 

 (1) 営業譲受けの目的 

当社は、インターネット上での複合通信企業とし

ての地位確立を目指し、ＩＳＰ（インターネット・

サービス・プロバイダ）事業者向けダイヤルアップ

接続事業に関する営業を行っておりますが、同事業

の更なる業容の拡大、かつ一層の企業価値向上を図

るべく、株式会社ＩＲＩコミュニケーションズより

ＩＳＰ事業者向けダイヤルアップ接続事業に関する

営業を譲受けることを決議いたしました。 

(2) 営業譲受けの内容 

 ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイ

ダ）事業者向けダイヤルアップ接続事業に関する営

業 

(3) 譲受け価額 

 譲受け価額は717,279千円であり、その内訳は営

業権が699,340千円、機械装置が17,252千円、ソフ

トウェアが686千円であります。 
 ４．中継電話サービス（マイライン）事業の営業譲渡に

関する基本合意書の締結 

   当社及び子会社である平成電電コミュニケーション

ズ株式会社は平成18年３月23日に、平成電電コミュニ

ケーションズ株式会社の中継電話サービス（マイライ

ン）事業を日本テレコム株式会社へ営業譲渡すること

に関し、日本テレコム株式会社との間で基本合意書を

締結いたしました。 

 当該基本合意書の概要は以下のとおりであります。 

 （1）営業譲渡の目的  

 利用者数の減少及び回線利用量の縮小を受け、当

社ならびに平成電電コミュニケーション株式会社に

て業績回復に注力してまいりましたが、依然として

厳しい状況が続いているため、当該事業の譲渡を決

定するに至りました。 

 （2）営業譲渡の内容  

  マイライン登録等のなされたユーザーに対する電

気通信役務の提供に係る事業。 

 （3）譲渡価額  

  約75億円。ただし、この金額は基本合意書に基づ

き算定した暫定譲渡価額であり、承継するマイライ

ン契約の回線数等による調整を行う予定でありま

す。 

 （4）譲渡時期  

  必要な許認可等取得後速やかに譲渡。 

  なお、４月中の譲渡完了を目途としております。 
 ５．新株予約権の発行 

 (1) 新株予約権割当の対象者  

 平成18年３月29日開催の取締役会において、同日

開催の当社定時株主総会で承認された、当社の取締

役及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員に対

して新株予約権を以下のとおり割り当てることを決

議しました。 

 (2) 新株予約権発行の要領 

 ① 新株予約権の総数 

  55,000個を上限とする。 

 ② 新株予約権の発行価額 

  無償で発行する。 

 



前事業年度 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

当事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日) 

  ③ 新株予約権の目的となる株式の種類 

   当社普通株式とする。 

 ④ 新株予約権の目的となる株式の数 

 55,000株を上限とし、新株予約権１個当たりの

目的となる株式の数（以下「目的株式数」とい

う。）は１株とする。 

 ⑤ 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額 

 本新株予約権１個当たりの払込金額は、18,310

円（以下「行使価額」という。）に目的株式数を

乗じた金額とし、行使価額は本新株予約権を発行

する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株

式会社大阪証券取引所における当社の普通株式の

毎日の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平

均値（終値のない日を除く。）に1.05を乗じた金

額（１円未満の端数は切り上げる。）とする。た

だし、当該平均値が本新株予約権を発行する日の

前日の株式会社大阪証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（取引が成立しない場合は

その前日の終値）を下回る場合は、当該終値とす

る。 

 ⑥ 新株予約権を行使することができる期間 

平成20年４月１日から平成28年３月31日までの期

間で、取締役会の決議で定める期間とする。 



⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第121条の規定により記載を省略し

ております。 

【有形固定資産等明細表】 

 （注）当期増加額には平成電電株式会社からの営業譲受による増加が次のとおり含まれております。 

機械装置     110,000千円  

営業権     4,000,000千円  

【資本金等明細表】 

 （注）１. 資本金及び資本準備金の増加の要因は、第三者割当増資、株式交換及び新株予約権の一部行使によるもので

あります。 

        ２. 当期末における自己株式は125株であります。 

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 6,927 1,085 － 8,012 2,014 1,098 5,998 

機械装置 － 110,000 － 110,000 42,447 42,447 67,552 

工具器具備品 44,078 12,271 1,689 54,660 33,294 5,827 21,366 

有形固定資産計 51,005 123,357 1,689 172,673 77,756 49,373 94,917 

無形固定資産               

営業権 － 4,000,000 － － 4,000,000 4,000,000 － 

ソフトウェア 2,434 2,075 － 4,509 1,136 700 3,372 

電話加入権 1,242 － － 1,242 － － 1,242 

無形固定資産計 3,676 4,002,075 － 5,752 4,001,136 4,000,700 4,615 

長期前払費用 273 － － 273 113 54 159 

繰延資産               

 社債発行費  － 62,685 － 62,685 30,168 30,168 32,517 

    繰延資産計 － 62,685 － 62,685 30,168 30,168 32,517 

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） 2,872,733 5,646,517 － 8,519,250 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式 （株） (430,678) (716,568) (－) (1,147,246) 

普通株式 （千円） 2,872,733 5,646,517 － 8,519,250 

計 （株） (430,678) (716,568) (－) (1,147,246) 

計 （千円） 2,872,733 5,646,517 － 8,519,250 

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 （千円） 2,787,133 5,646,418 － 8,433,551 

株式交換差益  （千円） － 15,374,775 － 15,374,775 

計 （千円） 2,787,133 21,021,193 － 23,808,327 

利益準備金及

び任意積立金 

―   － － － － 

計 （千円） － － － － 



【引当金明細表】 

 （注）貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

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 25,346 4,570,684 － 18 4,596,013 

投資損失引当金 － 16,279,515 － － 16,279,515 



(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 

 相手先別内訳 

 ※ 同社の代理受領分（ＩＳＰ事業に係る売掛金）629,859千円が含まれております。 

 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。 

ハ．仕掛品 

区分 金額（千円） 

 現金 541 

 普通預金 12,291,146 

合計 12,291,688 

相手先 金額（千円） 

 平成電電（株） 690,013 ※ 

 (株）ＩＴマーケティングソリューションズ 228,901 

（株）ゼンリン 13,698 

 日本ユニシステム（株） 6,379 

 東洋オフィスメーション（株） 5,361 

 その他 11,727 

合計 956,081 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

（A） （B） （C） （D） 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

×100 
(A)＋(D) 
──── 
2 

÷ 
(B) 
── 
365 

415,556 8,038,835 7,498,310 956,081 88.69 31.14 

品目 金額（千円） 

 受託開発 498 

合計 498 



ニ．貯蔵品 

ホ．関係会社株式 

ヘ．関係会社長期貸付金 

ト．更生債権等 

区分 金額（千円） 

 パッケージ 368 

合計 368 

区分 金額（千円） 

平成電電コミュニケーションズ㈱ 15,018,000 

アジア航測㈱ 2,061,415 

オムニトラストジャパン㈱ 2,010,000 

㈱ベストシステムズ 196,011 

ジャパンワイヤレス㈱ 150,000 

その他 50,000 

合計 19,485,427 

相手先 金額（千円） 

平成電電コミュニケーションズ㈱ 2,800,000 

合計 2,800,000 

相手先 金額（千円） 

平成電電㈱ 4,658,506 

Dream Technologies Corporation Taiwan 25,328 

㈱関東広告 263,861 

合計 4,947,696 



ｂ．負債の部 

イ．買掛金 

 ロ．新株予約権付社債             9,700,000千円 

内訳は１ 連結財務諸表等 (1）連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表に記載しております。 

ハ．未払金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

㈱きんでん 400,907 

三星電子㈱ 254,961 

住友商事㈱ 122,084 

日本電気㈱ 120,306 

その他 32,241 

合計 930,499 

相手先 金額（千円） 

平成電電㈱ 460,005 

㈱ＩＲＩコミュニケーションズ 228,321 

㈱サイバーファーム 172,147 

ＮＴＴヒューマンソリューションズ㈱ 89,054 

㈱福岡ＣＳＫ 60,554 

その他 150,378 

合計 1,160,462 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注） 当社は、商法第220条ノ２第１項に規定する端株原簿を作成しております。 

なお、端株主の利益配当金及び中間配当金に関する基準日は上記のとおりであります。 

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 無料 

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）有価証券届出書 

平成17年３月14日関東財務局長に提出 

有価証券届出書（新株予約権付社債）及びその添付書類     

（2） 臨時報告書 

平成17年３月14日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号（営業の一部譲受）の

規定に基づく臨時報告書であります。 

（3）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第10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31日関東財務局長に提出 

（4）有価証券届出書 

平成17年４月１日関東財務局長に提出 

有価証券届出書（新株予約権証券）及びその添付書類 

（5）有価証券届出書の訂正届出書 

平成17年４月４日関東財務局長に提出 

平成17年４月１日提出の有価証券届出書（新株予約権証券）に係る訂正届出書であります。 

（6）有価証券届出書の訂正届出書 

平成17年４月５日関東財務局長に提出 

平成17年４月１日提出の有価証券届出書（新株予約権証券）に係る訂正届出書であります。 

（7）有価証券届出書 

平成17年４月12日関東財務局長に提出 

有価証券届出書（有償第三者割当増資）及びその添付書類 

（8）臨時報告書 

平成17年５月31日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第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であります。 

（9）臨時報告書の訂正報告書 

平成17年６月10日関東財務局長に提出 

平成17年５月31日提出の臨時報告書（株式交換）に係る訂正報告書であります。 

（10）臨時報告書 

平成17年７月５日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）

の規定に基づく臨時報告書であります。 

（11）臨時報告書  

平成17年７月５日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（新株予約権の発

行）の規定に基づく臨時報告書であります。 



（12）臨時報告書 

平成17年８月23日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号（会社分割）の規定に

基づく臨時報告書であります。 

（13）有価証券届出書 

平成17年９月９日関東財務局長に提出 

有価証券届出書（新株予約権付社債）及びその添付書類 

（14）半期報告書 

（第11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28日関東財務局長に提出 

（15）有価証券届出書 

平成17年９月30日関東財務局長に提出 

有価証券届出書（新株予約権証券）及びその添付書類 

（16）有価証券届出書の訂正届出書 

平成17年10月11日関東財務局長に提出 

平成17年９月30日提出の有価証券届出書（新株予約権証券）に係る訂正届出書であります。 

（17）臨時報告書 

平成17年10月11日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号（債権の取立遅延のお

それ）第12号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）、第18号（連結子会社の取立遅延のお

それ）及び第19号（連結子会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）の規定に基づく臨時

報告書であります。  

（18）有価証券届出書 

平成17年10月31日関東財務局長に提出 

有価証券届出書（有償第三者割当増資）及びその添付書類 

（19）有価証券届出書の訂正届出書 

平成17年11月４日関東財務局長に提出 

平成17年10月31日提出の有価証券届出書（有償第三者割当増資）に係る訂正届出書であります。 

（20）臨時報告書 

平成17年11月25日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）

に基づく臨時報告書であります。 

（21）有価証券届出書 

平成17年11月25日関東財務局長に提出 

有価証券届出書（新株予約権付社債）及びその添付書類 

（22）有価証券届出書の訂正届出書 

平成17年11月28日関東財務局長に提出 

平成17年11月25日提出の有価証券届出書（新株予約権付社債）に係る訂正届出書であります。 

（23）有価証券届出書 

平成17年12月20日関東財務局長に提出 

有価証券届出書（新株予約権付社債）及びその添付書類 



（24）有価証券届出書 

平成17年12月20日関東財務局長に提出 

有価証券届出書（新株予約権証券）及びその添付書類 

（25）有価証券届出書の訂正届出書 

平成17年12月21日関東財務局長に提出 

平成17年12月20日提出の有価証券届出書（新株予約権証券）に係る訂正届出書であります。 

（26）臨時報告書 

平成18年１月23日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号（営業の一部譲受）の

規定に基づく臨時報告書であります。 

（27）臨時報告書 

平成18年２月16日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第16号（営業の全部譲受）の

規定に基づく臨時報告書であります。 

（28）臨時報告書 

平成18年３月29日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第16号（営業の一部譲渡）の

規定に基づく臨時報告書であります。 

（29）臨時報告書 

平成18年３月29日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（新株予約権の発

行）の規定に基づく臨時報告書であります。 

（30）臨時報告書の訂正報告書 

平成18年３月30日関東財務局長に提出 

平成18年３月29日提出の臨時報告書（新株予約権の発行）に係る訂正報告書であります。 



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18年３月29日

ドリームテクノロジーズ株式会社       

  取締役会 御中   

  公認会計士桜友共同事務所   

      公認会計士 中市 俊也   印 

      公認会計士 大河原 恵史  印 

 私たちは、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」に掲げられているドリームテ

クノロジーズ株式会社の平成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、私たち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。 

 私たちは、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、私たちに

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。私たちは、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。 

 私たちは、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、ドリーム

テクノロジー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。 

 追記情報  

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は多額の損失を計上し、また、主要取引先である平成電電株式

会社が民事再生法の適用を申請したことで、重要な取引先を喪失するおそれのある状況にあり、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年１月５日に第２回無担保転換社債型新株予約権付社債を

発行し、平成18年１月20日にダイヤルアップ接続事業に関する営業を譲り受けた。また、重要な後発事象に記載され

ているとおり、連結子会社である平成電電コミュニケーションズ株式会社は、平成18年２月９日にコールセンター業

務に関する営業を譲り受け、平成18年３月23日にマイライン事業に関する営業の譲渡について基本合意書を締結し

た。 

  会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上  

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成１７年３月２９日

ドリームテクノロジーズ株式会社       

  取締役会 御中   

  公認会計士桜友共同事務所   

      公認会計士 中市 俊也   印 

      公認会計士 大河原 恵史  印 

  私たちは、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」に掲げられているドリームテ

クノロジーズ株式会社の平成16年１月１日から平成16年12月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、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、私たち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。 

  私たちは、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、私たちに

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。私たちは、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。 

  私たちは、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、ドリームテク

ノロジーズ株式会社の平成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事業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 

  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14日に、営業の譲受けに関し平成電電株式会社との

営業譲渡契約書に調印した。また、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14日開催の取締役

会において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議した。また、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29日開催の株主総会において、株主以外の者に対し特に有利なる条件をもって新株予約

権を発行する件を決議した。 

  会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上  

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年３月29日

ドリームテクノロジーズ株式会社       

  取締役会 御中   

  公認会計士桜友共同事務所   

      公認会計士 中市 俊也   印 

      公認会計士 大河原 恵史  印 

  私たちは、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」に掲げられているドリームテ

クノロジーズ株式会社の平成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、私た

ち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。 

  私たちは、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、私たちに

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。私たちは、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。 

  私たちは、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、ドリームテク

ノロジーズ株式会社の平成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。 

 追記情報  

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は多額の損失を計上し、また、主要取引先である平成電電株式

会社が民事再生法の適用を申請したことで、重要な取引先を喪失するおそれのある状況にあり、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。  

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年１月５日に第２回無担保転換社債型新株予約権付社債を

発行し、平成18年１月20日にダイヤルアップ接続事業に関する営業を譲り受けた。また、子会社である平成電電コミ

ュニケーションズ株式会社は、平成18年３月23日にマイライン事業に関する営業の譲渡について基本合意書を締結し

た。 

  会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上  

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 
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