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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期中間連結会計期間より中間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、消費税等は含んでおりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（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株当たり中間

（当期）純損失であるため記載しておりません。 

４．第12期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期 

会計期間 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
６月30日 

自 平成17年 
１月１日 

至 平成17年 
６月30日 

自 平成18年 
１月１日 

至 平成18年 
６月30日 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
12月31日 

自 平成17年 
１月１日 

至 平成17年 
12月31日 

売上高 （千円） － 7,043,374 6,914,772 － 19,425,293 

経常利益又は経常損失

（△） 
（千円） － 1,072,061 △269,291 － 1,634,982 

中間（当期）純損失 （千円） － 2,925,095 1,583,668 － 24,448,722 

純資産額 （千円） － 6,037,161 14,763,945 － 6,294,468 

総資産額 （千円） － 9,659,250 18,346,765 － 22,690,886 

１株当たり純資産額 （円） － 11,726.58 8,195.11 － 5,487.19 

１株当たり中間（当期）純

損失 
（円） － 6,403.38 1,067.69 － 39,187.43 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － 62.5 80.5 － 27.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － △1,019,560 △1,159,985 － △4,652,639 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － △6,450,850 △1,649,836 － △8,080,249 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － 7,416,678 △507,847 － 23,450,473 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
（千円） － 2,557,642 10,316,164 － 13,633,838 

従業員数 

(ほか、平均臨時雇用者数) 
(名) 

－ 

(-) 

51 

(-) 

51 

(4) 

－ 

(-) 

87 

(-) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

    ２. 第10期中については、平成16年６月18日付で株式１株を10株に分割しております。 

３．第11期中以降の潜在株式調整後１株当たり中間（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株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。  

４．第11期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、第11期中以降の持分法を適用した場合

の投資損失及びキャッシュ・フローに関する事項については記載しておりません。 

５．第12期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期 

会計期間 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
６月30日 

自 平成17年 
１月１日 

至 平成17年 
６月30日 

自 平成18年 
１月１日 

至 平成18年 
６月30日 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
12月31日 

自 平成17年 
１月１日 

至 平成17年 
12月31日 

売上高 （千円） 3,063,728 7,043,374 206,724 7,311,673 12,028,254 

経常利益又は経常損失

（△） 
（千円） 183,031 1,098,482 △513,690 507,201 1,474,481 

中間（当期）純利益又は中

間（当期）純損失（△） 
（千円） 176,250 △2,903,164 △1,929,100 496,371 △24,376,624 

持分法を適用した場合の投

資損失 
（千円） － － － 28,854 － 

資本金 （千円） 1,938,358 5,386,020 13,547,535 2,872,733 8,519,250 

発行済株式総数 （株） 284,638.00 514,520.99 1,801,685.41 430,678.00 1,147,246.39 

純資産額 （千円） 2,163,630 6,059,092 14,490,338 3,833,124 6,366,377 

総資産額 （千円） 3,654,759 9,325,073 17,358,885 4,090,597 20,733,276 

１株当たり純資産額 （円） 7,604.55 11,778.25 8,043.24 8,902.69 5,549.87 

１株当たり中間（当期）純

利益又は１株当たり中間

（当期）純損失（△） 

（円） 710.51 △6,355.37 △1,300.58 1,527.24 △39,071.87 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
（円） 460.09 － － 1,165.58 － 

１株当たり中間（年間）配

当額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 59.2 65.0 83.5 93.7 30.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △275,807 － － 398,377 － 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △120,087 － － △705,713 － 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 1,298,898 － － 2,652,245 － 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
（千円） 1,169,466 － － 2,611,373 － 

従業員数 

(ほか、平均臨時雇用者数) 
（名） 

32 

(2) 

40 

(-) 

23 

(-) 

35 

(1) 

37 

(-) 



２【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（ドリームテクノロジーズ株式会社）、子会社５社及び関連

会社２社の計８社により構成されており、ソフトウェアの開発・販売及び通信サービスを主たる業務としておりま

す。 

 当中間連結会計期間における、各部門に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとおりで

あります。 

＜ＩＴソリューション事業＞ 

 主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。 

＜通信サービス事業＞ 

 平成18年６月に、従来からの事業内容のうちＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダ）事業者向けダイ

ヤルアップ接続サービス及び中継電話サービス（マイライン）について、日本テレコム株式会社への事業譲渡によ

り撤退致しました。 

  なお、主要な関連会社の異動はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 なお、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８月17日付でＤＴコミュニケーショ

ンズ株式会社に商号変更しております。 

４【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であり、臨時雇用者数は、当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載してお

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．従業員数は就業人員であります。 

    ２．従業員数が前期末に比し14名減少しましたのは、事業再編に伴う契約形態の変更によるものであります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。 

  平成18年６月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

ＩＴソリューション事業     38（4） 

通信サービス事業       2（-） 

全社（共通）     11（-） 

合計     51（4） 

  平成18年６月30日現在

   従業員数（人） 23   



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間における日本経済は、企業業績の改善や設備投資の増加とともに、個人消費も緩やかながら増

加しており、原油価格の動向が内外経済に与える影響等の懸念材料はあるものの、景気全般としては回復の兆しが見

えてまいりました。 

 このような環境のなか、当社グループはＩＴソリューション事業並びに通信サービス事業を２本柱とする複合情報

通信企業として成長することを、昨年来目指してまいりました。しかしながら、通信サービス事業の主要取引先であ

りました平成電電株式会社が昨年10月に民事再生法を適用申請し、当社が同社の再生支援スポンサーとして選定され

て以降、同社のために支援活動を行ってきましたが、本年４月に、これ以上の支援は当社グループに財政上の悪影響

を及ぼす可能性が高いためスポンサー支援の中止を決定致しました。また、当社グループは、通信サービス事業の再

編を余儀なくされ、その中核でありました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

ップ接続事業と中継電話サービス（マイライン）事業の譲渡を本年６月に行いました。 

 これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高が6,914百万円（前年同期比1.8％減）となり、営業損失は

257百万円、経常損失は269百万円、中間純損失は1,583百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 ＩＴソリューション事業におきましては、①ＺＯＯＭＡ部門では、高精細画像の高速配信技術のＺＯＯＭＡシリー

ズの都市計画ＺＯＯＭＡ（台帳管理ソリューション）などを積極展開し、自治体からの受注を受け、好調な売上を継

続しております。②セキュリティ部門では、情報セキュリティシステムのＯｍｎｉＴｒｕｓｔ製品を取扱っており、

それらは、情報漏洩リスクの防御を高める企業の機運から受注、販売とも増加しております。また、５月からは、日

本独自開発のＮｅｔＳｅｃｕｒｅの販売を開始致しました。③株式会社ベストシステムズ部門では、主力製品である

ＰＣクラスタシステムのマーケットは拡大を続けておりますが、競合企業も多く販売競争が激しさを増しています。

こうした状況下において販売力を強化するため、民間企業への販売に強みを持つ株式会社アルゴグラフィックスとの

合弁により、ＰＣクラスタシステムの販売に特化した新会社設立に向けて対応しております。また、次の収益源と期

待しているグリッドコンピューティングについては、マーケットでの認知が広がり、実用化に向けた取り組みが進ん

でおります。 

 当中間連会計期間における、これらのＩＴソリューション事業の売上高は、940百万円（前年同期比85.3％減）営

業利益21百万円（前年同期比97.8％減）となりました。 

 通信サービス事業におきましては、中継電話サービス事業の売上とＩＳＰ事業者向けダイヤルアップ接続事業の売

上から構成されております。そのうちＩＳＰ売上につきましては、本年６月の平成電電株式会社の破産手続きの開始

により、代理受領している同社からの回収が憂慮されることから、同社から回収すべき売上額859百万円を期首から

遡及取消を行い財務諸表に表示したため、同事業の売上高は、5,974百万円（前年同期比830.6％増）、営業利益70百

万円（前年同期比38.6％減）となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、株式、新株予約権付社債の発行等に

よる収入があったものの、営業権の取得、社債の償還等による支出が大きかったため、前連結会計年度末に比べ、

3,317百万円減少し、当中間連結会計期間末には10,316百万円となりました。 

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は1,159百万円（前年同期は1,019百万円の支出）となりました。これは主に、更生債

権等の増加額948百万円、仕入債務の減少額1,389百万円、未払金の減少額970百万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1,649百万円（前年同期は6,450百万円の支出）となりました。これは主に、営業権

の取得による支出1,699百万円、関係会社株式の取得による支出700百万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） 

 財務活動の結果使用した資金は507百万円（前年同期は7,416百万円の獲得）となりました。これは主に、新株予約

権付社債の発行による収入3,996百万円、株式の発行による収入315百万円、新株予約権付社債の償還による支出

3,700百万円によるものであります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間における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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当中間連結会計期間における受注状況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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間における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．上記には回収の見込めないＩＳＰ事業収益（平成電電㈱の代理受領に係る取引）859,750千円は含まれてお

りません。 

    ２．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

４．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18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 前年同期比（％） 

金額（千円） 

ＩＴソリューション事業 930,198 76.0 

通信サービス事業  ― ― 

合計 930,198 76.0 

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18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

 前年同期比（％） 

受注高（千円） 受注残高（千円） 受注高 受注残高 

ＩＴソリューション事業 1,135,497 217,379 17.7 419.5 

通信サービス事業  ― ― ― ― 

合計 1,135,497 217,379 17.7 419.5 

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18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 前年同期比（％） 

金額（千円） 

ＩＴソリューション事業 940,194 14.7 

通信サービス事業 5,974,577 930.6 

合計 6,914,772 98.2 

相手先 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

平成電電㈱ 6,090,861 86.5 ― ― 



３【対処すべき課題】 

 当社グループは当中間連結会計期間においては、平成電電株式会社の再生支援中止という、大きな路線変更の決断

を致しました。これを受け、当社グループでは利益体質が定着しきらなかった通信事業においては後退をし、創業時

からの中核事業であるＩＴソリューション事業を軸とした事業展開を目標に掲げるに至りました。すなわち、ＩＴソ

リューション事業を主体とした多角的複合企業体、ＩＴコングロマリットの実現を目指し、以下それぞれの課題に対

処していく所存です。 

(1) 組織再編 

 当社グループは、今期中に純粋持株会社体制に移行する手続を完了する予定です。これは、昨年より進めてきた

「組織づくり」の最終的な組織形態の体現となります。これにより当社グループの全体に係る案件と各個別事業

に係る案件との整理のもと、それぞれ重要な意思決定の迅速化を図ります。また、取締役と執行役員の責務を明

確に区別し、取締役は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

督するように致します。一方、執行役員は、個別事業及び業務遂行の責任を全うする事と致します。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。 

(2) ＩＴソリューション事業の充実 

 創業以来当社グループの中核事業であるＩＴソリューション事業につきましては、特にＺＯＯＭＡ事業の販売方

法の見直しをし、今後の売上拡大を目指します。特に自治体向けの営業を一段と強化し、より収益性の高い商品に

引き上げられるような販売戦略を実行するべく、新規代理店の獲得・既存代理店の活性化を進めます。 

 また、オムニトラストジャパン株式会社のセキュリティ商品につきましても、より一層の顧客開拓、販売拡充を

目指し、新規パートナーとのアライアンスも含め顧客獲得策を打ち立ててまいります。 

 さらに、本年７月１日より株式会社アルゴグラフィックスとの共同出資で株式会社ＨＰＣソリューションズを設

立、事業開始した株式会社ベストシステムズにつきましては、これまで通り先駆者として強みのあるクラスタ関連

製品・グリッド関連製品の販売拡大に努めてまいります。 

(3) 新規事業への参入 

 当社グループはソフトウェア、ＩＴ業界に属しておりますが、依然として成長余地の大きい業種であると認識し

ております。これまで、当社グループは高精細画像処理、セキュリティ、クラスタリング、グリッドコンピューテ

ィングなどのソフトウェアの開発・販売に注力してまいりましたが、こうした既存のビジネスとシナジー効果が期

待できる事業には、積極的に投資を行い、企業価値の拡大を目指してまいります。当社グループと致しましては、

新規事業についての研究・開発を独自に行っておりますが、新規事業開発のスピード及び効率性を高めるという点

から、安定性、成長性のある企業のＭ＆Ａを通じての事業ポートフォリオの獲得も、企業価値の増大を実現する上

で、重要な課題であると認識しております。 

(4) 管理体制の充実 

 当社グループは、組織再編、既存事業の強化、新規事業への参入など、積極的な事業展開を実施していく所存で

す。一方で、内部管理体制の充実も重要な課題として認識しております。これまで以上にリスク管理体制を強化

し、グループの発展と経営管理のバランスの取れたグループ運営体制を整備することに努めます。 

 また、コーポレートガバナンスへの取り組みの一環として、内部管理システムの構築を緊急案件とし、経営の透

明性・健全性・遵法性の確保をはじめ、各ステークホルダーへのアカウンタビリティーの重視・徹底、迅速且つ適

切な情報開示、経営責任・管理者責任の明確化を重視した組織体制を確立することに対して、より一層の努力をも

って取り組んでまいります。 

(5) 人材の育成及び確保 

 当社グループは、今後、積極的な事業展開を図っていくなかで、営業、技術など直接的に商品を取り扱う部門に

おいても、またそれを後方から支援する管理部門においても、優秀な人材の確保、人材の継続的な開発・育成と適

材適所への配置が、今後の当社グループ発展の礎となると認識しております。 

 既に、実力本位、実績主義の人事処遇制度を導入しており、優秀な人材を確保する手段は講じておりますが、こ

れ以外にも人材レベルを維持するためにも、また将来予想される事業拡大に対応するためにも、継続的に人員増強

に取り組んでまいります。 



４【経営上の重要な契約等】 

 当中間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。 

      事業譲渡契約 

 当社及び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（現ＤＴコミュニケーションズ株

式会社）は、平成18年６月７日に締結した事業譲渡契約に基づき、日本テレコム株式会社へ下記のとおり事業を

譲渡致しました。 

(1) 譲渡事業 

 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事業、中継電話サービ

ス（マイライン）に係る事業 

(2) 譲渡価額 

        10億円 

(3) 譲渡時期 

        平成18年６月16日 

５【研究開発活動】 

当中間連結会計期間における研究開発活動のうち主なものは以下のとおりであります。これらの研究開発活動によ

り、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は55,467千円となっております。 

(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「都市計画決定図書時系列管理ファイ

リングシステム」の強化を行っております。これまで顧客ターゲットを広範囲に捉えていたＺＯＯＭＡを、特定

業務に特化したシステムとして提供する事によって、よりエンドユーザのニーズに応えられる製品とする事を目

指しております。また、開発にあたり関係協力会社との協議を密に行い、業務提携等の準備も同時進行しており

ますので、将来的な主力製品となる事が見込まれます。 

(2) 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、昨年開発を始めました新製品ＮｅｔＳｅｃｕｒｅの

二次開発を行いました。一次開発に引き続き当新製品の主眼としておりますユーザー環境への多様な対応とメン

テナンスの向上の実現を更に進め、大規模環境下における品質向上やクライアントソフトウェアの厳密な管理等

を実現しました。また、ドキュメントの保護を目的としたプラグインの開発を進め、マイクロソフト製品及び、

アドビ製品に対応し、文書保護機能の実装を行いました。 

 さらに三次開発として、トータルソリューションを求めるユーザーに対応するため、多様な認証機能への連携

機能の実装にも着手しております。 

(3) 当社の子会社である株式会社ベストシステムズは、従来からグリッド技術の実用化に向けて研究開発を行って

おります。災害時にデータの損失を防ぎ、データのリカバリーを可能とする中小企業を販売ターゲットとする 

Ｅｚ－ＤＲサービスシステムの開発を行っており、本年９月にサービスを開始しております。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、当社は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

ップ接続サービス事業を譲渡したことにより、当該事業用の以下の設備を除却しております。 

 提出会社 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグメ
ントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（人） 建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

  土地 
（面積㎡) 

その他 合計 

本社他  

（東京都渋谷区）  
通信サービス事業  通信設備  ― 63,811 ― 5,892 69,704 2 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 (注) 「提出日現在発行数」欄には、平成18年９月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により

発行された株式数は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 4,700,000 

計 4,700,000 

種類 
中間会計期間末現在発
行数（株） 
（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数
（株） 
（平成18年９月22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 1,801,685.41 1,801,685.41 
    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 1,801,685.41 1,801,685.41 － － 



(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） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31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 

代用払込みに関する事項  ―  ―  

調整後払込金額＝調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

        既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数又は処分株式数×１株当たり払込金額又は譲渡価額 

調整後 

払込金額 
＝ 
調整前 

払込金額
× 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数 



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） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31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 

代用払込みに関する事項  ―  ―  

調整後払込金額＝調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

        既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数又は処分株式数×１株当たり払込金額又は譲渡価額 

調整後 

払込金額 
＝ 
調整前 

払込金額
× 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数 



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又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） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31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   

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 

代用払込みに関する事項  ―  ―  

調整後払込金額＝調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率

        既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 
調整前 

払込金額
× 

１株当たりの時価 

        既発行株式数＋新規発行株式数 



   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又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） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31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 

代用払込みに関する事項  ―  ―  

調整後払込金額＝調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率



   ⑤ 第８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又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18年３月29日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個）  43,980   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）  43,980 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円）       23,010 (注)  同左 

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 
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   23,010 

資本組入額  11,505 
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 

代用払込みに関する事項  ―  ―  

調整後払込金額＝調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率



⑥ 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

400百万円）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） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権付社債の残高（百万円）  400 同左 

新株予約権の数（個）  ４ 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）    25,109（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 

代用払込みに関する事項  

   旧商法第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。 

同左 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．新株予約権の権利行使による増加であります。 

       ２．新株予約権付社債の株式転換による増加であります。 

(4）【大株主の状況】 

 （注）１．上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が31,108株あります。 

    ２．前事業年度末現在主要株主であった平成電電株式会社は、当中間期末では主要株主ではなくなりました。 

    ３．前事業年度末現在主要株主であったＭＡＣバイアウト・ファンド第１号投資事業有限責任組合は、当中間

期末では主要株主ではなくなりました。 

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18年１月１日～ 

平成18年６月30日  

（注）１ 

30,000 1,177,246.39 228,240 8,747,490 228,207 24,036,534 

 平成18年１月１日～ 

 平成18年６月30日 

（注）２ 

624,439.02 1,801,685.41 4,800,044 13,547,535 4,799,799 28,836,333 

  平成18年６月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

平成電電株式会社      東京都渋谷区広尾1-1-39 121,204.0 6.73 

ＭＦＦ投資事業組合 東京都港区南青山2-11-16 36,000.0 2.00 

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜2-4-6 22,668.0 1.26 

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 13,371.0 0.74 

立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14 8,240.0 0.46 

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町2-6-4 7,713.0 0.43 

ドイチェバンクアーゲーロンドンピ

ービーファームアカウント614 

（常任代理人 ドイツ証券株式会社） 

WINCHESTER HOUSE 1GREAT  

WOMCHESTER STREET LONDON EC2N  

2DB UK 

（東京都千代田区永田町2-11-1） 

7,557.0 0.42 

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 株式会社三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET  

STREET  LONDON EC4A 2BB UK 

（東京都千代田区丸の内2-7-1） 

7,511.0 0.42 

関本 雅一 東京都世田谷区 6,454.8 0.36 

エスアイエスセガインターセトルエ

ージー 

（常任代理人 株式会社三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行） 

BALSLERSTRASSE 100 CH-4600 OLTEN 

SWITERLAND 

（東京都千代田区丸の内2-7-1） 

5,200.0 0.29 

計 － 235,918.8 13.09 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が31,108株（議決権31,108個）含まれ

ております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は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６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式    129 
－ 

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 1,801,517 1,801,517 同上 

端株 普通株式        39.41 － 同上 

発行済株式総数 1,801,685.41 － － 

総株主の議決権 － 1,801,517 － 

  平成18年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

（自己保有株式）           

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 
129  － 129 0.0 

計 － 129  － 129 0.0 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月  ５月  ６月  

最高（円） 29,200 22,000 29,490 20,700 13,950 11,500 

最低（円） 14,510 12,510 15,300 11,700 6,550 5,130 



３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

（１) 新任役員 

   該当事項はありません。  

（２）退任役員 

（３）役員の異動 

役名 氏名 退任年月日 

代表取締役会長  櫛間 勝見  平成18年５月１日  

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 経営企画部長 取締役 管理本部長 赤根 克洋 平成18年５月22日 

取締役 法務・総務部長 取締役 － 田中 喜之 平成18年９月５日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づ

き、当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基

づいて作成しております。 

  ただし、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当

中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成し

ております。 

  ただし、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表並びに前中

間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６

月30日まで）に係る中間財務諸表について、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、中間監査

を受けております。 



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】 

   
前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（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 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金     2,557,642     10,316,164     13,633,838   

２．受取手形及び売掛
金 

    3,277,211     3,501,954     5,449,334   

３．たな卸資産     10,606     18,926     51,664   

４．その他 ※２   335,054     193,718     463,129   

貸倒引当金     △142     △16     △299,947   

流動資産合計     6,180,372 64.0   14,030,747 76.5   19,298,018 85.0 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１   116,273 1.2   56,525 0.3   131,002 0.6 

２．無形固定資産                     

(1）販売権   2,000,000     ―     ―     

(2）連結調整勘定   ―     266,148     ―     

(3）その他   3,116 2,003,116 20.7 281,825 547,973 3.0 304,312 304,312 1.3 

３．投資その他の資産                     

(1）投資有価証券   1,299,150     2,712,458     2,263,697     

(2) 更生債権等   ―     5,929,869     4,981,704     

(3）その他   45,020     92,523     9,181     

貸倒引当金   △25,328 1,318,841 13.7 △5,050,562 3,684,289 20.1 △4,329,547 2,925,035 12.9 

固定資産合計     3,438,231 35.6   4,288,788 23.4   3,360,350 14.8 

Ⅲ 繰延資産     40,646 0.4   27,229 0.1   32,517 0.2 

資産合計     9,659,250 100.0   18,346,765 100.0   22,690,886 100.0 

                     

 



   
前中間連結会計期間末 

（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（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 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．支払手形及び買掛
金 

    672,417     730,998     2,120,591   

２．短期借入金     211,015     30,000     700,000   

３．一年以内返済予定
の長期借入金 

    555,000     461,317     602,716   

４．一年以内償還予定
の社債 

    200,000     200,000     200,000   

５．新株予約権付社債      ―     400,000     9,700,000   

６．賞与引当金      ―     7,300     6,200   

７．製品保証引当金      ―     11,056     10,615   

８．その他     376,613     935,280     1,919,880   

流動負債合計     2,015,046 20.8   2,775,953 15.1   15,260,004 67.3 

Ⅱ 固定負債                     

１．社債     800,000     600,000     700,000   

２．長期借入金     416,250     55,530     263,128   

３．繰延税金負債     57,184     151,336     153,442   

固定負債合計     1,273,434 13.2   806,866 4.4   1,116,570 4.9 

負債合計     3,288,481 34.0   3,582,819 19.5   16,376,574 72.2 

                     

（少数株主持分）                     

少数株主持分     333,607 3.5   ― ―   19,844 0.1 

                     

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     5,386,020 55.8   ― ―   8,519,250 37.5 

Ⅱ 新株式払込金     397 0.0   ― ―   ― ― 

Ⅲ 資本剰余金     5,300,320 54.9   ― ―   23,808,327 104.9 

Ⅳ 利益剰余金     △4,721,319 △48.9   ― ―   △26,244,947 △115.7 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

    83,317 0.8   ― ―   223,451 1.0 

Ⅵ 自己株式     △11,574 △0.1   ― ―   △11,613 △0.0 

資本合計     6,037,161 62.5   ― ―   6,294,468 27.7 

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    9,659,250 100.0   ― ―   22,690,886 100.0 

                      

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                   

１．資本金    ― ―  13,547,535 73.9   ― ― 

２．資本剰余金    ― ―  28,836,333 157.2   ― ― 

３．利益剰余金    ― ―  △27,828,615 △151.7   ― ― 

４．自己株式    ― ―  △11,689 △0.1   ― ― 

株主資本合計    ― ―  14,543,564 79.3   ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等                   

 その他有価証券評価差
額金 

   ― ―  220,381 1.2   ― ― 

評価・換算差額等合計    ― ―  220,381 1.2   ― ― 

純資産合計    ― ―  14,763,945 80.5   ― ― 

負債純資産合計    ― ―  18,346,765 100.0   ― ― 

           



②【中間連結損益計算書】 

   

 前中間連結会計期間 

  (自 平成17年１月１日 

    至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
（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
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※１   7,043,374 100.0   6,914,772 100.0   19,425,293 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１   5,603,901 79.6   4,940,400 71.4   15,011,906 77.3 

売上総利益     1,439,472 20.4   1,974,372 28.6   4,413,386 22.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※２   330,715 4.7   2,232,063 32.3   2,653,260 13.7 

営業利益又は営業
損失（△） 

    1,108,756 15.7   △257,690 △3.7   1,760,126 9.0 

Ⅳ 営業外収益                     

１．受取利息   1,311     142     3,955     

２．受取配当金    ―     ―     18,500     

３．業務受託料    ―     157,655     ―     

４．連結調整勘定償却   9,218     ―     9,218     

５．持分法による投資
利益 

  ―     18,214     ―     

６．その他   1,363 11,893 0.2 18,013 194,025 2.8 3,078 34,752 0.2 

Ⅴ 営業外費用                     

１．支払利息   7,785     29,747     31,130     

２．新株発行費   32,386     141,432     93,791     

３．社債発行費償却   8,129     ―     30,168     

４．その他   286 48,588 0.7 34,446 205,626 3.0 4,806 159,896 0.8 

経常利益又は経常
損失（△） 

    1,072,061 15.2   △269,291 △3.9   1,634,982 8.4 

Ⅵ 特別利益                     

１．関係会社株式売却
益  

  ―     ―     640,638     

２．事業譲渡益    ―     952,380     ―     

３．その他   ― ― ― 310 952,691 13.7 ― 640,638 3.3 

Ⅶ 特別損失                     

１．固定資産除却損 ※３ ―     7,600     1,543     

２．営業権償却   4,000,000     1,699,340     19,000,000     

３．事業整理損  ※１ ―     145,245     ―     

４．貸倒引当金繰入額    ―     405,598     4,756,611     

５．その他    ― 4,000,000 56.8 6,112 2,263,896 32.7 3,275,582 27,033,737 139.2 

税金等調整前中間
（当期）純損失 

    2,927,938 △41.6   1,580,496 △22.9   24,758,115 △127.5 

法人税、住民税及
び事業税 

  1,805     3,171     9,019     

法人税等調整額    ― 1,805 0.0 ― 3,171 0.0 ― 9,019 0.0 

少数株主損失     4,649 0.1   ― ―   318,412 1.6 

中間（当期）純損
失 

    2,925,095 △41.5   1,583,668 △22.9   24,448,722 △125.9 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 中間連結剰余金計算書 

   

前中間連結会計期間 

  （自 平成17年１月１日 

   至 平成17年６月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     2,787,133   2,787,133 

Ⅱ 資本剰余金増加高           

１．増資による新株の発行   2,513,187   5,646,417   

２．株式交換に伴う資本剰
余金増加高 

  ― 2,513,187 15,374,775 21,021,193 

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    5,300,320   23,808,327 

     

（利益剰余金の部）           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △1,796,224   △1,796,224 

Ⅱ 利益剰余金減少高           

１．中間（当期）純損失   2,925,095 2,925,095 24,448,722 24,448,722 

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    △4,721,319   △26,244,947 

    



 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日）  

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年12月31日 残高（千円） 8,519,250 23,808,327 △26,244,947 △11,613 6,071,017 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 5,028,284 5,028,006     10,056,291 

中間純利益     △1,583,668   △1,583,668 

自己株式の取得       △75 △75 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
5,028,284 5,028,006 △1,583,668 △75 8,472,547 

平成18年６月30日 残高（千円） 13,547,535 28,836,333 △27,828,615 △11,689 14,543,564 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

評価・換算差額等
合計 

平成17年12月31日 残高（千円） 223,451 223,451 19,844 6,314,312 

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行       10,056,291 

中間純利益       △1,583,668 

自己株式の取得       △75 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△3,069 △3,069 △19,844 △22,913 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△3,069 △3,069 △19,844 8,449,633 

平成18年６月30日 残高（千円） 220,381 220,381 ― 14,763,945 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   

前中間連結会計期間 

 (自 平成17年１月１日 

  至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

  至 平成18年６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17年１月１日 
  至 平成17年12月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

税金等調整前中間（当
期）純損失 

  △2,927,938 △1,580,496 △24,758,115 

減価償却費   20,489 64,347 75,925 

連結調整勘定償却額   △9,218 14,007 △9,218 

貸倒引当金の増加額   123 421,083 5,056,541 

賞与引当金の増加額及び
減少額（△） 

  ― 1,100 △2,800 

製品保証引当金の増加額
及び減少額（△） 

  ― 440 △1,309 

受取利息及び受取配当金   △1,311 △142 △22,455 

持分法による投資利益   ― △18,214 ― 

支払利息   7,785 29,747 31,130 

社債発行費償却   8,129 9,076 30,168 

新株発行費   32,386 141,432 93,791 

為替差損    ― 3,767 73 

関係会社株式売却益    ― △154 △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 

社債償還益   ― △156 ― 

事業譲渡益   ― △952,380 ― 

固定資産除却損    ― 7,600 1,543 

事業整理損   ― 91,769 ― 

営業権償却   4,000,000 1,699,340 19,000,000 

販売権償却   ― ― 2,000,000 

売上債権の減少額及び増
加額（△） 

  △2,806,385 1,947,379 △5,122,348 

更生債権等の増加額   ― △948,165 △5,151,130 

たな卸資産の減少額及び
増加額（△） 

  △4,714 32,738 △426,728 

仕入債務の減少額（△）
及び増加額 

  463,118 △1,389,593 2,424,050 

未払金の減少額（△）及
び増加額 

  324,645 △970,318 1,612,274 

その他   △112,784 270,503 △146,202 

小計   △1,005,672 △1,125,285 △4,639,679 

 



   

前中間連結会計期間 

 (自 平成17年１月１日 

  至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

  至 平成18年６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17年１月１日 
  至 平成17年12月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取額   1,179 142 22,455 

利息の支払額   △13,889 △29,747 △31,670 

法人税等の支払額   △1,177 △5,094 △3,744 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △1,019,560 △1,159,985 △4,652,639 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

        

投資有価証券の取得によ
る支出 

  △55,050 △35,564 ― 

関係会社株式の取得によ
る支出 

  △150,000 △700,158 △1,778,752 

関係会社株式の売却によ
る収入 

  ― 155 153,803 

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 ― △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 

有形固定資産の取得によ
る支出 

  △113,982 △35,162 △135,378 

無形固定資産の取得によ
る支出 

  ― △32,191 △301,634 

販売権の取得による支出   △2,000,000 ― △2,000,000 

営業権の取得による支出   △4,000,000 △1,699,340 △4,000,000 

貸付けによる支出   △538,196 △20,000 △2,000 

貸付金の回収による収入   420,000 280 130 

事業譲渡による収入   ― 952,380 ― 

その他   △975 △80,236 △1,580 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △6,450,850 △1,649,836 △8,080,249 

 



   

前中間連結会計期間 

 (自 平成17年１月１日 

  至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

  至 平成18年６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17年１月１日 
  至 平成17年12月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

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   200,000 △670,000 698,297 

長期借入れによる収入   1,110,000 ― 1,110,000 

長期借入金の返済による
支出 

  △138,750 △348,997 △393,964 

社債の発行による収入   3,951,224 ― 5,943,044 

社債の償還による支出   ― △100,000 △2,100,000 

新株予約権付社債の発行
による収入  

  ― 3,996,211 9,694,270 

新株予約権付社債の償還
による支出 

  ― △3,700,000 ― 

株式の発行による収入    1,994,484 315,014 8,199,143 

自己株式の取得による支
出 

  △279 △75 △318 

少数株主からの払込によ
る収入 

  300,000 ― 300,000 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  7,416,678 △507,847 23,450,473 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  

  ― △3 △73 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額（△）及び増加額 

  △53,731 △3,317,673 10,717,511 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

  2,611,373 13,633,838 2,611,373 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現
金同等物の増加額  

  ― ― 304,953 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

※ 2,557,642 10,316,164 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 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(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、前連結会計年度に

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、また、当中間

連結会計期間においても1,583,668千円

の中間純損失を計上し、営業活動によ

るキャッシュ・フローも1,159,985千円

の資金流出となっております。 

 また、平成18年６月に当社グループ

の主要な取引先であった平成電電株式

会社が破産手続きを開始したことで、

重要な取引先を喪失するとともに同社

からの債権回収が困難と見込まれる状

況となっていることにより、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

べく既存のＩＴソリューション事業を

中核事業と位置付け、自治体向けの営

業の強化、代理店網の拡大、活性化の

推進、販売の拡大を図るとともに、更

なる収益の期待ができる事業に積極的

に参入するべくプロジェクトチームを

立ち上げております。 

 また、当社グループは持株会社体制

に移行するとともに、既存事業の子会

社への移管、新規事業への積極的参入

を目指し、将来的には、ＩＴコングロ

マリット、すなわちＩＴソリューショ

ン事業を主体とした多角的複数企業体

の実現に向けて努力してまいります。

また引続き人材の育成及び確保に努め

てまいります。 

  これらの経営施策によって、当下半

期以降の業績は改善できるものと見込

まれます。 

 中間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

要な疑義の影響を中間連結財務諸表に

は反映しておりません。  

  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。  



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(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 ２社  

 主要な連結子会社名   

  オムニトラストジャパン㈱ 

  ㈱ＩＴマーケティングエー

ジェンシー 

  上記のうち、オムニトラスト

ジャパン㈱については、当中間

連結会計期間において新たに設

立したため、連結の範囲に含め

ております。また、㈱ＩＴマー

ケティングエージェンシーにつ

いては、当中間連結会計期間に

おいて新たに同社株式を取得し

たことにより連結子会社となっ

たため、連結の範囲に含めてお

ります。 

(1）連結子会社の数 ３社  

 主要な連結子会社名   

  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㈱ 

(1）連結子会社の数 ３社  

 主要な連結子会社名   

  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㈱ 

 上記のうち、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、㈱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

会計年度において株式交換によ

り完全子会社となったため、連

結の範囲に含めております。 

 なお、㈱ＩＴマーケティング

エージェンシーについては、当

中間連結会計期間において新た

に同社株式を取得したことによ

り連結子会社となったため、連

結の範囲に含めておりました

が、同社全株式を売却したた

め、当連結会計年度末において

連結の範囲から除いておりま

す。 

 
(2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

 ＤＴはやぶさ証券㈱ 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

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㈱ 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

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、中間純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

（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）   ───── (1) 持分法適用の関連会社数 １社 

 主要な会社名  

   アジア航測㈱ 

(1) 持分法適用の関連会社数 １社 

 主要な会社名   

   アジア航測㈱  

   アジア航測㈱については、当

連結会計年度において同社株式

を追加取得したことにより関連

会社となったため、持分法の適

用範囲に含めております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

 (2）持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な

会社の名称等 

 ＤＴはやぶさ証券㈱   

 ㈱キューウエーブ 

 ㈱ＩＲＩコミュニケーションズ

(2）持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な

会社の名称等 

 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 

  

(2）持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な

会社の名称等 

 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

 
（持分法を適用していない理由）

 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社は、中間

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

除いても中間連結財務諸表に及

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。 

（持分法を適用していない理由）

同左 

 （持分法を適用していない理由) 

 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）   ───── (3) 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を

使用しております。  

(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．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

  連結子会社のうち、㈱ＩＴマー

ケティングエージェンシーの中間

決算日は２月28日であります。 

  中間連結財務諸表の作成に当た

っては、中間連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく中間財務諸

表を使用しております。 

  連結子会社のうち、㈱ベストシ

ステムズの中間決算日は４月30日

であります。 

  中間連結財務諸表の作成に当た

っては、中間連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく中間財務諸

表を使用しております。 

 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 

    中間連結決算日の市場価

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） 

(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 

    中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定） 

(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  

───── 

   時価のないもの  

    移動平均法に基づく原価

法  

 時価のないもの 

同左 

 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 たな卸資産 

同左 

② たな卸資産 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

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   ５～16年 

 機械装置及び運搬具 ３～６年 

  工具器具備品    ５～20年 

(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 

(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 

同左  

 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。 

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。 

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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

 ② 賞与引当金 

───── 

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、当中

間連結会計期間負担額を計上し

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 

───── 

③ 製品保証引当金 

 製品の無償補修に係る支出に

備えるため、過去の実績に基づ

き計上しております。 

③ 製品保証引当金 

同左 

 
(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。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 
(5）重要なヘッジ会計の方法 

───── 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

───── 

(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）その他中間連結財務諸表作成

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。 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キャ

ッシュ・フロー計算書）

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。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

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

────── （固定資産の減損に係る会計基準） ────── 

   当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。 

  

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

────── 

   当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は14,763,945千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

────── （中間連結貸借対照表） 

 「更生債権等」は、前中間連結会計期間末は、投資その

他の資産の「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を超

えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間末の「更生債権等」の金額は

25,328千円であります。 

────── （中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「社債

発行費償却」（当中間連結会計期間は9,076千円）は、営

業外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費

用の「その他」に含めて表示しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

48,623千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

37,268千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

123,373千円 

※２ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、流動資産の「そ

の他」に含めて計上しておりま

す。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左  

※２     ───── 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

 ※１    ─────  ※１ 売上高及び売上原価について

は、回収の見込めないＩＳＰ事業

収益859,750千円及びこれに対応

する原価397,413千円を不計上と

しております。なお、同事業の整

理に関連して当社が負担すべき額

135,320千円を事業整理損として

特別損失に計上しております。 

 ※１    ───── 

 ※２ 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。 

給料手当 52,019千円

支払報酬 35,352 

支払手数料  47,884 

租税公課 35,270 

 ※２ 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 11,484千円

業務委託費 795,639 

支払手数料  749,792 

製品保証引当金繰

入額 
10,156 

賞与引当金繰入額 6,240 

 ※２ 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 

 ※３    ─────  ※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 5,858千円

工具器具備品 1,742 

 ※３ 固定資産除却損の内訳 

工具器具備品 1,543千円



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加654,439.02株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加30,000

株、新株予約権付社債の株式転換による増加624,439.02株であります。 

２．普通株式の自己株式の増加3.42株は単元未満株式の買取りによるものであります。 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

 ３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間 

末株式数（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１ 1,147,246.39 654,439.02 ― 1,801,685.41 

合計 1,147,246.39 654,439.02 ― 1,801,685.41 

自己株式         

普通株式（注）２ 125.59 3.42 ― 129.01 

合計 125.59 3.42 ― 129.01 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12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17年６月30日現在) 

 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。 

(平成18年６月30日現在)  

 同左 

(平成17年12月31日現在) 

同左 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年１月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（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（借主側） 

 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（借主側） 

 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(借主側） 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

工具器具

備品 
4,100 1,298 2,802

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

中間期末
残高相当
額 
（千円）

機械装置及

び運搬具 
1,044,639 899,446 145,192

有形固定資

産（工具器

具備品）  

31,066 8,081 22,984

合計  1,075,705 907,528 168,176

(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（工具器

具備品）  

34,666 4,627 30,038

合計  1,079,305 799,610 279,694

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額  (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内      916千円

１年超      2,215千円

 合計  3,131千円

１年内 187,743千円

１年超 23,282千円

 合計   211,026千円

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 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料    458千円

減価償却費相当額    410千円

支払利息相当額   70千円

支払リース料 146,995千円

減価償却費相当額 108,158千円

支払利息相当額 17,627千円

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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左  

(5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額の差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっておりま

す。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左  

(5）利息相当額の算定方法 

同左  

 （減損損失について）  

  リース資産に配分された減損損失はありま

せん。  

 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年６月30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 

当中間連結会計期間末（平成18年６月30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 

前連結会計年度末（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 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 261,217 401,720 140,502 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他  ― ― ― 

合計 261,217 401,720 140,502 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 897,430 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 20,834 16,171 4,663 

(2）債券  ― ― ― 

(3）その他  ― ― ― 

合計 20,834 16,171 4,663 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 16,500 

  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 270 782 512 

(2）債券  ― ― ― 

(3）その他  ― ― ― 

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） 

前中間連結会計期間（平成17年６月30日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（平成18年６月30日） 

中間期末残高がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（平成17年12月31日） 

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。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．ストック・オプションの内容及び規模 

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

（注）１．付与数については株式数に換算して記載しております。  

２．会社法施行日前に付与したものであり「ストック・オプション等に関する会計基準」は適用さ

れていないため記載しておりません。 

２．中間財務諸表への影響額 

会社法施行前に付与しているため、影響はありません。 

  平成18年ストック・オプション 

 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 

 ストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式 43,980株 

 付与日 平成18年３月29日 

 権利確定条件 
 付与日（平成18年３月29日）以降、権利確定日（平

成20年３月31日）まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間  ２年間（自平成18年３月29日至平成20年３月31日）

 権利行使期間  平成20年４月１日から平成28年３月31日 

 権利行使価格（円） 23,010 

 公正な評価単価（付与日）（円）（注）２ ― 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

前連結会計年度（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。 

 
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） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 6,401,376 641,998 ― 7,043,374 ― 7,043,374 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ― ― ― ― 

計 6,401,376 641,998 ― 7,043,374 ― 7,043,374 

営業費用 5,407,821 526,796 ― 5,934,617 ― 5,934,617 

営業利益 993,554 115,202 ― 1,108,756 ― 1,108,756 

 
ITソリューシ
ョン事業 
（千円） 

通信サービス
事業（千円） 

計（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 940,194 5,974,577 6,914,772 ― 6,914,772 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
14,199 220 14,419  (14,419) ― 

計 954,394 5,974,798 6,929,192  (14,419) 6,914,772 

営業費用 932,577 5,904,102 6,836,679 335,784 7,172,463 

営業利益又は営業損失（△） 21,817 70,695 92,512  (350,203) △257,690 

 
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） 

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 



２．各区分の主な製品 

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 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年１月１

日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成17年１月１日 至平成17年12月31日）において、本邦以

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

事業区分  主要製品  

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  

  
前中間連結会
計期間 
（千円） 

当中間連結会
計期間 
（千円） 

前連結会計年
度（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に

含めた配賦不能営業費

用の金額  

― 360,679 418,069 

当社の管理部門に係る費用でありま

す。なお、当該費用は前連結会計年

度下期より発生しているため、前中

間連結会計期間には該当事項はあり

ません。  



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成17年１月１日 至平成17年６月30日）において、海外売上高がないため該当事項

はありません。当中間連結会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（自平成

17年１月１日 至平成17年12月31日）において、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。 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間（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。 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(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 11,726円58銭  8,195円11銭 5,487円19銭 

１株当たり中間（当期）純

損失金額 
 6,403円38銭 1,067円69銭 

39,187円43銭 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額  

 潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、中間純損失が計上され

ているため記載しておりま

せん。  

 潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、潜在株式は存在するも

のの１株当たり中間純損失

であ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。 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

中間（当期）純損失 

（千円） 
2,925,095 1,583,668 24,448,722 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
― ― ― 

普通株式に係る中間（当

期）純損失（千円） 
2,925,095 1,583,668 24,448,722 

期中平均株式数（株） 456,804 1,483,267 623,892 

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益金

額の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

 新株予約権４種類（新株

予約権の数109,144個）。 

  なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況、１

株式等の状況、(2）新株予

約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

 第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債（券面総

額400,000千円）及び新株予

約権５種類（新株予約権の

数153,122個）。 

  なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況、１

株式等の状況、(2）新株予

約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

 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） 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

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

１．新株式発行 
  平成17年7月1日から監査報告書
作成日現在までに平成電電コミュ
ニケーションズ㈱外３社との株式
交換及び当社第３回新株予約権の
一部行使に伴い発行済株式総数、
資本金、資本準備金が以下のよう
に増加しております。 
増加発行済株式総数 265,302.40株 
 作成日現在発行済株式総数   
           779,823.39株 
 増加資本金            397千円 
 作成日現在資本金  5,386,417千円 
 増加資本準備金  15,375,172千円 
 作成日現在資本準備金 
          20,675,493千円 
  
２. 平成電電コミュニケーションズ
㈱との株式交換 

   当社と平成電電コミュニケーシ
ョンズ㈱は、当社における電気通
信事業の拡大と顧客基盤の強化を
目的として、平成17年５月31日に
平成電電コミュニケーションズ㈱
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31日に株式交換を実施致
しました。 
(1) 株式交換契約の概要 
①株式交換の内容  
 当社は、平成電電コミュニケー
ションズ㈱と旧商法第352条ないし
第363条に定める方法により株式交
換を行いました。 
②株式交換の日 
 平成17年８月31日 
③株式交換に際して発行した株式数 
普通株式 243,684株 
④増加した資本金及び資本準備金
額資本金        －千円 
資本準備金 15,018,000千円 

(2) 平成電電コミュニケーションズ
㈱の概要 
①主な事業内容 
 電気通信事業 
②売上高及び当期純利益（平成17年 
 １月期） 
 売上高     －千円 
 当期純利益   －千円 
③資産、負債、資本の状況（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 

────── 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致
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、発行致しまし
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、旧商法第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。 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

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

３．㈱アイ・ティーマーケティングソ
リューションズとの株式交換 
  当社と㈱アイ・ティーマーケテ
ィングソリューションズは、ＩＴ
の発展に伴うカスタマーニーズの
高度化、多様化に対応するため、
平成17年５月31日に㈱アイ・ティ
ーマーケティングソリューション
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日に株式交換を実施
致しました。 
(1) 株式交換契約の概要 
①株式交換の内容 
 当社は、㈱アイ・ティーマーケ
ティングソリューションズと旧商
法第352条ないし第363条に定める
方法により株式交換を行いまし
た。 

   ②株式交換の日 
    平成17年８月２日 
③株式交換に際して発行した株式
数 
普通株式 9,454株 
④増加した資本金及び資本準備金
額 
 資本金      －千円 
 資本準備金 147,001千円 
(2) ㈱アイ・ティーマーケティング
ソリューションズの概要 
①主な事業内容 
人材ソリューション事業、ソフ
トウェア開発事業、ネットワーク
ソリューション事業、デジタルコ
ンテンツ開発事業 
②売上高及び当期純利益（平成17年 
 ３月期） 
 売上高   2,540,797千円 
 当期純利益  48,246千円 
③資産、負債、資本の状況（平成17 
 年３月31日現在） 
 資産合計  1,413,336千円 
 負債合計   1,107,287千円 
 資本合計   306,049千円 

 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、旧商法第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
または旧商法第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。 
(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
消却致しました。 
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
ることに致しました。 
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 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

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

４．㈱ベストシステムズとの株式交換 
  当社と㈱ベストシステムズは、
ＩＴの発展に伴うカスタマーニー
ズの高度化、多様化に対応するた
め、平成17年５月31日に㈱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
換を実施致しました。 
(1) 株式交換契約の概要 
①株式交換の内容 
 当社は、㈱ベストシステムズと
旧商法第352条ないし第363条に定
める方法により株式交換を行いま
した。 
②株式交換の日 
  平成17年８月２日 
③株式交換に際して発行した株式
数 
  普通株式 9,345株 
④増加した資本金及び資本準備金
額 
 資本金       －千円 
  資本準備金  196,011千円  
(2) ㈱ベストシステムズの概要 
①主な事業内容 
 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売上高及び当期純利益（平成17年 
  ４月期） 
 売上高      679,924千円 
 当期純利益     67,679千円 
③資産、負債、資本の状況（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 
５．ミリオン㈱との株式交換 
 当社とミリオン㈱は、ＩＴの発
展に伴うカスタマーニーズの高度
化、多様化に対応するため、平成
17年５月31日にミリオン㈱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日に株式交換を実施致しまし
た。 
(1) 株式交換契約の概要 
 ①株式交換の内容 
    当社は、ミリオン㈱と旧商法第 
 352条ないし第363条に定める方法 
 により株式交換を行いました。 
 ②株式交換の日 
    平成17年８月２日 
   ③株式交換に際して発行した株式数 

普通株式 2,800株 

 ※ 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致
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
致しました。 
(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。 
(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。 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

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

④増加した資本金及び資本準備金額 
 資本金      －千円 
 資本準備金  13,762千円 
(2) ミリオン㈱の概要 
①主な事業内容 
 コンピュータに関する総合的コ
ンサルタント業務、コンピュータ
及びその関連機器による情報シス
テムの分析・設計とプログラム作
成業務、コンピュータ及びその関
連機器のソフトウェアの開発業
務、コンピュータ及びその関連機
器の運行管理代行業務 

  ②売上高及び当期純利益（平成17年 
   ３月期） 
    売上高      1,805,939千円 
    当期純利益        28,050千円 
  ③資産、負債、資本の状況（平成17 
   年３月31日現在） 
    資産合計      1,337,922千円 
    負債合計       1,019,109千円 
    資本合計      318,812千円 
６．新株予約権付社債発行の決議 
 平成17年９月９日開催の当社取締
役会において、平成17年９月30日を
払込期日とする第三者割当ての方法
による転換価額修正型新株予約権付
社債の発行を決議しました。その概
要は次のとおりであります。 
(1) 発行総額 5,000,000,000円 
(2) 発行価額 社債額面金額の
100％（社債額面金額100,000,000） 
(3) 払込期日 平成17年９月30日 
(4) 償還期限 平成19年９月30日 
(5) 償還価額 社債額面金額の
100％ 
(6) 利率   本社債には利息を付
さない 
(7) 本新株予約権の目的となる株
式の種類及び数 
①種類 当社普通株式 
②数  本新株予約権の行使に
より当社が当社普通株式を新た
に発行又はこれに代えて当社の
保有する当社普通株式を移転
（以下、当社普通株式の発行又
は移転を「発行・移転」とい
う。）する数は、行使請求に係
る本社債の発行価額の総額を下
記(9)記載の転換価額で除した数
とする。 
(8) 本新株予約権の総数 50個 
(9) 本新株予約権の行使に際して
払込をなすべき額 

①本社債の発行価額と同額とする。 
②転換価額は当初74,800円とする。 

 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。     

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

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

③転換価額の修正 
 （イ）本新株予約権の各行使請
求の効力発生日の前日まで（当日
を含む。）の３連続取引日（但
し、終値のない日は除く。）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（以
下「平均終値」という。）が、平
成17 年9 月30 日の大阪証券取引
所における当社普通株式の普通取
引の終値（当日に終値のない場合
は、終値のあるその日に先立つ直
近日の終値とする。以下「基準
値」という。）以上である場合に
は、転換価額は、当該効力発生日
以降、当該平均終値の90％に相当
する金額の1 円未満の端数を切り
上げた金額に修正される。 
 （ロ）平均終値が、基準値未満
である場合には、転換価額は、当
該効力発生日以降、当該平均終値
に相当する金額の1 円未満の端数
を切り上げた金額に修正される。
ただし、かかる場合でも、当社が
本社債権者に対し通知した場合に
は、当該通知のなされた日の翌日
（当日を含む。）以降、当社が本
社債権者に対し当該通知を撤回す
る旨を通知した日（当日を含
む。）までの期間中、転換価額の
修正にあたっては上記(イ)の規定
を適用する。当社は、行使請求期
間中、上記の転換価額の修正方法
の変更の通知及びその撤回の通知
を、何回でも行うことができる。 
  （ハ）上記(イ)及び(ロ)の適用
に関して、大阪証券取引所が当社
普通株式の上場廃止を決定してい
る場合を除き、(ⅰ)修正後の転換
価額が149,600 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、(ⅱ)修正後の転換
価額が37,400 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、下限
転換価額及び基準値は、下記④の
規定を準用して調整される。 
 ④転換価額は、本新株予約権付社
債発行後、当社が当社普通株式の
時価を下回る発行価額又は処分価
額で当社普通株式を発行又は処分
する場合には、次の算式により調
整される。 

 (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、旧商法第373条
に定められた新設分割、旧商法
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旧商法第
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 
 旧商法第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。   

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

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

 <算式> 

 また、転換価額は、当社普通株
式の分割・併合、当社普通株式の
時価を下回る価額をもって当社普
通株式の交付を請求できる新株予
約権（新株予約権付社債に付され
たものを含む。）の発行等が行わ
れる場合その他一定の事由が生じ
た場合にも適宜調整される。 
(10)本新株予約権の行使請求期間 
 平成17年10月１日から平成19
年９月26日までとする。 
(11)その他の本新株予約権の行使
の条件 
 各本新株予約権の一部行使は
できないものとする。 
(12)資金の使途 
 ワイヤレスモバイルサービス
事業への設備投資に充当 

    

既発

行 

株式

数 

  

＋

新発

行・ 

処分株

式数 

×

１株当たり

の 

発行・処分

価額 

調整

後 

転換

価額 

＝

調整

前 

転換

価額 

×

時価 

既発行株式数＋新発行・処分

株式数 

 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。    

(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。 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

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

  (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致しました。 
(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。 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(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
決議致しました。 
(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
意書を締結致しました。 
 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、当社並びに平成電
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。 

 



(2）【その他】 

      該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

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

  (3) 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。 

 

 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。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末の要約貸借対照表 
（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 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金   2,236,137     7,831,745     12,291,688     

２．売掛金   3,221,941     339,073     956,081     

３．たな卸資産   6,782     288     866     

４．前渡金   36,592     ―     34,510     

５．短期貸付金   118,196     ―     800,000     

６．立替金   ―     1,050,094     ―     

７．その他 ※２ 187,216     901,196     158,406     

貸倒引当金   △142     △99     △299,985     

流動資産合計     5,806,724 62.3   10,122,299 58.3   13,941,567 67.2 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１                   

(1）機械及び装
置 

  93,020     ―     67,552     

(2）工具器具備
品 

  15,851     15,503     21,366     

(3）その他   6,273     11,405     5,998     

有形固定資産
合計 

    115,144 1.2   26,908 0.2   94,917 0.5 

２．無形固定資産     3,116 0.0   4,164 0.0   4,615 0.0 

３．投資その他の
資産 

                    

(1）投資有価証
券 

  401,720     15,246     0     

(2）関係会社株
式 

  2,938,030     20,185,585     19,485,427     

(3) 関係会社長
期貸付金 

  ―     2,628,500     2,800,000     

(4）差入保証金   19,505     ―     ―     

(5）更生債権等   25,328     5,704,164     4,947,696     

(6）その他   186     79,016     2,079     

貸倒引当金   △25,328     △4,948,530     △4,296,028     

投資損失引
当金  

  ―     △16,485,697     △16,279,515     

投資その他の
資産合計 

    3,359,441 36.1   7,178,283 41.3   6,659,659 32.1 

固定資産合計     3,477,702 37.3   7,209,356 41.5   6,759,191 32.6 

Ⅲ 繰延資産     40,646 0.4   27,229 0.2   32,517 0.2 

資産合計     9,325,073 100.0   17,358,885 100.0   20,733,276 100.0 

                      

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年６月30日） 
前事業年度末の要約貸借対照表 
（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 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１. 買掛金   672,417     431,133     930,499     

２．短期借入金    755,000     416,250     1,255,000     

３．一年以内償還
予定の社債  

  200,000     200,000     200,000     

４．新株予約権付
社債 

  ―     400,000     9,700,000     

５．未払金   338,344     615,384     1,160,462     

６．その他   26,785     54,709     82,703     

流動負債合計     1,992,547 21.4   2,117,477 12.2   13,328,664 64.3 

Ⅱ 固定負債                     

１．社債   800,000     600,000     700,000     

２．長期借入金    416,250     ―     185,000     

３．繰延税金負債   57,184     151,069     153,233     

固定負債合計     1,273,434 13.6   751,069 4.3   1,038,233 5.0 

負債合計     3,265,981 35.0   2,868,547 16.5   14,366,898 69.3 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     5,386,020 57.8   ― ―   8,519,250 41.1 

Ⅱ 新株式払込金     397 0.0   ― ―   ― ― 

Ⅲ 資本剰余金                     

１．資本準備金   5,300,320     ―     23,808,327     

資本剰余金合計     5,300,320 56.8   ― ―   23,808,327 114.8 

Ⅳ 利益剰余金                     

１．中間（当期）
未処理損失 

  4,699,389     ―     26,172,849     

利益剰余金合計     △4,699,389 △50.4   ― ―   △26,172,849 △126.2 

Ⅴ その他有価証券
評価差額金 

    83,317 0.9   ― ―   223,262 1.1 

Ⅵ 自己株式     △11,574 △0.1   ― ―   △11,613 △0.1 

資本合計     6,059,092 65.0   ― ―   6,366,377 30.7 

負債資本合計     9,325,073 100.0   ― ―   20,733,276 100.0 

           

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末の要約貸借対照表 
（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 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本            

１．資本金    ― ―  13,547,535 78.1  ― ― 

２．資本剰余金            

(1）資本準備金   ―   28,836,333   ―   

資本剰余金合
計 

   ― ―  28,836,333 166.1  ― ― 

３．利益剰余金            

(1）その他利益
剰余金 

           

繰越利益剰
余金 

  ―   △28,101,949   ―   

利益剰余金合
計 

   ― ―  △28,101,949 △161.9  ― ― 

４．自己株式    ― ―  △11,689 △0.1  ― ― 

株主資本合計    ― ―  14,270,230 82.2  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額
等 

           

  その他有価証
券評価差額金 

   ― ―  220,107 1.3  ― ― 

評価・換算差額
等合計 

   ― ―  220,107 1.3  ― ― 

純資産合計    ― ―  14,490,338 83.5  ― ― 

負債純資産合計    ― ―  17,358,885 100.0  ― ― 

           



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(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 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※１   7,043,374 100.0   206,724 100.0   12,028,254 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１   5,603,901 79.6   153,268 74.1   9,350,844 77.7 

売上総利益     1,439,472 20.4   53,456 25.9   2,677,410 22.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    295,076 4.2   416,909 201.7   1,116,338 9.3 

営業利益又は営業
損失（△） 

    1,144,396 16.2   △363,453 △175.8   1,561,071 13.0 

Ⅳ 営業外収益 ※２   2,674 0.0   34,181 16.5   42,758 0.4 

Ⅴ 営業外費用 ※３   48,588 0.6   184,418 89.2   129,348 1.1 

経常利益又は経常
損失（△） 

    1,098,482 15.6   △513,690 △248.5   1,474,481 12.3 

Ⅵ 特別利益     ― ―   310 0.1   50,000 0.4 

Ⅶ 特別損失 ※1,4   4,000,000 56.8   1,415,115 684.5   25,897,222 215.3 

税引前中間（当
期）純損失 

    2,901,517 △41.2   1,928,495 △932.9   24,372,740 △202.6 

法人税、住民税及
び事業税 

  1,647     605     3,884     

法人税等調整額   ― 1,647 0.0 ― 605 0.3 ― 3,884 0.0 

中間（当期）純損
失 

    2,903,164 △41.2   1,929,100 △933.2   24,376,624 △202.6 

前期繰越損失     1,796,224     ―     1,796,224   

中間（当期）未処
理損失 

    4,699,389     ―     26,172,849   

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 

資本剰余金 
合計 

その他利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 繰越利益 

剰余金 

平成17年12月31日 残高（千円） 8,519,250 23,808,327 23,808,327 △26,172,849 △26,172,849 △11,613 6,143,115 

中間会計期間中の変動額        

新株の発行 5,028,284 5,028,006 5,028,006       10,056,291 

中間純利益       △1,929,100 △1,929,100   △1,929,100 

自己株式の取得           △75 △75 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
              

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
5,028,284 5,028,006 5,028,006 △1,929,100 △1,929,100 △75 8,127,115 

平成18年６月30日 残高（千円） 13,547,535 28,836,333 28,836,333 △28,101,949 △28,101,949 △11,689 14,270,230 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

平成17年12月31日 残高（千円） 223,262 223,262 6,366,377 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行     10,056,291 

中間純利益     △1,929,100 

自己株式の取得     △75 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△3,154 △3,154 △3,154 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△3,154 △3,154 8,123,960 

平成18年６月30日 残高（千円） 220,107 220,107 14,490,338 



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

──────   当社は、前事業年度において、

24,376,624千円の当期純損失を計上

し、また、当中間会計期間において

も1,929,100千円の中間純損失を計上

しております。 

 また、平成18年６月に当社の主要

な取引先であった平成電電株式会社

が破産手続きを開始したことで、重

要な取引先を喪失するとともに同社

からの債権回収が困難と見込まれる

状況となっていることにより、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、

既存事業を子会社へ移管しグループ

全体の経営管理監督を行う持株会社

に移行するとともに、グループ全体

の意思決定の迅速化、各事業におけ

る責務の明確化を図るとともに、新

規事業への積極的参入を目指すため

に安定性、成長性のある企業のＭ＆

Ａを通じて多角的複数企業体の実現

に向けて努力してまいります。また

引き続き人材の育成及び確保に努め

てまいります。 

 これらの経営施策によって、当下

半期以降の業績は改善できるものと

見込まれます。  

 中間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

要な疑義の影響を中間財務諸表には

反映しておりません。 

 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。  



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法を 

    採用しております。 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

     時価のあるもの 

 中間会計期間末日の市場

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算出） 

     その他有価証券 

    時価のあるもの 

───── 

  

  

  

  

  (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）たな卸資産 

同左 

(2）たな卸資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 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 

(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     ２～６年 

 工具器具備品 ５～20年 

(1）有形固定資産 

同左 

  (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。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2) 投資損失引当金 

───── 

(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。 

(2) 投資損失引当金 

同左 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） ────── 

   当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

  

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

────── 

   当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は14,490,338千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

  

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

────── （中間貸借対照表） 

 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「前渡金」

（当中間会計期間末の残高は30,940千円）及び「短期貸付

金」（当中間会計期間末の残高は768,000千円）は、当中

間会計期間末においてそれぞれ資産の総額の100分の５以

下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

  また、前中間会計期間まで区分掲記しておりました「差

入保証金」（当中間会計期間末の残高は1,600千円）は、

当中間会計期間末において資産の総額の100分の５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

しております。 

 「立替金」は、前中間会計期間末は、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末に

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、前中間会計期間末の「立替金」の金額は23,986千

円であります。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             48,556千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             34,468千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             77,756千円 

※２ 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税 

 等は、相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて計上してお 

 ります。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２     ───── 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

 ※１    ─────  ※１ 売上高及び売上原価について

は、回収の見込めないＩＳＰ事業

収益859,750千円及びこれに対応

する原価397,413千円を不計上と

しております。なお、同事業の整

理に関連して当社が負担すべき額

135,320千円を事業整理損として

特別損失に計上しております。  

 ※１    ───── 

※２ 営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

受取利息  1,311千円

※２ 営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

受取利息  20,117千円

※２ 営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

受取利息  9,916千円

受取配当金  18,500 

※３ 営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

支払利息  7,785千円

新株発行費  32,386 

※３ 営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

支払利息  11,813千円

社債利息  16,653 

新株発行費  141,432 

※３ 営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

支払利息  19,896千円

新株発行費 76,316 

※４ 特別損失のうち主要なものは次

のとおりであります。 

営業権償却  4,000,000千円

※４ 特別損失のうち主要なものは次

のとおりであります。 

営業権償却 699,340千円

貸倒引当金繰入額 352,577 

投資損失引当金繰

入額 
206,182 

事業整理損 144,724 

※４ 特別損失のうち主要なものは次

のとおりであります。 

営業権償却  4,000,000千円

貸倒引当金繰入

額  
4,270,570 

投資損失引当金

繰入額  
16,279,515  

  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産  20,173千円

無形固定資産  249 

  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産  26,208千円

無形固定資産  519 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産  49,373千円

無形固定資産  700 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3.42株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

（リース取引関係） 

  
前事業年度末株式数

(株） 

当中間会計期間増加 

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

普通株式（注） 125.59 3.42 ― 129.01 

合計 125.59 3.42 ― 129.01 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（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(借主側） 

 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（借主側） 

 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（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

工具器具

備品 
4,100 1,298 2,802

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額及び期末

残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

工具器具

備品 
4,100 2,118 1,981

(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 1,708 2,391

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額  (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

   未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 916千円

１年超  2,215千円

 合計  3,131千円

１年内 839千円

１年超 1,256千円

 合計   2,096千円

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、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料    458千円

減価償却費相当額    410千円

支払利息相当額   70千円

支払リース料 458千円

減価償却費相当額 410千円

支払利息相当額 52千円

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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額の差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっておりま

す。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

 （減損損失について）  

  リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年６月30日） 

 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。 

当中間会計期間末（平成18年６月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

前事業年度末（平成17年12月31日） 

 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。   

  
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

関連会社株式 2,451,573 2,101,000 350,573 

  
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 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間（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。 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(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 11,778円25銭 8,043円24銭  5,549円87銭 

１株当たり中間（当期）純

損失金額 
6,355円37銭 1,300円58銭 39,071円87銭 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 

 潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、中間純損失が計上され

ているため記載しておりま

せん。          

 潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、潜在株式は存在するも

のの１株当たり中間純損失

であ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。 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

中間（当期）純損失 

（千円） 
2,903,164 1,929,100 △24,376,624 

普通株主に帰属しない金額 

 （千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当

期）純損失（千円） 
2,903,164 1,929,100 24,376,624 

期中平均株式数（株） 456,804 1,483,267 623,892 

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益金

額の算定に含めなかった潜

在株式の概要 

  新株予約権４種類（新株

予約権の数109,144個）。 

  なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況、１

株式等の状況、(2）新株予

約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

 第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債（券面総

額400,000千円）及び新株予

約権５種類（新株予約権の

数153,122個）。 

  なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況、１

株式等の状況、(2）新株予

約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

 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） 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

１. 新株式発行 

  平成17年7月1日から監査報告書

作成日現在までに平成電電コミュ

ニケーションズ㈱外３社との株式

交換及び当社第３回新株予約権の

一部行使に伴い発行済株式総数、

資本金、資本準備金が以下のよう

に増加しております。 

 増加発行済株式総数 265,302.40株 

 作成日現在発行済株式総数   

           779,823.39株 

 増加資本金            397千円 

 作成日現在資本金  5,386,417千円 

 増加資本準備金  15,375,172千円 

 作成日現在資本準備金 

          20,675,493千円 

  

２. 平成電電コミュニケーションズ

㈱との株式交換 

   当社と平成電電コミュニケーシ

ョンズ㈱は、当社における電気通

信事業の拡大と顧客基盤の強化を

目的として、平成17年５月31日に

平成電電コミュニケーションズ㈱

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31日に株式交換を実施致

しました。 

(1) 株式交換契約の概要 

①株式交換の内容  

 当社は、平成電電コミュニケー

ションズ㈱と旧商法第352条ないし

第363条に定める方法により株式交

換を行いました。 

②株式交換の日 

 平成17年８月31日 

③株式交換に際して発行した株式数 

普通株式 243,684株 

④増加した資本金及び資本準備金額 

資本金        －千円 

資本準備金 15,018,000千円 

１．会社分割 

 当社は、平成18年８月18日開催

の取締役会において、下記のとお

り会社分割を行うことを決議し、

同日承継会社と吸収分割契約を締

結致しました。 

(1) 会社分割の理由 

 当社の持株会社への移行によ

り、より効率的な事業運営体制の

確立を目的として、当社が展開し

ているＺＯＯＭＡ事業部門を、当

社の子会社であるオムニトラスト

ジャパン株式会社に承継すること

に致しました。 

(2) 会社分割する事業内容等 

①事業内容  

（イ）画像データ表示ビューワ及

び画像データ自動変換サーバ

ーの開発、設計、製造及び販

売 

（ロ）インターネットを介した電

子的データ通信に関するソフ

トウェア、ハードウェア等の

開発、設計、製作及び販売等 

②分割事業の規模  

(3) 会社分割の形態 

  分社型吸収分割（物的分割） 

(4) 会社分割に係る承継会社の概要 

①商 号   オムニトラストジ

ャパン株式会社 

②設立年月日 平成17年４月22日  

③資本金   2,160百万円  

④純資産    152百万円 

⑤総資産    379百万円 

⑥従業員数  ４名 

⑦大株主   当社100％出資  

(5) 会社分割の時期 

①吸収分割契約書承認取締役会 

平成18年８月18日 

②吸収分割契約締結 

平成18年８月18日 

③吸収分割契約書承認株主総会 

平成18年９月29日（予定） 

④分割期日（効力発生日） 

平成19年１月１日（予定） 

  
分割事業部門 

（平成17年12月期）

  （千円） 

 資産 84,132 

 負債 709 

 売上高 382,801 

 売上総利益 343,658 

営業利益  86,376 

経常利益  86,381 

当期純利益  85,358 

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致

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、発行致しまし

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、旧商法第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。 

 



前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

(2) 平成電電コミュニケーションズ

㈱の概要 

   ①主な事業内容 

     電気通信事業 

   ②売上高及び当期純利益（平成 

     17年１月期） 

     売上高     －千円 

     当期純利益   －千円 

   ③資産、負債、資本の状況（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 

３．㈱アイ・ティーマーケティングソ

リューションズとの株式交換 

  当社と㈱アイ・ティーマーケテ

ィングソリューションズは、ＩＴ

の発展に伴うカスタマーニーズの

高度化、多様化に対応するため、

平成17年５月31日に㈱アイ・ティ

ーマーケティングソリューション

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日に株式交換を実施

致しました。 

(1) 株式交換契約の概要 

①株式交換の内容 

 当社は、㈱アイ・ティーマーケ

ティングソリューションズと旧商

法第352条ないし第363条に定める

方法により株式交換を行いまし

た。 

   ②株式交換の日 

    平成17年８月２日 

③株式交換に際して発行した株式数 

普通株式 9,454株 

④増加した資本金及び資本準備金額 

 資本金      －千円 

 資本準備金 147,001千円 

(2) ㈱アイ・ティーマーケティング

ソリューションズの概要 

①主な事業内容 

人材ソリューション事業、ソフ

トウェア開発事業、ネットワーク

ソリューション事業、デジタルコ

ンテンツ開発事業 

②売上高及び当期純利益（平成17年 

 ３月期） 

 売上高   2,540,797千円 

 当期純利益  48,246千円 

③資産、負債、資本の状況（平成17 

 年３月31日現在） 

 資産合計  1,413,336千円 

 負債合計   1,107,287千円 

 資本合計   306,049千円 

 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、旧商法第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

または旧商法第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。 

(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

消却致しました。 

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

ることに致しました。 

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。 

 



前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

４．㈱ベストシステムズとの株式交換 

 当社と㈱ベストシステムズは、

ＩＴの発展に伴うカスタマーニー

ズの高度化、多様化に対応するた

め、平成17年５月31日に㈱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

換を実施致しました。 

(1) 株式交換契約の概要 

①株式交換の内容 

 当社は、㈱ベストシステムズと

旧商法第352条ないし第363条に定

める方法により株式交換を行いま

した。 

 ②株式交換の日 

    平成17年８月２日 

 ③株式交換に際して発行した株式数 

    普通株式 9,345株 

 ④増加した資本金及び資本準備金額 

   資本金       －千円 

   資本準備金  196,011千円 

(2) ㈱ベストシステムズの概要 

①主な事業内容 

 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売上高及び当期純利益（平成17 

 年４月期） 

 売上高      679,924千円 

 当期純利益     67,679千円 
  ③資産、負債、資本の状況（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 

 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致

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

致しました。 

(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。 
(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。 

 



前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

５．ミリオン㈱との株式交換 
 当社とミリオン㈱は、ＩＴの発
展に伴うカスタマーニーズの高度
化、多様化に対応するため、平成
17年５月31日にミリオン㈱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日に株式交換を実施致しまし
た。 
(1) 株式交換契約の概要 
①株式交換の内容 
 当社は、ミリオン㈱と旧商法第
352条ないし第363条に定める方法
により株式交換を行いました。 
②株式交換の日 
 平成17年８月２日  

   ③株式交換に際して発行した株式数 
     普通株式 2,800株 
  ④増加した資本金及び資本準備金額 
    資本金      －千円 
     資本準備金  13,762千円 
(2) ミリオン㈱の概要 
①主な事業内容 
 コンピュータに関する総合的コ
ンサルタント業務、コンピュータ
及びその関連機器による情報シス
テムの分析・設計とプログラム作
成業務、コンピュータ及びその関
連機器のソフトウェアの開発業
務、コンピュータ及びその関連機
器の運行管理代行業務 

  ②売上高及び当期純利益（平成17年 
    ３月期） 
    売上高      1,805,939千円 
    当期純利益        28,050千円 
  ③資産、負債、資本の状況（平成17 
    年３月31日現在） 
    資産合計      1,337,922千円 
    負債合計       1,019,109千円 
    資本合計      318,812千円 

 (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。     

 



前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

６．会社分割 

 当社は、平成17年８月23日に開催

の取締役会において当社ＩＳＰ事業

者向けダイヤルアップ接続関連サー

ビス事業を子会社である平成電電コ

ミュニケーションズ㈱に会社分割に

より移管する決議を行い、同日平成

電電コミュニケーションズ㈱と吸収

分割に関する契約を締結致しまし

た。同年９月29日開催予定の臨時株

主総会において同吸収分割契約の承

認を受ける予定となっております。 

 会社分割の概要は次のとおりであ

ります。 

(1) 会社分割の目的 

 当社の通信事業を通信事業子会

社に統合することにより、通信事

業内のシナジーを追求し、また、

事業効率を向上し収益力を強化す

る。 

(2) 分割期日 

 当社のＩＳＰサービス部を平成

電電コミュニケーションズ㈱に承

継させる吸収分割とする。 

(3）分割期日 

平成17年11月10日 

(4）分割に際して発行する株式及び

割当 

 平成電電コミュニケーションズ

㈱は、平成17年８月31日をもって

当社の完全子会社となっており、

本分割に際して新株式の発行は行

わない。 

(5）平成電電コミュニケーションズ

㈱は、分割に際し、次の権利義

務を承継する。 

①本件営業に属する資産、負債及び

これに付随するいっさいの権利義

務。 

②本件営業に属する契約上の地位及

びこれに付随するいっさいの権利義

務。 

③分割期日前日において本件営業部

門に在籍する者の雇用契約上の地位

及びこれに付随するいっさいの権利

義務。 

 なお、分割するＩＳＰ事業者向け

ダイヤルアップ接続関連サービス事

業の経営成績、並びに資産及び負債

の金額は、次のとおりである。 

 (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、旧商法第373条

に定められた新設分割、旧商法

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旧商法第

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 

 旧商法第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。 

 



前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

    イ 経営成績（平成17年６月中 

        間期） 

          売上高   641,998千円 

     売上総利益 115,202千円 

     営業利益  115,202千円 

   ロ 資産及び負債の金額 

     （平成17年６月30日現在） 

     流動資産  545,516千円  

     固定資産   93,020千円 

     資産合計  638,537千円  

     流動負債   97,673千円 

     負債合計   97,673千円 

(6) 平成電電コミュニケーションズ

㈱の概要 

  代表者 取締役社長 山本 勝三 

  住所  東京都渋谷区広尾1-1-39 

   資本金  10,000千円 

   事業内容 電気通信事業 

   業績   平成17年１月期 

     売上高        －千円 

    経常利益     －千円 

    当期純利益    －千円 

    資産合計   10,000千円  

    負債合計     －千円 

    資本合計   10,000千円 

７．新株予約権付社債発行の決議 

 平成17年９月９日開催の当社取

締役会において、平成17年９月30

日を払込期日とする第三者割当て

の方法による転換価額修正型新株

予約権付社債の発行を決議しまし

た。その概要は次のとおりであり

ます。 

(1) 発行総額 5,000,000,000円 

(2) 発行価額 社債額面金額の100％

（社債額面金額100,000,000） 

(3) 払込期日 平成17年９月30日 

(4) 償還期限 平成19年９月30日 

(5) 償還価額 社債額面金額の100％ 

(6) 利率   本社債には利息を付

さない 

(7) 本新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 

 ①種類 当社普通株式 

 ②数  本新株予約権の行使によ

り当社が当社普通株式を新たに発

行又はこれに代えて当社の保有す

る当社普通株式を移転（以下、当

社普通株式の発行又は移転を「発

行・移転」という。）する数は、

行使請求に係る本社債の発行価額

の総額を下記(9)記載の転換価額で

除した数とする。 

(8) 本新株予約権の総数 50個 

 (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。    

(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。 

 



前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

(9) 本新株予約権の行使に際して払

込をなすべき額 

①本社債の発行価額と同額とする。 

②転換価額は当初74,800円とする。 

③転換価額の修正 

 （イ）本新株予約権の各行使請

求の効力発生日の前日まで（当日

を含む。）の３連続取引日（但

し、終値のない日は除く。）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（以

下「平均終値」という。）が、平

成17年９月30日の大阪証券取引所

における当社普通株式の普通取引

の終値（当日に終値のない場合

は、終値のあるその日に先立つ直

近日の終値とする。以下「基準

値」という。）以上である場合に

は、転換価額は、当該効力発生日

以降、当該平均終値の90％に相当

する金額の1円未満の端数を切り上

げた金額に修正される。 

 （ロ）平均終値が、基準値未満

である場合には、転換価額は、当

該効力発生日以降、当該平均終値

に相当する金額の1円未満の端数を

切り上げた金額に修正される。た

だし、かかる場合でも、当社が本

社債権者に対し通知した場合に

は、当該通知のなされた日の翌日

（当日を含む。）以降、当社が本

社債権者に対し当該通知を撤回す

る旨を通知した日（当日を含

む。）までの期間中、転換価額の

修正にあたっては上記(イ)の規定

を適用する。当社は、行使請求期

間中、上記の転換価額の修正方法

の変更の通知及びその撤回の通知

を、何回でも行うことができる。  

 (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。 

 



前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

 （ハ）上記(イ)及び(ロ)の適用

に関して、大阪証券取引所が当社

普通株式の上場廃止を決定してい

る場合を除き、(ⅰ)修正後の転換

価額が149,600 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、(ⅱ)修正後の転換価

額が37,400 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、下限転

換価額及び基準値は、下記④の規

定を準用して調整される。 

④転換価額は、本新株予約権付社

債発行後、当社が当社普通株式の

時価を下回る発行価額又は処分価

額で当社普通株式を発行又は処分

する場合には、次の算式により調

整される。   

 <算式> 

 また、転換価額は、当社普通株

式の分割・併合、当社普通株式の

時価を下回る価額をもって当社普

通株式の交付を請求できる新株予

約権（新株予約権付社債に付され

たものを含む。）の発行等が行わ

れる場合その他一定の事由が生じ

た場合にも適宜調整される。 

(10)本新株予約権の行使請求期間 

 平成17年10月１日から平成19年

９月26日までとする。 

(11)その他の本新株予約権の行使の

条件 

 各本新株予約権の一部行使はで

きないものとする。 

(12)資金の使途 

 ワイヤレスモバイルサービス事

業への設備投資に充当 

    

既発
行 
株式
数 

  

＋

新発
行・ 
処分株
式数 

×

１株当たり
の 

発行・処分
価額 

調整
後 
転換
価額 

＝

調整
前 
転換
価額 

×

時価 

既発行株式数＋新発行・処分
株式数 

 (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致しました。 

(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

意書を締結致しました。 

 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、当社並びに平成電

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。 

 



前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

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

  (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。 

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。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）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。 

（2） 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）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。 

（4）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（連結子会社の事業の

譲渡）の規定に基づく臨時報告書であります。 

（5）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第11期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日）平成18年３月30日関東財務局長に提出 

（6）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。 

（7）臨時報告書 

平成18年４月21日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第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。 

（8）臨時報告書 

平成18年６月19日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項並びに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（事業の譲渡）及び

第16号（連結子会社の事業の譲渡）の規定に基づく臨時報告書であります。 

（9）臨時報告書 

平成18年８月18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。 

（10）臨時報告書 

平成18年９月７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４号（主要株主の異動）の

規定に基づく臨時報告書であります。 



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。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成１７年９月２２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中間連結会計期間（平成17年１月

１日から平成17年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間連結財務諸

表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 私たちは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準

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６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。                                    

追記情報  

 重要な後発事象２.に記載されているとおり、会社は平成17年８月31日に平成電電コミュニケーションズ株式会社と株

式交換を実施した。また、重要な後発事象６.に記載されているとおり、会社は平成17年９月９日開催の取締役会におい

て、転換価額修正型新株予約権付社債5,000百万円の発行を決議した。 

 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 

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成１８年９月２０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18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年１月

１日から平成18年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間連結財務諸

表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 私たちは、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準

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18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。                                    

追記情報 

 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、営業キャッシュフローもマイナスとな

っている。また、主要取引先であった平成電電株式会社が破産手続きを開始したことで、重要な取引先を喪失すると

ともに、同社からの債権回収が困難と見込まれる状況となっていることにより、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。中間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中間連結財務諸表には反映していない。 

 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 

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成１７年９月２２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期事業年度の中間会計期間(平成

１７年１月１日から平成１７年６月３０日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

 私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間財務諸表に

は全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を

適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

ドリームテクノロジーズ株式会社の平成１７年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平

成１７年１月１日から平成１７年６月３０日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。    

追記情報  

 重要な後発事象２.に記載されているとおり、会社は平成17年８月31日に平成電電コミュニケーションズ株式会社と株

式交換を実施した。また、重要な後発事象６.に記載されているとおり、会社は平成17年８月23日に平成電電コミュニケ

ーションズ株式会社に事業の一部を会社分割により移管する契約を締結した。また、重要な後発事象７.に記載されてい

るとおり、会社は平成17年９月９日開催の取締役会において、転換価額修正型新株予約権付社債5,000百万円の発行を決

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 

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

しております。 

    



独立監査人の中間監査報告書 

    平成１８年９月２０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18年１月１日から平成18年12月31日までの第12期事業年度の中間会計期間(平成18年１月

１日から平成18年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たちは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たちに中間財務諸表に

は全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を

適用して行われている。私たちは、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 私たちは、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

ドリームテクノロジーズ株式会社の平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18

年１月１日から平成18年６月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。         

追記情報 

 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、営業キャッシュフローもマイナスとな

っている。また、主要取引先であった平成電電株式会社が破産手続きを開始したことで、重要な取引先を喪失すると

ともに、同社からの債権回収が困難と見込まれる状況となっていることにより、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。中間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中間財務諸表には反映していない。 

 また、重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成18年8月18日開催の取締役会において平成18年９月29日開催予

定の株主総会での承認を条件として会社分割を行うことを決議し、同日承継会社と吸収分割契約を締結した。 

 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 

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管

しております。 
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