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１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成17年12月26日に提出いたしました第19期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）の半期報告書の記載事項の一部

に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するための半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

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 

２ 事業の内容 

３ 関係会社の状況 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

(1）業績 

(2）キャッシュ・フロー 

２ 生産、受注及び販売の状況 

(3）販売実績 

第５ 経理の状況 

１ 中間連結財務諸表等 

(1）中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

② 中間連結損益計算書 

③ 中間連結剰余金計算書 

④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

表示方法の変更 

注記事項 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（有価証券情報） 

（セグメント情報） 

事業の種類別セグメント情報 

（１株当たり情報） 

２ 中間財務諸表等 

(1）中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

表示方法の変更 

追加情報 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は   を付して表示しております。 

  



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 

（訂正前） 

 （注） 売上高には消費税等は含まれておりません。 

  

回次 第17期中 第18期中 第19期中 第17期 第18期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高 （百万円） 74,570 79,690 92,905 145,995 171,009 

経常利益 （百万円） 7,529 15,470 14,746 19,628 29,596 

中間（当期）純利益 （百万円） 3,718 9,229 11,216 10,626 19,466 

純資産額 （百万円） 62,779 76,736 102,510 71,748 88,530 

総資産額 （百万円） 113,250 128,580 153,235 101,068 147,005 

１株当たり純資産額 （円） 1,094.16 1,336.11 1,776.32 1,248.57 1,532.48 

１株当たり中間（当
期）純利益金額 

（円） 66.84 160.61 194.68 187.99 333.40 

潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利
益金額 

（円） 63.80 159.07 192.57 182.63 329.66 

自己資本比率 （％） 55.4 59.7 66.9 71.0 60.2 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

（百万円） 9,284 33,327 10,231 15,010 48,081 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

（百万円） 1,513 △1,828 △25,230 2,115 △26,360 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

（百万円） △11,354 △4,909 △2,110 △36,555 △3,989 

現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

（百万円） 29,061 36,965 10,912 10,337 28,111 

従業員数（外、平均臨
時雇用者数） 

（人） 
3,136 
(1,609) 

3,886
(4,132) 

4,922
(4,691) 

3,172 
(3,161) 

4,588 
(6,296) 



（訂正後） 

 （注） 売上高には消費税等は含まれておりません。 

  

回次 第17期中 第18期中 第19期中 第17期 第18期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高 （百万円） 74,570 79,690 99,516 145,995 171,009 

経常利益 （百万円） 7,529 15,470 17,559 19,628 29,596 

中間（当期）純利益 （百万円） 3,718 9,229 11,312 10,626 19,466 

純資産額 （百万円） 62,779 76,736 102,632 71,748 88,530 

総資産額 （百万円） 113,250 128,580 164,058 101,068 147,005 

１株当たり純資産額 （円） 1,094.16 1,336.11 1,778.45 1,248.57 1,532.48 

１株当たり中間（当
期）純利益金額 

（円） 66.84 160.61 196.35 187.99 333.40 

潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利
益金額 

（円） 63.80 159.07 194.22 182.63 329.66 

自己資本比率 （％） 55.4 59.7 62.6 71.0 60.2 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

（百万円） 9,284 33,327 16,580 15,010 48,081 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

（百万円） 1,513 △1,828 △25,438 2,115 △26,360 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

（百万円） △11,354 △4,909 △1,154 △36,555 △3,989 

現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

（百万円） 29,061 36,965 19,029 10,337 28,111 

従業員数（外、平均臨
時雇用者数） 

（人） 
3,136 
(1,609) 

3,886
(4,132) 

4,922
(4,691) 

3,172 
(3,161) 

4,588 
(6,296) 



２【事業の内容】 

（訂正前） 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社光通信）、連結子会社91社、持分法適用非連結子会社５社及び

持分法適用関連会社21社により構成されております。当社は、持株会社としてグループ全般の経営管理を担い、各事業子会社・

関連会社におきまして、「法人事業」、「保険事業」、「ＳＨＯＰ事業」及び「その他事業」を行っております。各事業の内容

と主なグループ各社は以下のとおりであり、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。 

  

事業系統図 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

  

区分 事業内容等 主要な会社 

法人事業 主に中小企業向けのＯＡ機器販売 

各種通信サービスの加入取次ぎ 

中小企業向け簡易業務サポート等の提供 

インターネット広告の提供やウェブサイト運営 

㈱アイ・イーグループ 

㈱コール・トゥ・ウェブ 

㈱クレイフィッシュ 

㈱ファイブエニー 

㈱ベストパートナー       他 

保険事業 テレマーケティング手法による保険代理店事業 ㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサル

ティング 

ＳＨＯＰ事業 店舗における携帯電話の新規加入及び機種変更手続き

に関する代理店業務及び携帯電話端末の販売等 

当社 

㈱ディージーネットワークス 

㈱ジェイ・コミュニケーション 

㈱オービーエム         他 

その他事業 情報通信分野に特化したベンチャー・キャピタルファ

ンドの企画・運用等 

㈱エイチ・ティ・シー      他 



（訂正後） 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社光通信）、連結子会社95社、持分法適用非連結子会社５社及び

持分法適用関連会社21社により構成されております。当社は、持株会社としてグループ全般の経営管理を担い、各事業子会社・

関連会社におきまして、「法人事業」、「保険事業」、「ＳＨＯＰ事業」及び「ベンチャーファンド事業」を行っております。

各事業の内容と主なグループ各社は以下のとおりであり、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。 

  

事業系統図 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

  

区分 事業内容等 主要な会社 

法人事業 主に中小企業向けのＯＡ機器販売 

各種通信サービスの加入取次ぎ 

中小企業向け簡易業務サポート等の提供 

インターネット広告の提供やウェブサイト運営 

㈱アイ・イーグループ 

㈱コール・トゥ・ウェブ 

㈱クレイフィッシュ 

㈱ファイブエニー 

㈱ベストパートナー       他 

保険事業 テレマーケティング手法による保険代理店事業 ㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサル

ティング 

ＳＨＯＰ事業 店舗における携帯電話の新規加入及び機種変更手続き

に関する代理店業務及び携帯電話端末の販売等 

当社 

㈱ディージーネットワークス 

㈱ジェイ・コミュニケーション 

㈱オービーエム         他 

ベンチャーフ

ァンド事業 

ベンチャー・キャピタルファンドの企画・運用等 ㈱エイチ・ティ・シー 

㈱フィッツ・アセット・マネジメント 

他 



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間における重要な関係会社の異動は次のとおりであります。 

（訂正前） 

 （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．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数となっております。 

３．＊１：株式の取得により、連結子会社となりました。 

４．＊２：新規設立により、連結子会社となりました。 

５．＊３：吸収合併されたことにより、連結の範囲から除外しております。 

６．＊４：株式の売却により、連結の範囲から除外しております。 

７．＊５：新規設立により、持分法適用関連会社となりました。 

  

  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 
（％） 

関係内容 摘要

連結子会社 
（新規） 

テレコムサービス㈱ 東京都豊島区 90 ＳＨＯＰ事業
100.0
(100.0) 

役員の兼任
あり。 

＊１

愛知タウン㈱ 愛知県名古屋市 220 法人事業
100.0
(1.3) 

―― ＊２

他23社   

連結子会社 
（除外） 

㈱ジェー・ティー・
シー 

鳥取県米子市 128 ＳＨＯＰ事業 ―― ―― ＊３

㈱ＩＪＴ 宮城県仙台市 90 法人事業 ―― ―― ＊４

他２社   

持分法適用
関連会社 
（新規） 

㈱ソニア・パートナ
ーズ 

東京都渋谷区 45 保険事業
49.0
(49.0) 

役員の兼任
あり。 

＊５

他７社   



（訂正後） 

 （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．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数となっております。 

３．＊１：株式の取得により、連結子会社となりました。 

４．＊２：新規設立により、連結子会社となりました。 

５．＊３：昨今の情勢変化に鑑み、連結の範囲に加えております。 

６．＊４：吸収合併されたことにより、連結の範囲から除外しております。 

７．＊５：株式の売却により、連結の範囲から除外しております。 

８．＊６：新規設立により、持分法適用関連会社となりました。 

  

  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 
（％） 

関係内容 摘要

連結子会社 
（新規） 

テレコムサービス㈱ 東京都豊島区 90 ＳＨＯＰ事業
100.0
(100.0) 

役員の兼任
あり。 

＊１

愛知タウン㈱ 愛知県名古屋市 220 法人事業
100.0
(1.3) 

―― ＊２

ＨＴＣパートナー
ズ,Ｌ.Ｐ. 

英国領ケイマン
諸島 

33,100
ベンチャーフ
ァンド事業 

25.7
(1.5) 

―― ＊３

ＨＴＣパートナーズ
Ⅱ,Ｌ.Ｐ. 

英国領ケイマン
諸島 

22,500
ベンチャーフ
ァンド事業 

40.0
(4.4) 

―― ＊３

他24社   

連結子会社 
（除外） 

㈱ジェー・ティー・
シー 

鳥取県米子市 128 ＳＨＯＰ事業 ―― ―― ＊４

㈱ＩＪＴ 宮城県仙台市 90 法人事業 ―― ―― ＊５

他１社   

持分法適用
関連会社 
（新規） 

㈱ソニア・パートナ
ーズ 

東京都渋谷区 45 保険事業
49.0
(49.0) 

役員の兼任
あり。 

＊６

他７社   



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

（訂正前） 

 当中間連結会計期間におきましては、前期に引き続き法人事業及び保険事業の規模拡大に注力いたしました。 

 その結果、売上高は、92,905百万円（前年同期比16.6％増）となり、順調に推移いたしました。 

 営業利益は、11,060百万円（前年同期比8.7％増）となり、計画通りに進捗しておりますが、保険事業の積極的な規模拡大に

より先行的にコストを投下している影響で、増加率は売上高に較べ低くなっております。 

 経常利益は、14,746百万円（前年同期比4.7％減）となりました。営業外損益の項目におきまして、当社出資ファンドの売却

等による投資有価証券売却益1,683百万円（前年同期5,237百万円）、当社子会社の㈱エイチ・ティ・シーが運営し一部当社が

出資しているファンドの投資先株式公開等による投資事業組合等収益1,710百万円（前年同期107百万円の損失）を計上してお

ります。 

 中間純利益は、11,216百万円（前年同期比21.5％増）となりました。 

  

（法人事業） 

 訂正なし 

  

（保険事業） 

 訂正なし 

  

（ＳＨＯＰ事業） 

 訂正なし 

  

（その他事業） 

 その他事業におきましては、当社子会社㈱エイチ・ティ・シーの運営するベンチャー・キャピタルファンドの投資先である

㈱一休の株式公開により、高いリターンを得ることができました。その結果、その他事業の売上高は451百万円（前年同期比

37.8％増）、営業利益は284百万円（前年同期６百万円の損失）となりました。 

  

（訂正後） 

 当中間連結会計期間におきましては、前期に引き続き法人事業及び保険事業の規模拡大に注力いたしました。また、当社子

会社のベンチャー・キャピタルファンドの投資先株式公開等がありました。 

 その結果、売上高は、99,516百万円（前年同期比24.9％増）となりました。 

 営業利益は、15,582百万円（前年同期比53.1％増）となりました。 

 経常利益は、17,559百万円（前年同期比13.5％増）となりました。営業外損益の項目におきまして、当社出資ファンドの売

却等による投資有価証券売却益1,683百万円（前年同期5,237百万円）を計上しております。 

 中間純利益は、11,312百万円（前年同期比22.6％増）となりました。 

  

（法人事業） 

 訂正なし 

  

（保険事業） 

 訂正なし 

  

（ＳＨＯＰ事業） 

 訂正なし 

  

（ベンチャーファンド事業） 

 ベンチャーファンド事業におきましては、当社子会社のベンチャー・キャピタルファンド（ＨＴＣパートナーズ,Ｌ.Ｐ.他）

の投資先である㈱一休の株式公開により、高いリターンを得ることができました。その結果、ベンチャーファンド事業の売上

高は7,061百万円（前年同期327百万円）、営業利益は4,806百万円（黒字転換）となりました。 

  



(2）キャッシュ・フロー 

（訂正前） 

  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、10,231百万円のプラス（前年同期は33,327百万円のプラス）となりました。これは

法人事業が堅調に推移したこと等によるものです。 

 投資事業によるキャッシュ・フローは、25,230百万円のマイナス（前年同期は1,828百万円のマイナス）となりました。これ

は投資有価証券の売却により4,012百万円の収入を計上する一方、投資有価証券の取得として28,022百万円の支出を計上したこ

と等によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、2,110百万円のマイナス（前年同期は4,909百万円のマイナス）となりました。これ

は配当金として2,296百万円の支出を計上したこと等によるものです。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ17,198百万円減少し、10,912百

万円となりました。 

  

（訂正後） 

  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、16,580百万円のプラス（前年同期は33,327百万円のプラス）となりました。これは

法人事業が堅調に推移したことや営業投資有価証券の増減額が6,111百万円となったこと等によるものです。 

 投資事業によるキャッシュ・フローは、25,438百万円のマイナス（前年同期は1,828百万円のマイナス）となりました。これ

は投資有価証券の売却により3,844百万円の収入を計上する一方、投資有価証券の取得として28,022百万円の支出を計上したこ

と等によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、1,154百万円のマイナス（前年同期は4,909百万円のマイナス）となりました。これ

は配当金として2,296百万円の支出を計上したこと等によるものです。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ9,082百万円減少し、19,029百万

円となりました。 

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

  百万円 百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,327 10,231 48,081 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,828 △25,230 △26,360 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,909 △2,110 △3,989 

現金及び現金同等物の期末残高 36,965 10,912 28,111 

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

  百万円 百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,327 16,580 48,081 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,828 △25,438 △26,360 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,909 △1,154 △3,989 

現金及び現金同等物の期末残高 36,965 19,029 28,111 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(3）販売実績 

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

（訂正前） 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における、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．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（訂正後） 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における、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．本表の金額には、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 
当中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

法人事業（百万円） 47,524 117.7 

保険事業（百万円） 5,879 182.4 

SHOP事業（百万円） 39,050 109.2 

その他事業（百万円） 451 137.8 

合計 92,905 116.6 

相手先 

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

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

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

KDDI株式会社 21,469 26.9 15,913 17.2 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

法人事業（百万円） 47,524 117.7 

保険事業（百万円） 5,879 182.4 

SHOP事業（百万円） 39,050 109.2 

ベンチャーファンド事業（百万円） 7,061 2,156.7 

合計 99,516 124.9 

相手先 

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

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

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

KDDI株式会社 21,469 26.9 15,913 16.0 



第５【経理の状況】 

  

１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  （訂正前） 

  

    
前中間連結会計期間末 

（平成16年９月30日現在） 
当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成17年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金 ※２  38,623 12,417  29,763 

２．受取手形及び売掛
金 

   18,428 17,644  20,618 

３．有価証券    265 73  75 

４．たな卸資産    2,552 2,825  2,972 

５．その他 ※３  8,466 8,697  11,647 

６．貸倒引当金    △359 △302  △453 

流動資産合計    67,977 52.9 41,355 27.0  64,623 44.0

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※1,2  6,380 8,265  8,021 

２．無形固定資産       

(1）連結調整勘定   619  387 278  

(2）その他   1,285 1,905 1,094 1,482 1,159 1,438 

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   25,396  92,182 57,965  

(2）出資金   4,493  31 34  

(3）繰延税金資産   15,292  2,295 7,578  

(4）その他   9,474  9,808 9,731  

(5）投資損失引当金   △647  △453 △590  

(6）貸倒引当金   △1,691 52,318 △1,733 102,131 △1,797 72,921 

固定資産合計    60,603 47.1 111,879 73.0  82,381 56.0

資産合計    128,580 100.0 153,235 100.0  147,005 100.0

              



  

    
前中間連結会計期間末 

（平成16年９月30日現在） 
当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成17年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形及び買掛
金 

※２  13,425 12,094  12,587 

２．短期借入金    614 1  3 

３．一年以内償還予定
の社債 

   200 －  － 

４．未払金 ※２  7,134 11,756  11,066 

５．前受金    13,540 2,934  3,207 

６．賞与引当金    489 479  626 

７．その他 ※３  3,042 3,735  3,187 

流動負債合計    38,448 29.9 31,002 20.2  30,677 20.9

Ⅱ 固定負債       

１．社債    1,800 1,600  1,700 

２．長期借入金    0 －  10 

３．長期前受金    10,604 15,603  24,278 

４．役員退職慰労引当
金 

   90 101  97 

５．その他    76 116  121 

固定負債合計    12,571 9.8 17,420 11.4  26,207 17.8

負債合計    51,020 39.7 48,422 31.6  56,885 38.7

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    824 0.6 2,302 1.5  1,589 1.1

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    53,409 41.5 53,609 35.0  53,489 36.4

Ⅱ 資本剰余金    24,421 19.0 24,632 16.0  24,507 16.7

Ⅲ 利益剰余金    △2,926 △2.3 15,923 10.4  7,310 5.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   2,495 2.0 9,013 5.9  3,890 2.6

Ⅴ 自己株式    △664 △0.5 △669 △0.4  △668 △0.5

資本合計    76,736 59.7 102,510 66.9  88,530 60.2

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   128,580 100.0 153,235 100.0  147,005 100.0

              



  （訂正後） 

  

    
前中間連結会計期間末 

（平成16年９月30日現在） 
当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成17年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金 ※２  38,623 20,158  29,763 

２．受取手形及び売掛
金 

   18,428 17,644  20,618 

３．有価証券    265 449  75 

４．たな卸資産    2,552 2,825  2,972 

５．営業投資有価証券    － 20,220  － 

６．その他 ※３  8,466 8,797  11,647 

７．営業投資損失引当
金 

   － △11,829  － 

８．貸倒引当金    △359 △302  △453 

流動資産合計    67,977 52.9 57,963 35.3  64,623 44.0

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※1,2  6,380 8,265  8,021 

２．無形固定資産       

(1）連結調整勘定   619  387 278  

(2）その他   1,285 1,905 1,094 1,482 1,159 1,438 

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   25,396  85,529 57,965  

(2）出資金   4,493  31 34  

(3）繰延税金資産   15,292  2,444 7,578  

(4）破産債権等   931  － 806  

(5）その他   8,542  10,313 8,924  

(6）投資損失引当金   △647  △15 △590  

(7）貸倒引当金   △1,691 52,318 △1,957 96,347 △1,797 72,921 

固定資産合計    60,603 47.1 106,095 64.7  82,381 56.0

資産合計    128,580 100.0 164,058 100.0  147,005 100.0

              



  

  

    
前中間連結会計期間末 

（平成16年９月30日現在） 
当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成17年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形及び買掛
金 

※２  13,425 12,094  12,587 

２．短期借入金    614 1  3 

３．一年以内償還予定
の社債 

   200 －  － 

４．未払金 ※２  7,134 11,762  11,066 

５．前受金    13,540 2,893  3,207 

６．賞与引当金    489 479  626 

７．その他 ※３  3,042 3,786  3,187 

流動負債合計    38,448 29.9 31,018 18.9  30,677 20.9

Ⅱ 固定負債       

１．社債    1,800 1,600  1,700 

２．長期借入金    0 －  10 

３．長期前受金    10,604 15,603  24,278 

４．役員退職慰労引当
金 

   90 101  97 

５．その他    76 116  121 

固定負債合計    12,571 9.8 17,420 10.6  26,207 17.8

負債合計    51,020 39.7 48,438 29.5  56,885 38.7

        

（少数株主持分）       

少数株主持分    824 0.6 12,987 7.9  1,589 1.1

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    53,409 41.5 53,609 32.7  53,489 36.4

Ⅱ 資本剰余金    24,421 19.0 24,632 15.0  24,507 16.7

Ⅲ 利益剰余金    △2,926 △2.3 16,263 9.9  7,310 5.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   2,495 2.0 8,796 5.4  3,890 2.6

Ⅴ 自己株式    △664 △0.5 △669 △0.4  △668 △0.5

資本合計    76,736 59.7 102,632 62.6  88,530 60.2

負債、少数株主持分
及び資本合計 

   128,580 100.0 164,058 100.0  147,005 100.0

              



②【中間連結損益計算書】 

  （訂正前） 

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    79,690 100.0 92,905 100.0  171,009 100.0

Ⅱ 売上原価    39,760 49.9 38,358 41.3  80,373 47.0

売上総利益    39,930 50.1 54,547 58.7  90,636 53.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  29,753 37.3 43,486 46.8  68,933 40.3

営業利益    10,177 12.8 11,060 11.9  21,702 12.7

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   18  22 42  

２．受取配当金   83  155 173  

３．投資有価証券売却
益 

  5,237  1,683 7,553  

４．投資事業組合等収
益 

  －  1,710 258  

５．連結調整勘定償却
額 

  184  162 360  

６．その他   431 5,955 7.5 436 4,170 4.5 691 9,080 5.3

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   42  21 66  

２．持分法による投資
損失 

  115  221 －  

３．出資金損失負担額   107  － －  

４．支払賃借料   －  73 －  

５．貸倒引当金繰入額   24  0 67  

６．その他   372 662 0.9 168 484 0.5 1,052 1,186 0.7

経常利益    15,470 19.4 14,746 15.9  29,596 17.3

Ⅵ 特別利益       

１．投資有価証券売却
益 

  891  4 898  

２．子会社株式売却益   －  576 －  

３．貸倒引当金戻入益   137  162 214  

４．その他   － 1,028 1.3 28 773 0.8 1,228 2,341 1.4

        



  

  （訂正後） 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除売却損 ※２ 52  344 70  

２．投資有価証券評価
損 

  733  － 1,201  

３．投資有価証券売却
損 

  1,526  4 1,583  

４．連結調整勘定一時
償却費 

  －  233 250  

５．その他   89 2,401 3.0 － 582 0.6 130 3,237 1.9

税金等調整前中間
（当期）純利益 

   14,097 17.7 14,937 16.1  28,700 16.8

法人税、住民税及び
事業税 

  701  645 1,388  

法人税等調整額   4,012 4,713 5.9 2,703 3,348 3.6 7,484 8,872 5.2

少数株主利益    153 0.2 372 0.4  362 0.2

中間（当期）純利益    9,229 11.6 11,216 12.1  19,466 11.4

              

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    79,690 100.0 99,516 100.0  171,009 100.0

Ⅱ 売上原価    39,760 49.9 40,390 40.6  80,373 47.0

売上総利益    39,930 50.1 59,125 59.4  90,636 53.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  29,753 37.3 43,543 43.8  68,933 40.3

営業利益    10,177 12.8 15,582 15.6  21,702 12.7

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   18  22 42  

２．受取配当金   83  155 173  

３．投資有価証券売却
益 

  5,237  1,683 7,553  

４．投資事業組合等収
益 

  －  10 258  

５．連結調整勘定償却
額 

  184  162 360  

６．その他   431 5,955 7.5 440 2,474 2.5 691 9,080 5.3

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   42  21 66  

２．持分法による投資
損失 

  115  221 －  



  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

３．出資金損失負担額   107  － －  

４．支払賃借料   －  73 －  

５．貸倒引当金繰入額   24  0 67  

６．その他   372 662 0.9 181 497 0.5 1,052 1,186 0.7

経常利益    15,470 19.4 17,559 17.6  29,596 17.3

Ⅵ 特別利益       

１．投資有価証券売却
益 

  891  4 898  

２．子会社株式売却益   －  576 －  

３．貸倒引当金戻入益   137  162 214  

４．その他   － 1,028 1.3 28 773 0.8 1,228 2,341 1.4

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除売却損 ※２ 52  344 70  

２．投資有価証券評価
損 

  733  － 1,201  

３．投資有価証券売却
損 

  1,526  4 1,583  

４．連結調整勘定一時
償却費 

  －  233 250  

５．その他   89 2,401 3.0 － 582 0.6 130 3,237 1.9

税金等調整前中間
（当期）純利益 

   14,097 17.7 17,750 17.8  28,700 16.8

法人税、住民税及び
事業税 

  701  645 1,388  

法人税等調整額   4,012 4,713 5.9 2,703 3,348 3.3 7,484 8,872 5.2

少数株主利益    153 0.2 3,088 3.1  362 0.2

中間（当期）純利益    9,229 11.6 11,312 11.4  19,466 11.4

              



③【中間連結剰余金計算書】 

  （訂正前） 

  

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高    24,353 24,507  24,353

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１．増資による新株式の
発行 

  68 68 124 124 154 154

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   24,421 24,632  24,507

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    △10,431 7,310  △10,431

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１．中間（当期）純利益   9,229 9,229 11,216 11,216 19,466 19,466

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１．配当金   1,723 2,302 1,723 

２．役員賞与   － 1,723 300 2,602 － 1,723

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   △2,926 15,923  7,310

      



  （訂正後） 

  

  

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高    24,353 24,507  24,353

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１．増資による新株式の
発行 

  68 68 124 124 154 154

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   24,421 24,632  24,507

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    △10,431 7,310  △10,431

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１．中間（当期）純利益   9,229 11,312 19,466 

２．連結子会社増加によ
る利益剰余金の増加 

  － 9,229 243 11,556 － 19,466

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１．配当金   1,723 2,302 1,723 

２．役員賞与   － 1,723 300 2,602 － 1,723

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   △2,926 16,263  7,310

         



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  （訂正前） 

  

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  14,097 14,937 28,700 

減価償却費   463 782 1,246 

連結調整勘定償却額   158 289 587 

貸倒引当金の増減額   198 △199 427 

投資損失引当金の増
減額 

  80 △137 41 

受取利息及び受取配
当金 

  △102 △178 △216 

支払利息   42 21 66 

子会社株式売却損益   － △576 △27 

投資有価証券売却損
益 

  △4,601 △1,683 △6,868 

投資有価証券評価損
益 

  733 － 1,201 

投資事業組合等損益   107 △1,710 △258 

持分法による投資損
益 

  115 221 △209 

固定資産除売却損益   52 344 70 

社債買入消却損益   － 3 61 

売上債権の増減額   2,164 4,839 △384 

たな卸資産の増減額   △342 921 △944 

未収金の増減額   △2,342 264 △664 

仕入債務の増減額   △738 △2,581 △1,576 

未払金の増減額   3,329 4,012 2,881 

前受金の増減額   22,983 △7,622 26,324 

その他営業債権の増
減額 

  △2,323 128 △4 

その他営業債務の増
減額 

  67 △1,381 206 



    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

その他の営業活動に
よるキャッシュ・フ
ロー 

  449 △1,087 △37 

小計   34,593 9,606 50,622 

利息及び配当金の受
取額 

  101 179 213 

利息の支払額   △52 △23 △83 

法人税等の支払額   △1,488 △1,013 △2,844 

法人税等の還付額   173 1,482 174 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  33,327 10,231 48,081 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

有形無形固定資産の
取得による支出 

  △1,098 △1,264 △3,747 

有形無形固定資産の
売却による収入 

  11 118 28 

投資有価証券の取得
による支出 

  △16,586 △28,022 △47,233 

投資有価証券の売却
による収入 

  15,489 4,012 25,425 

子会社株式の取得に
よる支出 

  △300 △218 △16 

子会社株式の売却に
よる収入 

  45 1,050 117 

連結範囲の変更を伴
う子会社株式の取得
による収入 

  42 － 144 

連結範囲の変更を伴
う子会社株式の売却
による支出 

  － － △18 

連結範囲の変更を伴
う子会社株式の取得
による支出 

  － △1,080 － 

出資金の払込による
支出 

  △40 △2 － 

出資金の回収による
収入 

  1,249 5 － 

貸付けによる支出   △664 △220 △1,143 

貸付金の回収による
収入 

  215 250 426 



    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

敷金保証金の払込に
よる支出 

  △428 △221 △848 

敷金保証金の回収に
よる収入 

  57 132 167 

その他の投資活動に
よるキャッシュ・フ
ロー 

  177 231 338 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △1,828 △25,230 △26,360 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入れによる収
入 

  － 2,001 300 

短期借入金の返済に
よる支出 

  － △2,000 △300 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △1,109 △13 △1,725 

社債の買入及び償還
による支出 

  △1,557 △103 △1,861 

株式の発行による収
入 

  124 240 1,971 

少数株主による株式
払込による収入 

  － 62 － 

自己株式の取得によ
る支出 

  △654 △0 △657 

配当金の支払額   △1,711 △2,296 △1,715 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △4,909 △2,110 △3,989 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  29 4 32 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

  26,618 △17,104 17,764 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  10,337 28,111 10,337 

Ⅶ 新規連結子会社の現金
及び現金同等物の増加
額 

  10 － 10 

Ⅷ 連結除外に伴う現金及
び現金同等物の減少額 

  － △94 － 

Ⅸ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  36,965 10,912 28,111 

    



  （訂正後） 

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  14,097 17,750 28,700 

減価償却費   463 782 1,246 

連結調整勘定償却額   158 289 587 

貸倒引当金の増減額   198 △178 427 

投資損失引当金の増
減額 

  80 △575 41 

営業投資損失引当金
の増減額 

  － △4,162 － 

受取利息及び受取配
当金 

  △102 △178 △216 

支払利息   42 21 66 

子会社株式売却損益   － △576 △27 

投資有価証券売却損
益 

  △4,601 △1,683 △6,868 

投資有価証券評価損
益 

  733 － 1,201 

投資事業組合等損益   107 △10 △258 

持分法による投資損
益 

  115 221 △209 

固定資産除売却損益   52 344 70 

社債買入消却損益   － 3 61 

売上債権の増減額   2,164 4,839 △384 

たな卸資産の増減額   △342 921 △944 

営業投資有価証券の
増減額 

  － 6,111 － 

未収金の増減額   △2,342 △86 △664 

仕入債務の増減額   △738 △2,581 △1,576 

未払金の増減額   3,329 4,282 2,881 

前受金の増減額   22,983 △7,622 26,324 

その他営業債権の増
減額 

  △2,323 200 △4 

その他営業債務の増
減額 

  67 △1,310 206 



    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

その他の営業活動に
よるキャッシュ・フ
ロー 

  449 △845 △37 

小計   34,593 15,955 50,622 

利息及び配当金の受
取額 

  101 179 213 

利息の支払額   △52 △23 △83 

法人税等の支払額   △1,488 △1,013 △2,844 

法人税等の還付額   173 1,482 174 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  33,327 16,580 48,081 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

有形無形固定資産の
取得による支出 

  △1,098 △1,264 △3,747 

有形無形固定資産の
売却による収入 

  11 118 28 

投資有価証券の取得
による支出 

  △16,586 △28,022 △47,233 

投資有価証券の売却
による収入 

  15,489 3,844 25,425 

子会社株式の取得に
よる支出 

  △300 △218 △16 

子会社株式の売却に
よる収入 

  45 1,050 117 

連結範囲の変更を伴
う子会社株式の取得
による収入 

  42 － 144 

連結範囲の変更を伴
う子会社株式の売却
による支出 

  － － △18 

連結範囲の変更を伴
う子会社株式の取得
による支出 

  － △1,080 － 

出資金の払込による
支出 

  △40 △2 － 

出資金の回収による
収入 

  1,249 5 － 

貸付けによる支出   △664 △220 △1,143 

貸付金の回収による
収入 

  215 250 426 



  

  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

敷金保証金の払込に
よる支出 

  △428 △221 △848 

敷金保証金の回収に
よる収入 

  57 132 167 

その他の投資活動に
よるキャッシュ・フ
ロー 

  177 191 338 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △1,828 △25,438 △26,360 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入れによる収
入 

  － 2,001 300 

短期借入金の返済に
よる支出 

  － △2,000 △300 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △1,109 △13 △1,725 

社債の買入及び償還
による支出 

  △1,557 △103 △1,861 

株式の発行による収
入 

  124 240 1,971 

少数株主による株式
払込による収入 

  － 1,481 － 

自己株式の取得によ
る支出 

  △654 △0 △657 

配当金の支払額   △1,711 △2,296 △1,715 

少数株主への分配金
の支払額 

  － △462 － 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △4,909 △1,154 △3,989 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  29 4 32 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額 

  26,618 △10,007 17,764 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  10,337 28,111 10,337 

Ⅶ 新規連結子会社の現金
及び現金同等物の増加
額 

  10 925 10 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  36,965 19,029 28,111 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  （訂正前） 

  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社数 51社 (1）連結子会社数 91社 (1）連結子会社数 70社 

  主要な連結子会社名 

㈱ディージーネットワークス 

㈱ジェイ・コミュニケーショ

ン 

㈱オービーエム 

㈱アイ・イーグループ 

㈱コール・トゥ・ウェブ 

㈱クレイフィッシュ 

㈱ニュートン・フィナンシャ

ル・コンサルティング 

㈱エイチ・ティ・シー 

 ㈱エイチ・ティ・ソリュー

ションズ他15社は新規設立に

より連結の範囲に加えており

ます。 

 ㈱エーコーシステムは株式

の追加取得により、持分法適

用関連会社から連結の範囲へ

と加えております。 

 ㈱コール・トゥ・ウェブ柏

は清算により、連結の範囲か

ら除外しております。 

主要な連結子会社名 

㈱ディージーネットワークス 

㈱ジェイ・コミュニケーショ

ン 

㈱オービーエム 

㈱アイ・イーグループ 

㈱コール・トゥ・ウェブ 

㈱クレイフィッシュ 

㈱ニュートン・フィナンシャ

ル・コンサルティング 

㈱エイチ・ティ・シー 

 愛知タウン㈱他22社は新規

設立により連結の範囲に加え

ております。 

 テレコムサービス㈱他１社

は株式の取得により連結の範

囲に加えております。 

 ㈱ジェー・ティー・シーは

他の連結子会社に吸収合併さ

れたことにより、上記連結子

会社に含んでおりません。 

 ㈱IJT他２社は売却等によ

り、連結の範囲から除外して

おります。 

 主要な連結子会社の名称は、

「第１ 企業の概況４．関係会

社の状況」に記載しているため

省略しております。 

 ㈱エイチ・ティ・ソリューシ

ョンズ他35社は新規設立によ

り、連結の範囲に加えておりま

す。 

 ㈱エーコーシステム他１社は

株式の追加取得により、持分法

適用関連会社から連結の範囲へ

と加えております。 

 ㈱コール・トゥ・ウェブ柏は

精算により、連結の範囲から除

外しております。 

 ㈱コール・トゥ・ウェブ水戸

他１社は株式の売却により持分

法適用関連会社となりましたの

で、連結の範囲から除外してお

ります。 

  (2）   ――――― (2）非連結子会社の名称等 (2）   ――――― 

     訂正なし   

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）   ――――― (1）持分法適用の非連結子会社 (1）   ――――― 

   訂正なし   

  (2）持分法適用の関連会社数 (2）持分法適用の関連会社数 (2）持分法適用の関連会社数 

  14社 21社 18社 

   訂正なし  訂正なし  訂正なし 

  (3）   ――――― (3）   ――――― (3）   ――――― 

  (4）持分法を適用しない関連会社

のうち主要な会社 

(4）持分法を適用しない関連会社

のうち主要な会社 

(4）持分法を適用しない関連会社

のうち主要な会社 

  アドゲーター㈱ 

㈱アイフェイス 

アドゲーター㈱ 同  左 

  (5）持分法を適用していない関連

会社は、それぞれ中間純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外して

おります。 

(5）    同  左 (5）持分法を適用していない関連

会社は、それぞれ連結純損益

及び利益剰余金に及ぼす影響

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。 



  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (6）持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異

なる会社については、各社の

中間会計期間に係る中間財務

諸表又は仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

(6）    同  左 (6）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

に係る財務諸表又は仮決算に

基づく財務諸表を使用してお

ります。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社のうち、㈱クレイフ

ィッシュ他２社の決算日は９月末

日でありますが、中間連結財務諸

表の作成にあたっては、個々の決

算日に基づく財務諸表を使用して

おります。 

 連結子会社のうち、㈱クレイフ

ィッシュ他３社の決算日が９月末

日であり、連結財務諸表の作成に

あたっては、決算日（９月末日）

での仮決算に基づく財務諸表を使

用しております。 

 連結子会社のうち、㈱クレイフ

ィッシュ他２社の決算日が９月末

日であり、連結財務諸表の作成に

あたっては、中間決算日（３月末

日）での仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

 また、連結子会社の決算期変更

により、㈱HBBの決算日が９月末

日となったため、連結財務諸表の

作成にあたっては、中間決算日

（３月末日）での仮決算に基づく

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）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  イ．有価証券 イ．有価証券 イ．有価証券 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  ① 時価のあるもの ① 時価のあるもの ① 時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理しております。

また、売却原価は、移動

平均法により計算してお

ります。） 

同  左  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

処理しております。ま

た、売却原価は、移動平

均法により計算しており

ます。） 

  ② 時価のないもの ② 時価のないもの ② 時価のないもの 

   移動平均法による原価

法を採用しております。 

同  左 同  左 



  

  

  次へ 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  ――――― ③ 投資事業有限責任組合

等への出資 

③ 投資事業有限責任組合

等への出資 

     組合等を連結会社が管

理・運営する場合には、

当該連結会社は、入手可

能な直近の決算書に基づ

き、組合等の資産・負債

及び収益・費用を持分割

合に応じて計上しており

ます。組合等を他者が管

理・運営する場合には、

組合等の損益及びその他

有価証券の評価差額のう

ち、連結会社の持分相当

額を投資事業組合等損益

及びその他有価証券評価

差額金として投資有価証

券に加減する方法によっ

ております。 

同  左 

  ロ．デリバティブ ロ．デリバティブ ロ．デリバティブ 

  時価法 同  左 同  左 

  ハ．たな卸資産 ハ．たな卸資産 ハ．たな卸資産 

  ① 商品 ① 商品 ① 商品 

  総平均法による原価法 同  左 同  左 

  ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 

  最終仕入原価法 同  左 同  左 

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 

   主として定率法（ただし、

平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除

く）は定額法）を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

同  左 同  左 

  
  

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運
搬具 

３～６年

工具器具備品 ３～15年

    



  （訂正後） 

  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社数 51社 (1）連結子会社数 95社 (1）連結子会社数 70社 

  主要な連結子会社名 

㈱ディージーネットワークス 

㈱ジェイ・コミュニケーショ

ン 

㈱オービーエム 

㈱アイ・イーグループ 

㈱コール・トゥ・ウェブ 

㈱クレイフィッシュ 

㈱ニュートン・フィナンシャ

ル・コンサルティング 

㈱エイチ・ティ・シー 

 ㈱エイチ・ティ・ソリュー

ションズ他15社は新規設立に

より連結の範囲に加えており

ます。 

 ㈱エーコーシステムは株式

の追加取得により、持分法適

用関連会社から連結の範囲へ

と加えております。 

 ㈱コール・トゥ・ウェブ柏

は清算により、連結の範囲か

ら除外しております。 

主要な連結子会社名 

㈱ディージーネットワークス 

㈱ジェイ・コミュニケーショ

ン 

㈱オービーエム 

㈱アイ・イーグループ 

㈱コール・トゥ・ウェブ 

㈱クレイフィッシュ 

㈱ニュートン・フィナンシャ

ル・コンサルティング 

㈱エイチ・ティ・シー 

 愛知タウン㈱他22社は新規

設立により連結の範囲に加え

ております。 

 テレコムサービス㈱他１社

は株式の取得により連結の範

囲に加えております。 

 ＨＴＣパートナーズ,Ｌ.

Ｐ.他２事業体は昨今の情勢

変化に鑑み、連結の範囲に加

えております。 

 ㈱ジェー・ティー・シーは

他の連結子会社に吸収合併さ

れたことにより、上記連結子

会社に含んでおりません。 

 ㈱IJT他１社は売却等によ

り、連結の範囲から除外して

おります。 

 主要な連結子会社の名称は、

「第１ 企業の概況４．関係会

社の状況」に記載しているため

省略しております。 

 ㈱エイチ・ティ・ソリューシ

ョンズ他35社は新規設立によ

り、連結の範囲に加えておりま

す。 

 ㈱エーコーシステム他１社は

株式の追加取得により、持分法

適用関連会社から連結の範囲へ

と加えております。 

 ㈱コール・トゥ・ウェブ柏は

精算により、連結の範囲から除

外しております。 

 ㈱コール・トゥ・ウェブ水戸

他１社は株式の売却により持分

法適用関連会社となりましたの

で、連結の範囲から除外してお

ります。 

  (2）   ――――― (2）非連結子会社の名称等 (2）   ――――― 

     訂正なし   

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）   ――――― (1）持分法適用の非連結子会社 (1）   ――――― 

   訂正なし   

  (2）持分法適用の関連会社数 (2）持分法適用の関連会社数 (2）持分法適用の関連会社数 

  14社 21社 18社 

   訂正なし  訂正なし  訂正なし 

  (3）   ――――― (3）持分法を適用しない非連結子

会社のうち主要な会社 

(3）   ――――― 

    ＨＴＣ・ｅ旅投資事業組合 

ＨＴＣコリア投資事業組合 

  

  (4）持分法を適用しない関連会社

のうち主要な会社 

(4）持分法を適用しない関連会社

のうち主要な会社 

(4）持分法を適用しない関連会社

のうち主要な会社 

  アドゲーター㈱ 

㈱アイフェイス 

アドゲーター㈱ 同  左 



  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  (5）持分法を適用していない関連

会社は、それぞれ中間純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外して

おります。 

(5）持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社は、そ

れぞれ中間純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用

範囲から除外しております。 

(5）持分法を適用していない関連

会社は、それぞれ連結純損益

及び利益剰余金に及ぼす影響

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。 

  (6）持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異

なる会社については、各社の

中間会計期間に係る中間財務

諸表又は仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

(6）    同  左 (6）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

に係る財務諸表又は仮決算に

基づく財務諸表を使用してお

ります。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社のうち、㈱クレイフ

ィッシュ他２社の決算日は９月末

日でありますが、中間連結財務諸

表の作成にあたっては、個々の決

算日に基づく財務諸表を使用して

おります。 

 連結子会社のうち、㈱クレイフ

ィッシュ他３社の決算日が９月末

日であり、中間連結財務諸表の作

成にあたっては、決算日（９月末

日）での仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

 連結子会社のうち、ＨＴＣパー

トナーズ,Ｌ.Ｐ.他２事業体の決

算日が５月末日であり、中間連結

財務諸表の作成にあたっては、８

月末日での仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。 

 連結子会社のうち、㈱クレイフ

ィッシュ他２社の決算日が９月末

日であり、連結財務諸表の作成に

あたっては、中間決算日（３月末

日）での仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

 また、連結子会社の決算期変更

により、㈱HBBの決算日が９月末

日となったため、連結財務諸表の

作成にあたっては、中間決算日

（３月末日）での仮決算に基づく

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）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  イ．有価証券 イ．有価証券 イ．有価証券 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  ① 時価のあるもの ① 時価のあるもの ① 時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理しております。

また、売却原価は、移動

平均法により計算してお

ります。） 

同  左  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

処理しております。ま

た、売却原価は、移動平

均法により計算しており

ます。） 

  ② 時価のないもの ② 時価のないもの ② 時価のないもの 

   移動平均法による原価

法を採用しております。 

同  左 同  左 



  

  

  次へ 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  ――――― ③ 投資事業有限責任組合

等への出資 

③ 投資事業有限責任組合

等への出資 

     入手可能な直近の決算

書に基づき、組合等の損

益及びその他有価証券の

評価差額のうち、当社の

持分相当額を投資事業組

合等損益及びその他有価

証券評価差額金として投

資有価証券に加減する方

法によっております。 

 組合等を連結会社が管

理・運営する場合には、

当該連結会社は、入手可

能な直近の決算書に基づ

き、組合等の資産・負債

及び収益・費用を持分割

合に応じて計上しており

ます。組合等を他者が管

理・運営する場合には、

組合等の損益及びその他

有価証券の評価差額のう

ち、連結会社の持分相当

額を投資事業組合等損益

及びその他有価証券評価

差額金として投資有価証

券に加減する方法によっ

ております。 

  ロ．デリバティブ ロ．デリバティブ ロ．デリバティブ 

  時価法 同  左 同  左 

  ハ．たな卸資産 ハ．たな卸資産 ハ．たな卸資産 

  ① 商品 ① 商品 ① 商品 

  総平均法による原価法 同  左 同  左 

  ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 ② 貯蔵品 

  最終仕入原価法 同  左 同  左 

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 

   主として定率法（ただし、

平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除

く）は定額法）を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

同  左 同  左 

  
  

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運
搬具 

３～６年

工具器具備品 ３～15年

    



表示方法の変更 

  （訂正前） 

  

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

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

（中間連結貸借対照表） （中間連結貸借対照表） 

 「未払金」及び「前受金」は、前中間連結会計期間末

は、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました

が、当中間連結会計期間末において、資産の総額の100

分の５を越えたため区分掲記しております。なお、前中

間連結会計期間末の「未払金」の金額は、4,129百万

円、「前受金」の金額は、562百万円であります。 

―――――― 

  １．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用となること及び「金融商品会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平

成17年２月15日付で改正されたことに伴い、前中間連

結会計期間まで投資その他の資産の「出資金」として

表示しておりました投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（証券取引法第２条２項により有

価証券とみなされるもの）を当中間連結会計期間より

「投資有価証券」として表示する方法に変更しており

ます。なお、当中間連結会計期間末の「投資有価証

券」に含まれる当該出資の額は7,971百万円であり、

前中間連結会計期間における当該出資の額は4,539百

万円であります。 

  ２．「破産債権等」については、前中間連結会計期間に

おいて区分掲記しておりましたが、資産の総額の100

分の５以下であるため、当中間連結会計期間から「そ

の他」に含めて表示することとしました。なお、当中

間連結会計期間末の「破産債権等」は637百万円であ

ります。 

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 

 「受取配当金」は、前中間連結会計期間まで、営業外

収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、金額

的重要性に鑑み、区分掲記しております。なお、前中間

連結会計期間の「その他」に含まれている「受取配当

金」は６百万円であります。 

―――――― 

  １．「支払賃借料」は、前中間連結会計期間は営業外費

用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中

間連結会計期間において、営業外費用の総額の100分

の10以上であるため区分掲記しております。なお、前

中間連結会計期間の「その他」に含まれている「支払

賃借料」は34百万円であります。 



  

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

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

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増減

額」は、前中間連結会計期間において「その他の営業債

務の増減額」に含めて表示しておりましたが、金額的重

要性に鑑み、区分掲記しております。なお、前中間連結

会計期間の「前受金の増減額」による支出は100百万円

であります。 

―――――― 

  １．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用となること及び「金融商品会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平

成17年２月15日付で改正されたことに伴い、前中間連

結会計期間から投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）に対する評価損益を「投資事

業組合等損益」として表示することといたしました。

なお、前中間連結会計期間は評価損107百万円を「出

資金損失負担額」として表示しております。 

  ２．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用となること及び「金融商品会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平

成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当中間連

結会計期間から投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）に対する収入及び支出を「出

資金の回収による収入」から「投資有価証券の売却に

よる収入」及び「出資金の払込による支出」から「投

資有価証券の取得による支出」に計上する方法に変更

いたしました。なお、当中間連結会計期間の「投資有

価証券の売却による収入」及び「投資有価証券の取得

による支出」に含まれる当該出資に対する収入は

2,628百万円、支出は429百万円であります。 



  （訂正後） 

  

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

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

（中間連結貸借対照表） （中間連結貸借対照表） 

 「未払金」及び「前受金」は、前中間連結会計期間末

は、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました

が、当中間連結会計期間末において、資産の総額の100

分の５を越えたため区分掲記しております。なお、前中

間連結会計期間末の「未払金」の金額は、4,129百万

円、「前受金」の金額は、562百万円であります。 

―――――― 

  １．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用となること及び「金融商品会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平

成17年２月15日付で改正されたことに伴い、前中間連

結会計期間まで投資その他の資産の「出資金」として

表示しておりました投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資（証券取引法第２条２項により有

価証券とみなされるもの）を当中間連結会計期間より

「投資有価証券」として表示する方法に変更しており

ます。なお、当中間連結会計期間末の「投資有価証

券」に含まれる当該出資の額は1,252百万円であり、

前中間連結会計期間における当該出資の額は4,539百

万円であります。 

  ２．「破産債権等」については、前中間連結会計期間に

おいて区分掲記しておりましたが、資産の総額の100

分の５以下であるため、当中間連結会計期間から「そ

の他」に含めて表示することとしました。なお、当中

間連結会計期間末の「破産債権等」は1,142百万円で

あります。 

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 

 「受取配当金」は、前中間連結会計期間まで、営業外

収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、金額

的重要性に鑑み、区分掲記しております。なお、前中間

連結会計期間の「その他」に含まれている「受取配当

金」は６百万円であります。 

―――――― 

  １．「支払賃借料」は、前中間連結会計期間は営業外費

用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中

間連結会計期間において、営業外費用の総額の100分

の10以上であるため区分掲記しております。なお、前

中間連結会計期間の「その他」に含まれている「支払

賃借料」は34百万円であります。 



  

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

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

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増減

額」は、前中間連結会計期間において「その他の営業債

務の増減額」に含めて表示しておりましたが、金額的重

要性に鑑み、区分掲記しております。なお、前中間連結

会計期間の「前受金の増減額」による支出は100百万円

であります。 

―――――― 

  １．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用となること及び「金融商品会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平

成17年２月15日付で改正されたことに伴い、前中間連

結会計期間から投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）に対する評価損益を「投資事

業組合等損益」として表示することといたしました。

なお、前中間連結会計期間は評価損107百万円を「出

資金損失負担額」として表示しております。 

  ２．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用となること及び「金融商品会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平

成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当中間連

結会計期間から投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）に対する収入及び支出を「出

資金の回収による収入」から「投資有価証券の売却に

よる収入」及び「出資金の払込による支出」から「投

資有価証券の取得による支出」に計上する方法に変更

いたしました。なお、当中間連結会計期間の「投資有

価証券の売却による収入」及び「投資有価証券の取得

による支出」に含まれる当該出資に対する収入は

2,460百万円、支出は429百万円であります。 



注記事項 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

  

  次へ 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在） 
  

  

現金及び預金勘定 38,623百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△1,923百万円

３ヶ月以内に満期の到来
する債券等 

265百万円

現金及び現金同等物 36,965百万円

  
現金及び預金勘定 12,417百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△1,566百万円

３ヶ月以内に満期の到来
する債券等 

61百万円

預け金 0百万円

現金及び現金同等物 10,912百万円

現金及び預金勘定 29,763百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△1,771百万円

３ヶ月以内に満期の到来
する債券等 

63百万円

預け金 56百万円

現金及び現金同等物 28,111百万円

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在） 
  

  

現金及び預金勘定 38,623百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△1,923百万円

３ヶ月以内に満期の到来
する債券等 

265百万円

現金及び現金同等物 36,965百万円

  
現金及び預金勘定 20,158百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△1,566百万円

３ヶ月以内に満期の到来
する債券等 

437百万円

預け金 0百万円

現金及び現金同等物 19,029百万円

現金及び預金勘定 29,763百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金 

△1,771百万円

３ヶ月以内に満期の到来
する債券等 

63百万円

預け金 56百万円

現金及び現金同等物 28,111百万円



（有価証券情報） 

（訂正前） 

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 

  

（訂正後） 

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 

  

  

  

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日現在） 

取得原価 
（百万円） 

中間連結
貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価
（百万円）

中間連結
貸借対照
表計上額 
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借
対照表計
上額 
（百万円） 

差額 
（百万円）

株式 17,870 21,600 3,730 68,966 82,050 13,084 44,536 48,970 4,434

合計 17,870 21,600 3,730 68,966 82,050 13,084 44,536 48,970 4,434

種類 

前中間連結会計期間末
（平成16年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日現在） 

中間連結貸借対照表計上額
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

(1）非上場株式 

（店頭売買株式を除く） 2,678 8,514 7,636 

(2）非上場社債 95 95 113 

(3）マネー・マネジメント・ファン
ド等 

250 50 50 

(4）その他 14 11 13 

合計 3,039 8,671 7,812 

  

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日現在） 

取得原価 
（百万円） 

中間連結
貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価
（百万円）

中間連結
貸借対照
表計上額 
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借
対照表計
上額 
（百万円） 

差額 
（百万円）

株式 17,870 21,600 3,730 70,015 86,278 16,263 44,536 48,970 4,434

合計 17,870 21,600 3,730 70,015 86,278 16,263 44,536 48,970 4,434

種類 

前中間連結会計期間末
（平成16年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日現在） 

中間連結貸借対照表計上額
（百万円） 

中間連結貸借対照表計上額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

(1）非上場株式 

（店頭売買株式を除く） 2,678 17,755 7,636 

(2）非上場社債 95 595 113 

(3）マネー・マネジメント・ファン
ド等 

250 437 50 

(4）その他 14 ― 13 

合計 3,039 18,788 7,812 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

（訂正前） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、品目の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な品目 

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2,743百万円であり、その主なものは当社の総

務・経理部門等の管理部門に係る費用などであります。 

  

  
法人事業 
（百万円） 

保険事業 
（百万円） 

ＳＨＯＰ事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 47,524 5,879 39,050 451 92,905 － 92,905

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

852 － 931 － 1,783 (1,783) －

計 48,376 5,879 39,982 451 94,689 (1,783) 92,905

営業費用 40,829 5,080 38,335 166 84,411 (2,565) 81,845

営業利益 7,547 799 1,646 284 10,278 782 11,060

  事業区分 主要品目

  法人事業 
複写機、ファクシミリ、固定電話機、付属品
インターネット関連・企画・提供・販売サービス手数料 
マイライン加入取次手数料等 

  保険事業 保険契約取次手数料

  ＳＨＯＰ事業 移動体通信サービス手数料、移動体通信機器等

  その他事業 投資事業等



（訂正後） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、品目の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な品目 

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2,743百万円であり、その主なものは当社の総

務・経理部門等の管理部門に係る費用などであります。 

４．ベンチャーファンド事業のうち、外部出資者持分相当額は、売上高4,358百万円、営業費用1,543百万円であり、営業利

益は2,814百万円であります。 

  

  
法人事業 
（百万円） 

保険事業 
（百万円） 

ＳＨＯＰ事業
（百万円） 

ベンチャー
ファンド事
業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 47,524 5,879 39,050 7,061 99,516 － 99,516

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 

852 － 931 － 1,783 (1,783) －

計 48,376 5,879 39,982 7,061 101,299 (1,783) 99,516

営業費用 40,829 5,080 38,335 2,254 86,499 (2,565) 83,933

営業利益 7,547 799 1,646 4,806 14,800 782 15,582

  事業区分 主要品目

  法人事業 
複写機、ファクシミリ、固定電話機、付属品
インターネット関連・企画・提供・販売サービス手数料 
マイライン加入取次手数料等 

  保険事業 保険契約取次手数料

  ＳＨＯＰ事業 移動体通信サービス手数料、移動体通信機器等

  ベンチャーファンド事業 投資事業



（１株当たり情報） 

（訂正前） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

  

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,336円11銭

１株当たり中間純利益
金額 

160円61銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

159円07銭

 

１株当たり純資産額 1,776円32銭

１株当たり中間純利益
金額 

194円68銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

192円57銭

１株当たり純資産額 1,532円48銭

１株当たり当期純利益
金額 

333円40銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

329円66銭

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 9,229 11,216 19,466 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 300 

（うち利益処分による役員賞与金） － － (300） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（百万円） 

9,229 11,216 19,166 

期中平均株式数（株） 57,465,178 57,613,342 57,487,864 

     

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益金額 

   

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（株） 556,438 631,605 652,382 

（うち新株引受権） （185,371） （135,744） （178,861） 

（うち新株予約権） （371,067） （495,861） （473,521） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新

株予約権の個数4,955

個）。この詳細につい

ては、「第４ 提出会

社の状況 １ 株式の

状況(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

連結子会社発行の新株

引受権附社債１銘柄。 

新株予約権２種類（新

株予約権の個数2,380

個）。この詳細につい

ては、「第４ 提出会

社の状況 １ 株式の

状況(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

新株予約権１種類（新

株予約権の個数680

個）。 

この詳細については、

「第４ 提出会社の状

況 １ 株式の状況

(2）新株予約権等の状

況」又は、「第５ 経

理の状況 １ 連結財

務諸表等(1）連結財務

諸表 ⑤ 連結附属明

細表」の「社債明細

表」に記載のとおりで

あります。 



（訂正後） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

  

  

  

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,336円11銭

１株当たり中間純利益
金額 

160円61銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

159円07銭

 

１株当たり純資産額 1,778円45銭

１株当たり中間純利益
金額 

196円35銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

194円22銭

１株当たり純資産額 1,532円48銭

１株当たり当期純利益
金額 

333円40銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

329円66銭

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

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 9,229 11,312 19,466 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 300 

（うち利益処分による役員賞与金） － － (300） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（百万円） 

9,229 11,312 19,166 

期中平均株式数（株） 57,465,178 57,613,342 57,487,864 

     

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益金額 

   

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（株） 556,438 631,605 652,382 

（うち新株引受権） （185,371） （135,744） （178,861） 

（うち新株予約権） （371,067） （495,861） （473,521） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新

株予約権の個数4,955

個）。この詳細につい

ては、「第４ 提出会

社の状況 １ 株式の

状況(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

連結子会社発行の新株

引受権附社債１銘柄。 

新株予約権２種類（新

株予約権の個数2,380

個）。この詳細につい

ては、「第４ 提出会

社の状況 １ 株式の

状況(2）新株予約権等

の状況」に記載のとお

りであります。 

新株予約権１種類（新

株予約権の個数680

個）。 

この詳細については、

「第４ 提出会社の状

況 １ 株式の状況

(2）新株予約権等の状

況」又は、「第５ 経

理の状況 １ 連結財

務諸表等(1）連結財務

諸表 ⑤ 連結附属明

細表」の「社債明細

表」に記載のとおりで

あります。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

（訂正前） 

  

    
前中間会計期間末 

（平成16年９月30日現在） 
当中間会計期間末

（平成17年９月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金 ※２ 14,945  999 669  

２．売掛金   4,491  1,432 3,277  

３．たな卸資産   18  67 137  

４．短期貸付金   7,343  68 120  

５．関係会社短期貸付
金 

  －  7,278 6,452  

６．未収金   6,011  7,437 13,065  

７．その他 ※３ 3,072  3,702 4,823  

８．貸倒引当金   △82  △93 △156  

流動資産合計    35,800 30.2 20,893 14.6  28,388 23.0

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※1,2 3,850  4,894 4,787  

２．無形固定資産   822  738 738  

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   21,625  89,906 55,030  

(2）関係会社株式   47,664  14,701 26,351  

(3）出資金   4,456  － －  

(4）長期貸付金   6,416  480 398  

(5）関係会社長期貸
付金 

  －  6,082 6,007  

(6）破産債権等   536  107 201  

(7）繰延税金資産   14,964  1,974 7,334  

(8）その他   4,272  3,974 5,227  

(9）投資損失引当金   △20,516  － △8,507  

(10）貸倒引当金   △1,263  △177 △2,395  

投資その他の資産
合計 

  78,156  117,050 89,647  

固定資産合計    82,830 69.8 122,682 85.4  95,173 77.0

資産合計    118,631 100.0 143,576 100.0  123,561 100.0

        



（訂正後） 

  

    
前中間会計期間末 

（平成16年９月30日現在） 
当中間会計期間末

（平成17年９月30日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金 ※２ 14,945  999 669  

２．売掛金   4,491  1,432 3,277  

３．たな卸資産   18  67 137  

４．短期貸付金   7,343  68 120  

５．関係会社短期貸付
金 

  －  7,278 6,452  

６．未収金   6,011  7,437 13,065  

７．その他 ※３ 3,072  3,702 4,823  

８．貸倒引当金   △82  △93 △156  

流動資産合計    35,800 30.2 20,893 14.6  28,388 23.0

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 ※1,2 3,850  4,894 4,787  

２．無形固定資産   822  738 738  

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   21,625  84,307 55,030  

(2）関係会社株式   47,664  14,701 26,351  

(3）その他の関係会
社有価証券 

  －  5,598 －  

(4）出資金   4,456  － －  

(5）長期貸付金   6,416  480 398  

(6）関係会社長期貸
付金 

  －  6,082 6,007  

(7）破産債権等   536  107 201  

(8）繰延税金資産   14,964  1,974 7,334  

(9）その他   4,272  3,974 5,227  

(10）投資損失引当金   △20,516  － △8,507  

(11）貸倒引当金   △1,263  △177 △2,395  

投資その他の資産
合計 

  78,156  117,050 89,647  

固定資産合計    82,830 69.8 122,682 85.4  95,173 77.0

資産合計    118,631 100.0 143,576 100.0  123,561 100.0

        



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前） 

  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 ①子会社株式及び関連会社株式 ①子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 同  左 同  左 

  ②その他有価証券 ②その他有価証券 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理して

おります。また、売却原価

は、移動平均法により計算し

ております。） 

同  左  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ており

ます。また、売却原価は、移

動平均法により計算しており

ます。） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 同  左 同  左 

    投資事業有限責任組合等への

出資 

投資事業有限責任組合等への

出資 

     入手可能な直近の決算書に

基づき、組合等の損益及びそ

の他有価証券の評価差額のう

ち当社の持分相当額を投資事

業組合等損益及びその他有価

証券評価差額金として投資有

価証券に加減する方法によっ

ております。 

同  左 

  (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法 同  左 同  左 

  (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

  商品 商品 商品 

  総平均法による原価法 同  左 同  左 



（訂正後） 

  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 ①子会社株式及び関連会社株式 ①子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 同  左 同  左 

  ②その他有価証券 ②その他有価証券 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理して

おります。また、売却原価

は、移動平均法により計算し

ております。） 

同  左  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ており

ます。また、売却原価は、移

動平均法により計算しており

ます。） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 同  左 同  左 

    投資事業有限責任組合等への

出資 

投資事業有限責任組合等への

出資 

     入手可能な直近の決算書に

基づき、組合等の損益及びそ

の他有価証券の評価差額のう

ち当社の持分相当額を投資事

業組合等損益及びその他有価

証券評価差額金として投資有

価証券及びその他の関係会社

有価証券に加減する方法によ

っております。 

 入手可能な直近の決算書に

基づき、組合等の損益及びそ

の他有価証券の評価差額のう

ち当社の持分相当額を投資事

業組合等損益及びその他有価

証券評価差額金として投資有

価証券に加減する方法によっ

ております。 

  (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

  時価法 同  左 同  左 

  (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

  商品 商品 商品 

  総平均法による原価法 同  左 同  左 



表示方法の変更 

（訂正前） 

  

前中間会計期間
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

（中間貸借対照表） （中間貸借対照表） 

１．「短期貸付金」については、前中間会計期間にお

いて流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

したが、当中間会計期間において資産の総額の100

分の５を超えたため、区分掲記しました。なお、前

中間会計期間の「短期貸付金」の金額は2,372百万

円であります。 

１．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平

成16年12月１日より適用となること及び「金融商品

会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14

号）が平成17年２月15日付で改正されたことに伴

い、前中間会計期間において「出資金」に含まれて

おりました投資事業有限責任組合及びそれに類する

組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）を当中間会計期間より「投

資有価証券」に含めております。なお、当中間会計

期間の「投資有価証券」に含まれる当該の出資の額

は、6,851百万円であります。 

２．「未収金」については、前中間会計期間において

流動資産の「その他」に含めて表示しておりました

が、当中間会計期間において資産の総額の100分の

５を超えたため、区分掲記しました。なお、前中間

会計期間の「未収金」の金額は4,090百万円であり

ます。 

２．「関係会社短期貸付金」及び「関係会社長期貸付

金」については、前中間会計期間において「短期貸

付金」及び「長期貸付金」に含めて表示しておりま

したが、今後においても重要性が増すと見込まれる

ことから、当中間会計期間において区分掲記しまし

た。なお、前中間会計期間の「関係会社短期貸付

金」の金額は7,323百万円、「関係会社長期貸付

金」の金額は、5,887百万円であります。 



（訂正後） 

  

追加情報 

（訂正前） 

 記載なし 

  

（訂正後） 

  

  

  

前中間会計期間
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

（中間貸借対照表） （中間貸借対照表） 

１．「短期貸付金」については、前中間会計期間にお

いて流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

したが、当中間会計期間において資産の総額の100

分の５を超えたため、区分掲記しました。なお、前

中間会計期間の「短期貸付金」の金額は2,372百万

円であります。 

１．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平

成16年12月１日より適用となること及び「金融商品

会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14

号）が平成17年２月15日付で改正されたことに伴

い、前中間会計期間において「出資金」に含まれて

おりました投資事業有限責任組合及びそれに類する

組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）を当中間会計期間より「投

資有価証券」に含めております。なお、当中間会計

期間の「投資有価証券」に含まれる当該の出資の額

は、1,252百万円であります。 

２．「未収金」については、前中間会計期間において

流動資産の「その他」に含めて表示しておりました

が、当中間会計期間において資産の総額の100分の

５を超えたため、区分掲記しました。なお、前中間

会計期間の「未収金」の金額は4,090百万円であり

ます。 

２．「関係会社短期貸付金」及び「関係会社長期貸付

金」については、前中間会計期間において「短期貸

付金」及び「長期貸付金」に含めて表示しておりま

したが、今後においても重要性が増すと見込まれる

ことから、当中間会計期間において区分掲記しまし

た。なお、前中間会計期間の「関係会社短期貸付

金」の金額は7,323百万円、「関係会社長期貸付

金」の金額は、5,887百万円であります。 

前中間会計期間
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

──────  当社子会社が運営する投資事業組合に対する出資は前

中間会計期間において貸借対照表の「出資金」に含めて

表記しておりましたが、当事業年度より当該投資事業組

合を当社の連結の範囲に加えることとしたため、「その

他の関係会社有価証券」として表記しております。 
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