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第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 
(1) 連結経営指標等 

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第11期中及び第13期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、１株当たり中間純損失を計上し

ているため記載をしておりません。 

３ 第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失を計上しているため記載

をしておりません。 

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

す。 

５ 第13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」（企業会計基準委員会 企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）および「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

会計基準委員会 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。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12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) 2,537,343 2,331,097 1,992,631 4,467,172 4,208,785

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) △58,153 425,761 △469,925 △303,721 346,946

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) △266,195 304,735 △570,657 △737,857 100,185

純資産額 (千円) 2,144,831 2,554,807 3,849,075 1,694,162 4,374,272

総資産額 (千円) 4,412,296 4,965,398 5,221,035 3,666,322 7,152,781

１株当たり純資産額 (円) 149,977.76 157,267.32 40,823.40 118,464.62 46,394.15

１株当たり中間(当期）
純利益又は中間(当期)
純損失(△)

(円) △18,613.75 20,385.04 △6,052.41 △51,594.78 1,226.49

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

(円) ─ 19,993.20 ─ ─ 1,112.54

自己資本比率 (％) 48.6 51.5 73.7 46.2 61.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 42,187 342,681 △552,236 △464,921 △194,658

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △87,776 △235,304 △195,388 △249,360 △87,673

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △14,301 18,250 △19,500 △14,301 1,921,774

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 1,313,895 798,815 1,547,899 649,154 2,322,644

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
140 
 (19)

150
(17)

154
(31)

134 
(－)

171
(20)



(2) 提出会社の経営指標等 

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益又は中間(当期)純損失」及び「潜在株式調整後１

株当たり中間(当期)純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

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

す。 

４ 第13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」（企業会計基準委員会 企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）および「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

会計基準委員会 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11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12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) 2,103,856 1,745,613 1,162,645 3,684,263 2,971,861

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) △140,497 394,949 △380,038 △421,828 516,766

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) △320,071 316,623 △539,182 △786,812 248,357

資本金 (千円) 916,985 1,066,985 2,067,229 916,985 2,067,229

発行済株式総数 (株) 14,569 16,513 95,630.89 14,569 95,629.89

純資産額 (千円) 1,730,885 1,808,172 3,263,322 1,268,232 3,741,307

総資産額 (千円) 3,647,617 3,577,723 3,909,989 3,086,383 5,603,254

１株当たり中間 
(年間)配当額

(円) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

自己資本比率 (％) 47.5 50.5 83.5 41.1 66.8

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
95 
(19)

79
(13)

87
(11)

89 
(－)

99
(12)



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】   

 
  

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

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

平成18年６月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年６月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  

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。

部門の名称 従業員数(名)

営業部門 30  (11)

技術部門 53  ( 8)

企画部門 28 (－)

管理部門 43  (12)

合計 154  (31)

従業員数(名)

87 (11)



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わが国の経済は、企業収益が高水準を続け、輸出や設備投資は引き続き増加する

中、個人消費も増加基調にあり景気は緩やかに拡大しております。この間、長く続いた供給超過状態が解消し、現

在は需要超過状態になってきていると見られます。一方、当社グループが属する情報通信・ネットワーク市場にお

いては、企業間の販売競争の激化や製品価格の低廉化が進む中、平成18年４月～６月の国内PC出荷台数が３年ぶり

に前年割れとなる等、経営環境は厳しさを増しました。 

 このような状況の中、当社グループではネットワーク機器の高速化やコンパクト化のみのデバイス技術による展

開だけでなく、今後日本版SOX法の成立を見越してネットワーク技術を利用した情報セキュリティ分野への参入やネ

ットワークポータル「Cybergate（サイバーゲート）」によるサービスを拡充しネットワークデバイスを自らのネッ

トワークサービスと結びつける事でユーザー利便性とデバイスを高付加価値にした製品群の開発、製品化を行って

おります。また、国内のブロードバンドインフラの急速な成長に伴い拡大しているVoIP市場や、情報端末化が加速

する携帯電話向けのソフトウェア市場での事業展開を推進しました。 

 有線/無線LAN製品では、市場の変化にいち早く対応し、急速に普及が進むSIP PHONE、Bluetooth等の新技術の先

進的な採用と1,000万人以上の新市場であるポータブルゲーム機のネットワーク機能への対応製品を相次ぎ発表いた

しております。これらの製品は市場ニーズにマッチし好成績を上げております。また、新たな分野として家電のデ

ジタル化やネットワーク化が進む中で当社製品のデジタル家電対応を積極的に推進しています。 

 さらに法人市場において重要性が高まっている情報セキュリティ分野で、VPN技術を応用したアプライアンスサー

バーの法人向け販売を開始し、ソフトウェア製品では携帯電話内の個人情報を管理する「携帯万能16」やパソコン

データの抹消・復元ソフトの拡販を行いました。 

 以上の状況において、当中間連結会計期間の売上高は前年比14.5％減の1,992百万円となりました。所在地別に見

ると、日本1,688百万円（前年同期比17.1％減）、アジア304百万円（前年同期比3.8％増）となりました。また、計

画していた一部新製品のリリース遅延による開発費の先行や滞留在庫の処理等により、営業利益は△458百万円（前

年実績は△187百万円）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、前連結会計年度末に比べ774百万円

減少し、1,547百万円となりました。 

 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552百万円（前中間連結会計期間は342百万円の増加）となりました。主な内訳

は、税金等調整前中間純損失559百万円、売上債権の減少額1,184百万円、仕入債務の減少額966百万円によるもので

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195百万円（前中間連結会計期間は235百万円の使用）となりました。主な内訳

は、余剰資金の運用として投資有価証券の購入によるものです。  

（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19百万円（前中間連結会計期間は18百万円の増加）となりました。主な内訳は、

社債の償還による支出15百万円であります。 

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

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

委託を行なっている為、生産実績の記載は省略しております。 

  

(2) 製品仕入実績 

 
(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当中間連結会計期間は、中間決算日(平成18年６月30日)の為替相場(1NTD＝3.54円)により換算しておりま

す。 

  

(3) 受注状況 

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

  

(4) 販売実績 

 
(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当中間連結会計期間は、中間決算日(平成18年６月30日)の為替相場(1NTD＝3.54円)により換算しておりま

す。 

区分 金額(千円) 前年同期比(％)

ネットワークプロダクト 1,048,352 44.8

インターネットシステムプロダクト 146,273 △18.3

その他 335,488 △45.1

合計 1,530,114 1.1

区分 金額(千円) 前年同期比(％)

ネットワークプロダクト 1,278,558 △1.3

インターネットシステムプロダクト 151,100 △44.8

その他 562,972 △26.1

合計 1,992,631 △14.5



３ 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対

する割合は次のとおりであります。 

 
  

３【対処すべき課題】 

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

いて経営に当たっております。具体的には以下のとおりになっております。 

 

(1)高機能、低価格の魅力ある製品開発 

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

発、製造、販売・流通の各局面における改革を実行いたします。 

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

メリットを追求いたします。 

 

(2)マーケティングの強化 

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

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

見ることができる「CyberGate-DDNS-(サイバーゲート・ディーディーエヌエス)」、携帯電話のアドレス帳などのデー

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

サービスが含まれております。 

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

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

く考えです。 

 

(3)グループ各社とのシナジー効果 

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

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

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

関連製品の開発を進めております。 

 

(4)財務体質の強化 

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

向ける原資を確保いたします。 

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(％)

ソフトバンクBB株式会社 340,803 14.6 421,844 21.2

ダイワボウ情報システム
株式会社

287,252 12.3 277,076 13.9

株式会社ベッコアメ・イ
ンターネット

390,000 16.7 ― ―



  

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていません。 

  

５【研究開発活動】 

当中間連結会計期間の研究開発活動は、インターネットを利用したアプリケーションサービスを提供するサーバー

関連の開発を行いました。同サービスと連動し、既存製品に対してもサービスと連携する機能を開発搭載致しまし

た。 

無線LAN製品では、製品インストール作業を自動化することで利用者の作業労力を軽減する「らくらく音声セットア

ップ」を開発しました。USB接続タイプの小型アダプタでは、無線対応ゲーム機との接続性を高めた独自接続モードを

開発し、USB接続タイプの小型アダプタ３製品に搭載いたしました。 

  新規無線LAN製品として、高速化・長距離技術のMIMO XRTM機能を採用し、加えて高出力アンテナを実装したハイエ

  ンドモデルを開発し当社の新たなブランドである「電波王」シリーズとして市場へ投入しました。  

 前期から引き続き開発着手しているIP Infusion社のZebOSを搭載したインテリジェント・スイッチの開発も継続し 

 て行っており、本年内開発完了の予定であります。   

 こうした開発を担う当社の研究開発担当人員は11名、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、59百万円であり 

 ます。  

  

機能別の主な製品名は次のとおりであります。 

<スイッチ製品> 

 FXG-16IMV、FXG-24IMV、FXG-05IMV、FXG-08IMV 

<PoEスイッチ製品> 

 SWP-0224FP、SF-0224FPS 

<ブロードバンドルータ製品> 

 BLW-54CW、BLW-54CW-PK、BLW-54CW-PKU、BlW-HPMM、BLW-HPMM-PK、BRL-04CW 

<無線LANアダプタ製品> 

 GW-NS54CW、GW-US54GD、GW-NSMM、GW-US54GXS、GW-DSMM 

<ギガネットワーク対応アダプタ製品> 

 GPE-1000T 

<ネットワークカメラ製品> 

 CS-TX02F、CS-WMV02G、FD6111V 

<Bluetooth対応製品> 

 BT-04HS 

<アプライアンスサーバー製品> 

 ASV-PX100PE、ASV-PX100B 

<インターフェイスアダプタ製品> 

 PL-FW100PE、PL-SA100PE、PL-SA101PE、PL-SA103PE、URS-04 

<サプライ・メディアコンバーター製品> 

 SKP-US01、SKP-US01BT、MCV-1GSCSX、MCV-1GSCLC020 

  



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、主要な設備に重要な異動はありません。 

   

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間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、重要な異動はあ

りません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 
  

② 【発行済株式】 

 
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成18年９月１日以降提出日までの新株予約権の行使（旧商法に基づき発行さ

れた新株引受権の行使を含む）により発行されたものは含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株）

普通株式 255,200

計 255,200

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 95,630.89 95,630.89
ジャスダック
証券取引所

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 95,630.89 95,630.89 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

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

  

① 平成13年３月30日定時株主総会決議 

 
  

② 平成14年３月27日定時株主総会決議 

 
  

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 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 215 215

新株予約権の行使時の払込金額(円) 250,000 250,000

新株予約権の行使期間
平成15年３月31日から
平成19年３月30日まで

平成15年３月31日から 
平成19年３月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     250,000
資本組入額     125,000

発行価格      250,000
資本組入額     125,000

新株予約権の行使の条件

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

同左

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

同左

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。 該当事項はありません。

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 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 926 926

新株予約権の行使時の払込金額(円) 122,208 122,208

新株予約権の行使期間
平成16年７月１日から
平成20年６月30日まで

平成16年７月１日から 
平成20年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    122,208
資本組入額      61,104

発行価格      122,208
資本組入額      61,104

新株予約権の行使の条件

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

同左

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

同左

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。 該当事項はありません。



旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

① 平成16年３月26日定時株主総会決議 

 
  

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) 450 450

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,250 2,250

新株予約権の行使時の払込金額(円) 48,800 48,800

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から
平成22年６月30日まで

平成18年７月１日から 
平成22年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     48,800
資本組入額     24,400

発行価格      48,800 
資本組入額     24,400

新株予約権の行使の条件

(1)対象者として新株予約権
を付与された者は、新株予約
権行使時においても当社、当
社の子会社または当社の関連
会社の取締役、監査役、顧
問、従業員の地位を保有して
いることを要する。
(2)対象者として新株予約権
を付与された当社及び当社の
子会社の取引先の取締役・従
業員は、新株予約権行使時に
おいても当社と当該当社取引
先の取引関係が、何らの紛争
もなくかつ新株予約権付与時
と同一またはより良好な状態
で、中断することなく継続し
ていることを要する。また、
対象者として新株予約権を付
与された者は、新株予約権行
使時においても当社及び当社
の子会社の取引先の取締役・
従業員の地位を保有している
ことを要する。

同左

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

同左

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。 該当事項はありません。



② 平成17年３月30日定時株主総会決議 

 
  

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) 1,411 1,411

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,055 7,055

新株予約権の行使時の払込金額(円) 152,000 152,000

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成23年６月30日まで

平成19年７月１日から 
平成23年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     152,000
資本組入額     76,000

発行価格      152,000
資本組入額     76,000

新株予約権の行使の条件

(1)対象者として新株予約権
を付与された者は、新株予約
権行使時においても当社、当
社の子会社または当社の関連
会社の取締役、監査役、顧
問、従業員の地位を保有して
いることを要する。
(2)対象者として新株予約権
を付与された当社及び当社の
子会社の取引先の取締役・従
業員は、新株予約権行使時に
おいても当社と当該当社取引
先の取引関係が、何らの紛争
もなくかつ新株予約権付与時
と同一またはより良好な状態
で、中断することなく継続し
ていることを要する。また、
対象者として新株予約権を付
与された者は、新株予約権行
使時においても当社及び当社
の子会社の取引先の取締役・
従業員の地位を保有している
ことを要する。

同左

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

同左

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。 該当事項はありません。



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

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

発行であります。   

   ２  平成18年３月24日開催の定時株主総会における資本金減少決議に基づき、資本準備金を459,044千円を取崩

し欠損てん補しております。 

  

(4)【大株主の状況】 

平成18年６月30日現在 

 
（注）上記のほか、自己株式が1,344.89株あります。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増加額又は減
少額(△） 
(千円)

資本準備金 
残高 
(千円)

平成18年1月５日 
(注)１

1 95,630.89 ― 2,067,229 ― 2,161,553

平成18年3月24日 
(注)２

― 95,630.89 ― 2,067,229 △459,044 1,702,509

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合（％）

久保田 克昭 東京都世田谷区代沢 35,635 37.26

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

大阪証券金融株式会社(業務口） 大阪府大阪市中央区北浜2-4-6 1,030 1.08

丸山 宏之 兵庫県川西市大和西 777 0.81

株式会社松栄 東京都台東区浅草橋1-21-1 700 0.73

日本証券金融株式会社(業務口） 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 422 0.44

鈴木 裕子 神奈川県横浜市港北区高田西 351 0.37

小宮 圭香 埼玉県蕨市中央 330 0.35

マネックス証券株式会社自己 東京都千代田区丸の内1-11-1 326 0.34

小林 義成 東京都新宿区下落合 280 0.29

計 － 57,151 59.76



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年６月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

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     1,344

―
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)  
普通株式    94,286 94,286 同上

単元未満株式 普通株式   0.89 ― ―

発行済株式総数 95,630.89 ― ―

総株主の議決権 ― 94,286 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
プラネックスコミュニケー
ションズ株式会社

東京都渋谷区東３丁目16番
３号 エフ・ニッセイ恵比
寿ビル２階

1,344 ― 1,344 1.41

計 ― 1,344 ― 1,344 1.41



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、ジャスダック証券取引所のものであります。 

  

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動は次のとおりでありま

す。 

(1) 新任役員 

   該当ありません。 

  

(2) 退任役員 

 
  

(3) 役職の異動 

  該当ありません。 

  

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 190,000 172,000 117,000 104,000 78,100 58,600

最低(円) 103,000 95,000 95,100 76,500 32,100 26,500

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ― 石黒 邦宏 平成18年5月25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)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）の中間財務諸表につ

いては、中央青山監査法人の中間監査を受け、また、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)の中間連結財務諸表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）の中間財務諸表につ

いては、一時会計監査人たる東陽監査法人の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 806,957 1,536,409 2,315,900

 ２ 受取手形及び売掛金 1,242,077 773,499 1,966,763

 ３ 有価証券 24,858 25,490 25,743

 ４ たな卸資産 380,459 566,247 451,983

 ５ オプション資産 ― 72,117 159,824

 ６ その他 218,263 140,674 173,728

  貸倒引当金 △7,536 △29,995 △14,664

  流動資産合計 2,665,080 53.7 3,084,443 59.1 5,079,278 71.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 86,186 137,729 150,842

 ２ 無形固定資産

  (1) 連結調整勘定 327,171 258,293 292,732

  (2) 営業権 ― 109,920 120,000

  (3) その他 187,669 514,841 106,444 474,658 104,039 516,772

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 1,498,944 1,340,932 1,216,434

  (2) その他 200,845 183,721 189,903

    貸倒引当金 △499 1,699,290 △450 1,524,203 △450 1,405,887

  固定資産合計 2,300,318 46.3 2,136,592 40.9 2,073,502 29.0

  資産合計 4,965,398 100.0 5,221,035 100.0 7,152,781 100.0



 
  

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 買掛金 938,072 585,912 1,560,445

 ２ 短期借入金 63,600 ― 4,500

 ３ １年以内 
   償還予定の社債

30,000 30,000 30,000

 ４ 未払法人税等 38,317 8,614 28,474

 ５ 賞与引当金 28,030 26,856 11,159

 ６ 返品調整引当金 105,099 44,538 103,625

 ７ 繰延税金負債 ― 40,130 ―

 ８ 為替予約 14,406 8,144 7,141

 ９ オプション負債 321,172 ― ―

 10 繰延ヘッジ利益 ※３ 68,478 ― 149,955

 11 その他 250,712 158,570 330,620

  流動負債合計 1,857,889 37.4 902,767 17.3 2,225,921 31.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 190,000 160,000 175,000

 ２ 繰延税金負債 127,340 134,498 130,815

 ３ 役員退職慰労引当金 154,479 173,499 165,856

 ４ その他 80,881 1,194 80,915

  固定負債合計 552,701 11.1 469,192 9.0 552,586 7.7

  負債合計 2,410,591 48.5 1,371,960 26.3 2,778,508 38.8

(資本の部)

Ⅰ 資本金 1,066,985 21.5 ― ― 2,067,229 28.9

Ⅱ 資本剰余金 1,456,647 29.3 ― ― 2,456,891 34.4

Ⅲ 利益剰余金 53,472 1.1 ― ― △151,077 △2.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

37,079 0.8 ― ― 36,713 0.5

Ⅴ 為替換算調整勘定 8,556 0.2 ― ― 33,390 0.5

Ⅵ 自己株式 △67,932 △1.4 ― ― △68,875 △1.0

  資本合計 2,554,807 51.5 ― ― 4,374,272 61.2

  負債及び資本合計 4,965,398 100.0 ― ― 7,152,781 100.0



  

 
  

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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 2,067,229 39.6 ― ―

 ２ 資本剰余金 ― ― 1,997,846 38.3 ― ―

 ３ 利益剰余金 ― ― △262,690 △5.0 ― ―

 ４ 自己株式 ― ― △68,875 △1.3 ― ―

   株主資本合計 ― ― 3,733,511 71.5 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ― 38,418 0.7 ― ―

 ２ 繰延ヘッジ損益 ※３ ― ― 58,494 1.1 ― ―

 ３ 為替換算調整勘定 ― ― 18,650 0.3 ― ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 115,564 2.2 ― ―

   純資産合計 ― ― 3,849,075 73.7 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 5,221,035 100.0 ― ―



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 2,331,097 100.0 1,992,631 100.0 4,208,785 100.0

Ⅱ 売上原価 1,573,959 67.5 1,393,786 69.9 2,757,326 65.5

   売上総利益 757,138 32.5 598,844 30.1 1,451,458 34.5

   返品調整引当金 
   繰入額

105,099 44,538 103,625

   返品調整引当金 
   戻入額

△61,741 △103,625 △61,741

   差引売上総利益 713,779 30.6 657,931 33.0 1,409,574 33.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬及び 
   従業員給与・賞与

267,116 345,946 649,856

 ２ 広告宣伝費 29,291 38,250 62,954

 ３ 運賃 43,350 49,409 90,259

 ４ 貸倒引当金繰入額 3,755 15,386 10,934

 ５ 賞与引当金繰入額 21,648 23,164 18,414

 ６ 役員退職慰労 
   引当金繰入額

10,404 10,020 21,781

 ７ 研究開発費 94,176 59,580 229,964

 ８ 業務委託費 81,332 139,657 187,484

 ９ その他 349,963 901,039 38.6 435,174 1,116,590 56.0 898,134 2,169,784 51.6

   営業損失 187,259 △8.0 458,658 △23.0 760,210 △18.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息配当金 19,001 24,624 39,477

 ２ 投資有価証券売却益 61,594 ― 128,331

 ３ 為替差益 ― 38,340 58,356

 ４ オプション評価益 531,807 ― 938,310

 ５ 雑収入 40,074 652,477 28.0 9,999 72,964 3.7 30,251 1,194,727 28.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 646 631 1,694

 ２ 投資有価証券売却損 ― 283 ―

 ３ 為替差損 21,664 ― ―

 ４ 新株発行費 ― ― 21,921

 ５ オプション評価損 ― 38,526 ―

 ６ 持分法による 
   投資損失

16,709 41,669 56,057

 ７ 雑損失 436 39,456 1.7 3,119 84,231 4.2 7,897 87,570 2.1

   経常利益又は 
   経常損失(△)

425,761 18.3 △469,925 △23.6 346,946 8.2



 
  

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
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 役員退職慰労 
   引当金戻入益

2,566 2,377 2,566

 ２ 投資有価証券売却益 ― 19,448 ―

 ３ 債務免除益 ― 3,637 ―

 ４ 前期損益修正益 ― 2,566 0.1 5,293 30,757 1.5 ― 2,566 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 有形固定資産 
   除売却損

※１ 44,014 16 49,442

 ２ 投資有価証券評価損 20,997 9,337 30,161

 ３ 持分法による 
   投資損失

※２ ― 70,235 124,940

 ４ 違約金 ― 33,468 ―

 ５ 前期損益修正損 ― 65,011 2.8 7,000 120,056 6.0 ― 204,543 4.9

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益又は 
   税金等調整前中間 
   純損失(△)

363,316 15.6 △559,224 △28.1 144,969 3.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

49,758 11,130 32,277

   法人税等調整額 8,821 58,580 2.5 302 11,433 0.6 12,506 44,783 1.0

   中間(当期)純利益 
   又は中間純損失(△)

304,735 13.1 △570,657 △28.6 100,185 2.4



③【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 1,106,646 1,106,646

Ⅱ 資本剰余金増加高

  １ 株式交換による増加高 350,000 350,000

  ２ 転換社債型新株予約権付 
     社債の転換に伴う増加高

― 1,000,000

  ３ 新株引受権の行使による 
     増加高

― 350,000 244 1,350,244

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高

1,456,647 2,456,891

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △251,263 △251,263

Ⅱ 利益剰余金増加高

  １ 中間(当期)純利益 304,735 304,735 100,185 100,185

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高

53,472 △151,077



④【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) 2,067,229 2,456,891 △151,077 △68,875 4,304,168

中間連結会計期間中の変動額

 資本準備金取崩し △459,044 459,044 ―

 中間純損失 △570,657 △570,657

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円)
― △459,044 △111,612 ― △570,657

平成18年６月30日残高(千円) 2,067,229 1,997,846 △262,690 △68,875 3,733,511

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ 

損益

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 36,713 ― 33,390 70,104 4,374,272

中間連結会計期間中の変動額

 資本準備金取崩し ―

 中間純損失 △570,657

 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)
1,704 58,494 △14,739 45,459 45,459

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円)
1,704 58,494 △14,739 45,459 △525,197

平成18年６月30日残高(千円) 38,418 58,494 18,650 115,564 3,849,075



⑤【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) 
   純利益又は税金等調整前 
   中間純損失(△)

363,316 △559,224 144,969

   減価償却費 31,350 23,191 61,780

   営業権償却 5,000 15,492 30,000

   連結調整勘定償却額 17,219 34,439 51,658

   持分法による投資損失 16,709 111,905 180,997

   貸倒引当金の増減額 
   (△は減少)

3,755 15,382 10,798

   賞与引当金の増減額 
   (△は減少)

12,114 15,807 △4,995

   役員退職慰労引当金の 
   増減額 
   (△は減少)

7,837 7,642 19,215

   返品調整引当金の増減額 
   (△は減少)

43,358 △59,087 41,884

   受取利息及び受取配当金 △19,001 △24,624 △39,477

   支払利息 646 631 1,694

   為替差損益 △9,164 △2,732 △7,499

   新株発行費 ― ― 21,921

   オプション評価損益 △531,807 38,526 △938,310

   投資有価証券売却損益 △61,594 △19,164 △128,331

   有形固定資産除売却損益 44,014 16 49,442

   投資有価証券評価損 20,997 9,337 30,161

   売上債権の増減額 
   (△は増加)

△96,148 1,184,559 △801,486

   たな卸資産の増減額 
   (△は増加)

165,543 △115,860 96,699

   仕入債務の増減額 
   (△は減少)

341,957 △966,280 950,567

   未払金の増減額 
   (△は減少)

26,556 △162,467 16,975

      未払消費税等の増減額 
   (△は減少)

8,540 610 3,121

   その他の資産負債の増減額 
   (△は減少)

△22,282 △103,781 54,071

    小計 368,919 △555,683 △154,142

   利息及び配当金の受取額 26,725 42,530 30,293

   利息の支払額 △646 △631 △1,694

   法人税等の支払額 △52,316 △38,451 △69,115

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

342,681 △552,236 △194,658



 
  

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)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   定期預金の純増減額 △28,000 5,000 △14,000

   投資有価証券の 
   取得による支出

△418,084 △354,255 △714,669

   投資有価証券の 
   売却による収入

157,571 129,755 635,829

   有形固定資産の 
   取得による支出

△38,407 △3,266 △32,606

   有形固定資産の 
   売却による収入

― 343 ―

   無形固定資産の 
   取得による支出

― △929 △68,062

   営業権の 
   取得による支出

△150,000 △5,412 △150,000

   短期貸付金の増減額 22,766 35,000 22,766

   株式交換による 
   子会社資金の受入額

322,851 ― 322,851

   連結の範囲の変更を伴う 
   子会社株式の 
   取得による収入

10,157 ― 10,157

   敷金保証金の 
   増加による支出

― ― △115,902

   その他 △114,159 △1,623 15,961

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△235,304 △195,388 △87,673

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入による収入 50,000 ― 50,000

   短期借入金の 
   返済による支出

△16,750 △4,500 △75,850

      社債の発行による収入 ― ― 2,000,000

   社債の償還による支出 △15,000 △15,000 △30,000

   ストックオプションの 
   権利行使による収入

― ― 488

   新株発行による支出 ― ― △21,921

   自己株式の 
   取得による支出

― ― △942

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

18,250 △19,500 1,921,774

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

24,034 △7,619 34,048

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額(△は減少)

149,660 △774,744 1,673,490

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

649,154 2,322,644 649,154

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

798,815 1,547,899 2,322,644



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 ３社

主要な連結子会社名

PLANEX COMMUNICATIONS 

INC.(台湾)

株式会社アメリカンメ

ガトレンド

株式会社トリスター

(1) 連結子会社の数 ３社

主要な連結子会社名

同左

(1) 連結子会社の数 ３社

主要な連結子会社名

同左

―――― ――――   株式会社アメリカンメ

ガトレンドは、平成17年

５月20日に株式交換によ

り、当社の完全子会社と

なったため、当連結会計

年度より、連結の範囲に

含めております。 

 株式会社トリスター

は、平成17年４月１日に

発行する株式200株(議決

権に占める割合100％)を

株式会社アメリカンメガ

トレンドが取得したた

め、当連結会計年度より

連結の範囲に含めており

ます。

(2) 主要な非連結子会社の

名称

主要な非連結子会社

PLANEX COMMUNICATIONS 

PTE  LTD.(シンガポー

ル)

RedSIP Inc.

(2) 主要な非連結子会社の

名称

主要な非連結子会社

同左

   

(2) 主要な非連結子会社の

名称

主要な非連結子会社

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、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、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。



 
  

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 持分法の適用に関

する事項

(1) 持分法を適用した関連

会社数 １社 

  Susteen Inc.

―――― 

 

(1) 持分法を適用した関連

会社数 １社

同左

――――

(1) 持分法を適用した関連

会社数 １社

同左

  当社は、平成17年３

月30日付でSusteen,

Inc.が 発行する株式

5,000株(総議決権に占

める割合20％)を取得し

たため、当連結会計年

度より、持分法の適用

範囲に含めておりま

す。

(2) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等の名

称 

 PLANEX COMMUNICATIONS 

 PTE LTD.(シンガポール) 

 RedSIP Inc.

(2) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等の名

称  

同左

(2) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等の名

称 

同左

(持分法を適用しない理由) 

 持分法を適用していない

非連結子会社は、それぞれ

中間連結純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体として

も重要性が乏しいため、持

分法の適用から除外してお

ります。

(持分法を適用しない理由)

同左

(持分法を適用しない理由) 

 持分法を適用していない

非連結子会社は、それぞれ

連結純損益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重

要性が乏しいため、持分法

の適用から除外しておりま

す。

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

 連結子会社のうち、株式

会社アメリカンメガトレン

ド、株式会社トリスターの

決算日は、３月31日であり

ます。 

中間連結財務諸表の作成に

当たって、これらの会社に

ついては、中間連結決算日

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。

 すべての連結子会社の中

間期の末日は中間連結決算

日と一致しております。 

 

 すべての連結子会社等の

事業年度の末日は連結決算

日と一致しております。 

 なお、株式会社アメリカ

ンメガトレンド及び株式会

社トリスターは、決算日変

更により当連結会計年度の

月数が９ヶ月となっており

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)

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

有価証券

 満期保有目的の債券

   償却原価法(定額法)

を採用しております。

有価証券 

 満期保有目的の債券  

同左

有価証券 

 満期保有目的の債券  

同左

 その他有価証券

  時価のあるもの

    中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法を採用しておりま

す。

   (評価差額は、全部

資本直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

    ただし、複合金融

商品でデリバティブ

部分と債権部分の区

分ができないものに

ついては、全体を時

価評価し、評価差額

を損益に計上してお

ります。

その他有価証券

  時価のあるもの

    中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法を採用しておりま

す。

   (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)

        ただし、複合金融

商品でデリバティブ

部分と債権部分の区

分ができないものに

ついては、全体を時

価評価し、評価差額

を損益に計上してお

ります。

その他有価証券

  時価のあるもの

    決算日の市場価格

等に基づく時価法を

採用しております。

   (評価差額は、全部

資本直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

    ただし、複合金融

商品でデリバティブ

部分と債権部分の区

分ができないものに

ついては、全体を時

価評価し、評価差額

を損益に計上してお

ります。

時価のないもの

 移動平均法による

原価法を採用してお

ります。

 なお、投資事業有

限責任組合及びそれ

に類する組合への出

資(証券取引法第２

条第２項により有価

証券とみなされるも

の)の持分は、出資

金額を資産に計上す

る方法を採用してお

ります。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

デリバティブ

時価法によっておりま

す。

デリバティブ

同左

デリバティブ

同左

たな卸資産

製品、商品、原材料、貯

蔵品

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

たな卸資産

製品、商品、原材料、貯

蔵品

同左

たな卸資産

製品、商品、原材料、貯

蔵品

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

有形固定資産

提出会社は、建物(附属

設備を除く)については定

額法、その他については定

率法によっております。ま

た在外連結子会社は当該国

の会計基準の規定に基づく

定額法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。

建物及び構築物 10～15年 

工具器具備品  ２～15年 

車両運搬具   ４～５年

有形固定資産 

     同左

有形固定資産 

     同左

無形固定資産

提出会社においては、自

社利用ソフトウェアについ

ては社内における見込利用

可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

無形固定資産 

     同左

無形固定資産 

     同左

(3) 重要な繰延資産

の処理方法

―――― ―――― 新株発行費

 支払時に全額費用処理し

ております。

(4) 重要な引当金の

計上基準

貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に

備えるため一般債権につい

ては、貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可

能性を検討し回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金 

     同左

貸倒引当金 

     同左

賞与引当金 

 提出会社においては、従

業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給

見込額に基づき計上してお

ります。

賞与引当金 

     同左

賞与引当金 

     同左

返品調整引当金 

 連結子会社の一部におい

て、ソフトウェアパッケー

ジ商品の返品による損失に

備えるため、返品見込み額

の売買利益相当額及び返品

に伴い発生する廃棄損相当

額を計上しております。

返品調整引当金 

     同左

返品調整引当金 

     同左

役員退職慰労引当金 

 役員への退職慰労金支給

に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給見積額を

計上しております。

役員退職慰労引当金 

     同左 

 

役員退職慰労引当金 

 役員への退職慰労金支給

に備えるため、内規に基づ

く期末要支給見積額を計上

しております。



 
  

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)

(5) 重要なヘッジ会

計の方法

ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によって

おります。また、為替予約

等が付されている外貨建金

銭債務等については、振当

処理の要件を満たしている

場合は振当処理を行ってお

ります。

ヘッジ会計の方法 

     同左

ヘッジ会計の方法 

     同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

デリバティブ取引(為

替予約取引等)

 ヘッジ対象

外貨建仕入債務等

ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左

ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左

ヘッジ方針 

 為替変動による仕入債務

等の損失可能性を減殺する

目的で行っております。

ヘッジ方針 

     同左

ヘッジ方針 

     同左

ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の外貨建仕入

債務等の為替リスクが減殺

されているかどうかを検証

することにより、ヘッジの

有効性を評価しておりま

す。

ヘッジの有効性評価の方法 

     同左

ヘッジの有効性評価の方法 

     同左

(6) その他中間連結

財務諸表(連結

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

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

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金、及び容易に換金

可能でありかつ価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する

短期投資からなっておりま

す。

     同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金、及び容易に換金可能

でありかつ価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資からなっております。



会計処理の変更 

 
  

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

関する会計基準等) 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）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」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

           ――――

なお、従来の「資本の部」の合計

に 相当する金額は3,790百万円であ

ります。  

 中間連結財務諸表規則の改正によ

る貸借対照表の表示に関する変更は

以下のとおりであります。  

１  前中間連結会計期間における

「資本の部」は、当中間連結会計期

間から「純資産の部」となり、「純

資産の部」は「株主資本」及び「評

価・換算差額等」に分類して表示し

ております。

２ 前中間連結会計期間において独

立掲記しておりました「資本金」、

「資本剰余金」及び「利益剰余金」

は、当中間連結会計期間においては

「株主資本」の内訳科目として表示

しております。

３ 前中間連結会計期間において

「利益剰余金」の次に表示しており

ました「その他有価証券評価差額

金」は、当中間連結会計期間から

「評価・換算差額等」の内訳科目と

して表示しております。



 
  

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)

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 前中間連結会計期間において

「負債の部」に表示しておりました

「繰延ヘッジ利益」は、当中間連結

会計期間から税効果調整後の金額を

「評価・換算差額等」の内訳科目の

「繰延ヘッジ損益」として表示して

おります。 

 なお、前中間連結会計期間の繰延

ヘッジ利益について、当中間連結会

計期間と同様の方法によった場合の

金額は40百万円であります。 

――――

５ 前中間連結会計期間において

「その他有価証券評価差額金」の次

に表示しておりました「為替換算調

整勘定」は、当中間連結会計期間か

ら「評価・換算差額等」の内訳科目

として表示しております。

―――― (ストック・オプション等に関する

会計基準等)

      ――――

 当中間連結会計期間から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第８号）

及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準適用指針第11号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

―――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当中間連結会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第4号)を適用しておりま

す。  

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

――――



 
  

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)

      ―――― (自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正)

――――

 

 当中間連結会計期間から、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 最終改正平成17年12月27

日 企業会計基準第１号）及び「自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 最終改正平成17年12

月27日 企業会計基準適用指針第２

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正による中間連結貸借対照表の表示

に関する変更は以下のとおりであり

ます。 

 前中間連結会計期間において資本

に対する控除項目として「資本の

部」の末尾に表示しておりました

「自己株式」は、当中間連結会計期

間から「株主資本」に対する控除項

目として、「株主資本」の末尾に表

示しております。

―――― (株主資本等変動計算書に関する会

計基準等) 

――――

 当中間連結会計期間から、「株主

資本等変動計算書に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第６号）

及び「株主資本等変動計算書に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準適用指針第９号）を適用

しております。

 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から「中間

連結株主資本等変動計算書」を作成

しております。

       また、前中間連結会計期間まで作

成しておりました「中間連結剰余金

計算書」は、本改正により廃止さ

れ、当中間連結会計期間からは作成

しておりません。

 



表示方法の変更 

 
  

追加情報 

 
  

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)

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に交付され、平成16年12

月１日により適用となったこと及び「金融商品会計に関

する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17

年２月15日付で改正されたことに伴い、当中間会計期間

から投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資（証券取引法第２条第２項により有価証券とみなされ

るもの）を投資有価証券として表示する方法に変更いた

しました。なお当中間連結会計期間の投資有価証券に含

まれる当該出資の額は182,777千円であります。

――――――――

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)

      ――――       ――――  「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に交付され、平成16年

４月１日以降に開始する連結会計年

度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当連結会計年度から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱」（平成16年２月13

日 企業会計基準委員会 実務対応

報告12号）に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が15,048千円増加し、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が15,048千

円減少しております。

      ――――  一部のネットワーク構築サービス

については、取引に係る債権債務は

総額で表示していますが、売上高に

ついては、「情報サービス産業にお

ける監査上の諸問題について」（平

成17年３月 日本公認会計士協会IT

業界における特殊な取引検討プロジ

ェクトチーム報告）及び「ソフトウ

ェア取引の収益の会計処理に関する

実務上の取扱い」（平成18年３月

企業会計基準委員会 実務対応報告

第17号）における収益の総額表示に

ついての会計上の考え方に基づき、

外部からの仕入高30,208千円と相殺

して表示しています。

 一部のネットワーク構築サービス

については、取引に係る債権債務は

総額で表示していますが、売上高に

ついては、「情報サービス産業にお

ける監査上の諸問題について」（平

成17年３月 日本公認会計士協会IT

業界における特殊な取引検討プロジ

ェクトチーム報告）及び「ソフトウ

ェア取引の収益の会計処理に関する

実務上の取扱い（案）」（平成18年 

企業会計基準委員会 実務対応報告

公開草案第20号）における収益の総

額表示についての会計上の考え方に

基づき、外部からの仕入高885,133

千円と相殺して表示しています。



注記事項 

(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

減価償却累計額 143,593千円

※１ 有形固定資産

減価償却累計額 145,257千円

※１ 有形固定資産

減価償却累計額 134,547千円

※２ 非連結子会社及び関連会社に

対するものは、次のとおりであ

ります。

  投資有価証券（株式）

349,356千円

※２ 非連結子会社及び関連会社に

対するものは、次のとおりであ

ります。

  投資有価証券（株式）

 72,888千円

※２ 非連結子会社及び関連会社に

対するものは、次のとおりであ

ります。

  投資有価証券（株式）

186,918千円

※３ 繰延ヘッジ損益の相殺前残高

は以下のとおりであります。

繰延ヘッジ利益 82,884千円

繰延ヘッジ損失 14,406千円

※３ 繰延ヘッジ損益の相殺前残高

は以下のとおりであります。

繰延ヘッジ利益 63,324千円

繰延ヘッジ損失 4,830千円

※３ 繰延ヘッジ損益の相殺前残

高は以下のとおりであります。

繰延ヘッジ利益 157,096千円

繰延ヘッジ損失 7,141千円

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 有形固定資産除売却損の内訳 ※１ 有形固定資産除売却損の内訳 ※１ 有形固定資産除売却損の内訳

 
建物 44,014千円 船舶 7千円

車両 8千円

計 16千円

建物 40,516千円

工具器具備品 8,925千円

計 49,442千円

※２    ―――― ※２ 持分法による投資損失（特別

損失）は、持分法適用関連会社の

連結調整勘定相当額等の減損処理

を行ったことによる損失でありま

す。

※２ 持分法による投資損失（特別

損失）は、持分法適用関連会社の

連結調整勘定相当額の減損処理を

行ったことによる損失でありま

す。



(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 発行済株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

旧商法第280条ノ第19第１項の規定に基づく、当社取締役及び従業員に対する新株引受権の行使によるものであ

ります。 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

平成14年新株引受権の減少は、権利行使によるものであります。 

平成16年及び平成17年新株予約権の減少は、権利の消滅によるものです。 

３ 平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

４ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

  普通株式（株）         95,629.89 1 ―        95,630.89

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

  普通株式（株）           1,344.89 ― ―           1,344.89

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株)
当中間連結会
計期間末残高
(千円)

前連結会計
年度末

増加 減少
当中間連結
会計期間末

―

提出会社

平成13年新株引受権 普通株式 215 ― ― 215 ―

平成14年新株引受権 普通株式 927 ― 1 926 ―

平成16年新株予約権 普通株式 2,305 ― 55 2,250 ―

平成17年新株予約権 普通株式 11,515 ― 4,460 7,055 ―

合計 14,962 ― 4,516 10,446 ―



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

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)

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) (平成18年６月30日現在) (平成17年12月31日現在)

現金及び預金勘定 806,957千円

有価証券勘定 24,858千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

△33,000千円

現金及び 
現金同等物

798,815千円

現金及び預金勘定 1,536,409千円

有価証券勘定 25,490千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△14,000千円

現金及び 
現金同等物

1,547,899千円

現金及び預金勘定 2,315,900千円

有価証券勘定 25,743千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

△19,000千円

現金及び
現金同等物

2,322,644千円

―――― ―――― 重要な非資金取引の内容

①株式交換

株式交換に伴う資
本金の増加

150,000千円

株式交換に伴う資
本剰余金の増加

350,000千円

②転換社債型新株予約権付 

社債の転換

転換社債型新株予
約権付社債の転換
に伴う資本金の増
加

1,000,000千円

転換社債型新株予
約権付社債の転換
に伴う資本剰余金
の増加

1,000,000千円

転換による転換社
債型新株予約権付
社債の減少

2,000,000千円

―――― ―――― 株式の取得により新たに連結子会社

となった会社の資産及び負債の主な

内訳 

 株式の取得により新たに株式会社

トリスターを連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並び

に株式の取得価格と取得による収入

（純額）は次のとおりであります。

流動資産 109,496千円

固定資産 4,365千円

連結調整勘定 49,352千円

流動負債 △153,213千円

株式会社トリス
ターの取得価格

10,000千円

株式会社トリス
ターの現金及び
現金同等物

20,157千円

新規連結子会社
取得による収入

10,157千円



 
  

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)

―――― ――――

 

株式交換により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内

訳等 

 株式交換により新たに株式会社ア

メリカンメガトレンドを連結したこ

とに伴う連結開始時の資産及び負債

の内訳並びに株式交換による子会社

資金の受入額（純額）は次のとおり

であります。 

(1)連結開始時の資産及び負債の内訳

流動資産 589,455千円

固定資産 40,653千円

資産合計 630,108千円

流動負債 136,469千円

固定負債 282,700千円

負債合計 419,169千円

(2)株式交換による子会社資金の受入

額

現金及び現金同
等物

337,851千円

株式交換費用 △15,000千円

株式交換による
子会社資金の受
入額

322,851千円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年６月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
（注）当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損20,997千円を計上しております。 

なお、表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 
  

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 146,955 175,137 28,182

(2) 債券 230,735 230,542 △192

(3) その他 195,971 226,248 30,277

合計 573,661 631,929 58,267

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

満期保有目的の債券

非上場ユーロ円債 300,000

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 34,880

外貨建MMF 24,858

投資事業組合出資金 182,777

計 542,516



当中間連結会計期間末(平成18年６月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 
（注）当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損7,080千円を計上しております。 

なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した

場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮し

て必要と認められた額について減損処理を行っております。 

  

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 78,680 82,424 3,744

(2) 債券 281,860 267,987 △13,872

(3) その他 376,373 469,666 93,293

合計 736,913 820,078 83,164

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

満期保有目的の債券

非上場ユーロ円債 300,000

その他有価証券

非上場株式 8,216

投資事業組合出資金 165,240

計 473,456



前連結会計年度末(平成17年12月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

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

なお、表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

  

２ 時価のない主な有価証券の内容 

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

  

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 41,776 48,226 6,449

(2) 債券 230,735 236,830 6,095

(3) その他 195,971 260,363 64,392

合計 468,483 545,420 76,936

連結貸借対照表計上額
（千円）

満期保有目的の債券

非上場ユーロ円債 300,000

その他有価証券

非上場株式 16,025

外貨建MMF 25,743

投資事業組合出資金 168,070

計 509,839



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年６月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 
(注) １ 時価の算定方法 

  通貨オプション取引の時価は、取引銀行から提示された価格によっております。 

２ 外貨建金銭債務にデリバティブ取引が付されていることにより決済時の円貨額が確定している外貨建金銭債

務で、中間連結貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象から除いてお

ります。 

３ ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

  

当中間連結会計期間末(平成18年６月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 
(注) １ 時価の算定方法 

  通貨オプション取引の時価は、取引銀行から提示された価格によっております。 

２ 外貨建金銭債務にデリバティブ取引が付されていることにより決済時の円貨額が確定している外貨建金銭債

務で、中間連結貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象から除いてお

ります。 

３ ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

  

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

通貨

通貨オプション取引

買建

米ドル 385,680 180,454 △205,225

売建

米ドル △559,873 △582,875 △23,002

合計 △174,193 △402,420 △228,227

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

通貨

通貨オプション取引

買建

米ドル 326,167 229,523 △96,643

売建

米ドル △480,037 △262,539 217,498

合計 △153,870 △33,015 120,855



前連結会計年度末(平成17年12月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 
(注) １ 時価の算定方法 

  先物為替予約取引の時価は、期末の先物為替相場を使用しております。 

  通貨オプション取引の時価は、取引銀行から提示された価格によっております。 

２ 外貨建金銭債務にデリバティブ取引が付されていることにより決済時の円貨額が確定している外貨建金銭債

務で、連結貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象から除いておりま

す。 

３ ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

  

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

通貨

通貨オプション取引

買建

米ドル 354,702 266,909 △87,792

売建

米ドル △533,269 △262,545 270,723

合計 △178,567 4,364 182,931



(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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社連結グループは、情報通信・ネット

ワーク関連製品の開発及び製造販売を行う単一事業を営んでいるため、事業の種類別セグメント情報の記載は行って

おりません。 

  

【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) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾 

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

件費であり、金額は31,567千円であります。 

  

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) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾 

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

件費であり、金額は29,692千円であります。 

  

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 2,037,639 293,458 2,331,097 ― 2,331,097

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

64,851 758,883 823,734 (823,734) ―

計 2,102,491 1,052,341 3,154,832 (823,734) 2,331,097

営業費用 2,236,616 1,074,980 3,311,597 (793,240) 2,518,357

営業損失 134,125 22,639 156,764 (30,494) 187,259

日本 
(千円)

アジア
(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 1,688,045 304,585 1,992,631 ― 1,992,631

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

84,271 1,033,234 1,117,506 (1,117,506) ―

計 1,772,316 1,337,820 3,110,137 (1,117,506) 1,992,631

営業費用 2,153,121 1,365,605 3,518,726 (1,067,436) 2,451,289

営業損失 380,804 27,785 408,589 (50,069) 458,658



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 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾 

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

件費であり、金額は59,538千円であります。 

  

日本 
(千円)

アジア
(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 3,553,693 655,091 4,208,785 ― 4,208,785

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

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

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

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

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



【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) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

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

  その他………………アメリカ、ドイツ、ウクライナ、チェコ、イギリス、ポーランド、スイス、アルゼンチ

ン 

  

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) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

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

アラブ首長国連邦 

  その他………………イギリス、ポーランド、スイス、フランス、ドイツ、スウェーデン、アメリカ、オース

トラリア、クウェート 

  

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 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

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

ベトナム、アラブ首長国連邦 

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

カ、カナダ、アルゼンチン 

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 272,846 31,455 304,301

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,331,097

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

11.7 1.4 13.1

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 273,360 67,985 341,345

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,992,631

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

13.7 3.4 17.1

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 578,254 97,489 675,743

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,208,785

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

13.7 2.3 16.1



(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係) 

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション関係) 

該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

 
  

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)

１株当たり純資産額 157,267円32銭 １株当たり純資産額 40,823円40銭 １株当たり純資産額 46,394円15銭

１株当たり中間純利益

          20,385円04銭
１株当たり中間純損失 6,052円41銭 １株当たり当期純利益 1,226円49銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益

          19,993円20銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益 

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純

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 

当期純利益    

            1,112円54銭

 当社は、平成17年８月19日付で普

通株式１株に対し普通株式５株の割

合で株式分割を行いました。

 当社は、平成17年８月19日付で普

通株式１株に対して普通株式５株の

割合で株式分割を行いました。

 前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における(１株当た

り情報）の各数値は以下のとおりで

あります。

 前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における(１株当た

り情報）の各数値は以下のとおりで

あります。

１株当たり純資産額   1株当たり純資産額

31,453円46銭 23,692円92銭

１株当たり中間純利益 １株当たり当期純損失

4,077円01銭 10,318円96銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益

潜在株式調整後1株当たり 

当期純利益

           3,998円64銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純

損失が計上されているため、記載し

ておりません。

(追加情報)

 当中間連結会計期間から、改正後

の「１株当たり当期純利益に関する

会計基準」（企業会計基準委員会

最終改正平成18年１月31日 企業会

計基準第２号）及び「１株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 最終改

正平成18年１月31日 企業会計基準

適用指針第４号）を適用しておりま

す。

 これにより、前中間連結会計期間

と同様の方法によった場合と比べ、

当中間連結会計期間の１株当たり純

資産額は、620円39銭増加しており

ます。



（注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ 1株当たり中間(当期)純損益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 

 
  

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)

中間連結貸借対照表の純資産

の部の合計額(千円）
― 3,849,075 ―

普通株式に係る純資産額  

(千円）
― 3,849,075 ―

普通株式の発行済株式数

(株）
―    95,630.89 ―

普通株式の自己株数(株） ― 1,344.89 ―

１株当たり純資産の算定に用

いられた普通株式の数(株）
― 94,286 ―

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)

中間(当期)純利益又は中間純

損失(△)(千円)
304,735 △570,657 100,185

普通株式にかかる中間(当期)

純利益又は、中間純損失(△)

(千円)

304,735 △570,657 100,185

普通株主に帰属しない金額

(千円)
― ― ―

普通株式の期中平均株式数

(株)
14,949 94,286 81,685

中間(当期)純利益調整額
(千円)

― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益の算定に用い

られた普通株式増加数の主要

な内訳(株）

 転換社債 ― ― 5,300

 新株引受権 ― ― 182

 新株予約権 292 ― 2,884

 普通株式増加数(株) 292 ― 8,366

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後1株当たり中

間(当期)純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要

新株予約権(新株予約権

の数2,725個)。これらの

詳細は、「新株予約権等

の状況」に記載のとおり

であります。

新株予約権(新株予約権

の数2,552個)。これらの

詳細は、「新株予約権等

の状況」に記載のとおり

であります。

新株予約権(新株予約権

の数215個)。これらの詳

細は、「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)

新株予約権付社債の発行及び払込

平成17年６月27日開催の当社取締

役会において、平成17年７月13日を

払込期日とする新株予約権付社債

（第２回無担保転換社債型新株予約

権付社債）の発行を決議し、平成17

年７月13日に払込を受けました。

1. 発行総額   2,000,000,000円

2. 発行価格

額面100円につき100円

   ただし、本新株予約権は無償に

て発行するものとする。

3. 払込期日   平成17年７月13日

4. 償還期限   平成22年７月13日

5. 利率

本社債には利息を付さない。

6. 新株予約権の内容

 「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。

7. 資金の使途

上記手取概算額1,990百万円に

ついては、ソフトとネットサー

ビスの事業立ち上げと拡大を行

うためのM&A資金に1,500百万

円、残額を次世代IPv6 L2/L3ス

イ ッ チ、及 び OTA（Over  The 

Air）サービスの開発、並びに研

究開発のリソース確保に充当し

ていく予定です。

      ――――       ――――



 
  

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)

 

株式分割

平成17年４月14日開催の当社取締

役会決議に基づき、次のように株式

分割による新株式を発行しておりま

す。

1. 平成17年８月19日をもって普通

株式１株につき５株に分割いたし

ました。

(1) 分割により増加する株式数

   普通株式     66,052株

(2) 分割方法

  平成17年６月30日最終の株主

名簿及び実質株主名簿を、１株

につき５株の割合をもって分割

いたしました。

2. 配当起算日

  平成17年７月１日

  当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前中間期間及

び前事業年度における１株当たり

情報並びに当期首に行われたと仮

定した場合の当中間会計期間にお

ける１株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりとなります。
前中間連結 
会計期間

当中間連結 
会計期間

前連結 
会計年度

１株当たり
純資産額 
29,995円55
銭 
１株当たり
中間純損失
金額 
3,722 円 75
銭 
潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益金額 
 潜在株式
調整後１株
当たり中間
純利益につ
いては、１
株当たり中
間純損失が
計上されて
いるため、
記載してお
りません。

１株当たり
純資産額 
31,453円46
銭 
１株当たり
中間純利益
金額 
4,077 円 01
銭 
潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益金額 
 
 
 
 
3,998 円 64
銭 
 
 
 
 
 

１株当たり
純資産額
23,692円92
銭
１株当たり
当期純損失
金額
10,318円96
銭
潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益金額
 潜在株式
調整後１株
当たり当期
純利益につ
いては、１
株当たり当
期純損失が
計上されて
いるため、
記載してお
りません。

 

      ――――       ――――



 
  

(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)

新株予約権の行使による新株の発

行

平成17年９月１日付で新株予約

権付社債（第２回無担保転換社債

型新株予約権付社債）700,000千円

の新株予約権の行使があり、同日

付で発行済株式総数が5,147.05株

増 加 するとともに、資本金が

350,000千円増加、資本剰余金（資

本準備金）が350,000千円増加いた

しました。

     ――――      ――――



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 265,010 829,806 1,697,715

 ２ 売掛金 860,211 383,936 1,517,293

 ４ たな卸資産 258,892 395,256 231,335

 ５ 前渡金 64,476 ― ―

 ６ 前払費用 45,358 41,455 40,786

 ７ 短期貸付金 ― 100,000 ―

 ８ オプション資産 ― 72,117 159,824

 ９ その他 25,182 63,154 60,047

   貸倒引当金 △183 △76 △231

  流動資産合計 1,518,946 42.5 1,885,650 48.2 3,706,772 66.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 60,814 120,927 130,709

   有形固定資産合計 60,814 1.7 120,927 3.1 130,709 2.3

 ２ 無形固定資産 32,675 89,316 95,203

   無形固定資産合計 32,675 0.9 89,316 2.3 95,203 1.7

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,121,348 1,256,574 1,008,747

  (2) 関係会社株式 668,798 383,213 496,968

  (3) その他 175,638 174,757 165,304

    貸倒引当金 △499 △450 △450

   投資その他の 
   資産合計

1,965,286 54.9 1,814,095 46.4 1,670,568 29.8

  固定資産合計 2,058,776 57.5 2,024,339 51.8 1,896,482 33.8

  資産合計 3,577,723 100.0 3,909,989 100.0 5,603,254 100.0



 
  

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 654,781 156,895 1,137,005

 ２ 短期借入金 221,260 ― ―

 ３ 未払金 156,496 90,519 235,917

 ４ 未払法人税等 8,772 5,732 17,000

 ５ 賞与引当金 23,035 21,889 4,515

 ６ 為替予約 14,406 8,144 7,141

 ７ 繰延税金負債 ― 40,130 ―

 ８ 繰延ヘッジ利益 ※２ 68,478 ― 149,955

 ９ オプション負債 321,172 ― ―

 10 その他 18,507 15,465 12,179

  流動負債合計 1,486,910 41.6 338,775 8.6 1,563,714 27.9

Ⅱ 固定負債

 １ 繰延税金負債 126,161 134,392 130,375

 ２ 役員退職慰労引当金 154,479 173,499 165,856

 ３ その他 2,000 ― 2,000

  固定負債合計 282,640 7.9 307,891 7.9 298,232 5.3

  負債合計 1,769,551 49.5 646,667 16.5 1,861,946 33.2



 
  

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
(％)

(資本の部)

Ⅰ 資本金 1,066,985 29.8 ― ― 2,067,229 36.9

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,161,309 ― 2,161,553

   資本剰余金合計 1,161,309 32.5 ― ― 2,161,553 38.6

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 5,047 ― 5,047

 ２ 中間(当期) 
   未処理損失

390,778 ― 459,044

    利益剰余金合計 △385,730 △10.8 ― ― △453,996 △8.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

33,540 0.9 ― ― 35,396 0.6

Ⅴ 自己株式 △67,932 △1.9 ― ― △68,875 △1.2

  資本合計 1,808,172 50.5 ― ― 3,741,307 66.8

  負債資本合計 3,577,723 100.0 ― ― 5,603,254 100.0



  

 
  

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 ― ― 2,067,229 52.9 ― ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 1,702,509 ―

   資本剰余金合計 ― ― 1,702,509 43.5 ― ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 5,047 ―

  (2) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― △539,182 ―

   利益剰余金合計 ― ― △534,135 △13.6 ― ―

 ４ 自己株式 ― ― △68,875 △1.8 ― ―

   株主資本合計 ― ― 3,166,728 81.0 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― ― 38,099 1.0 ― ―

 ２ 繰延ヘッジ損益 ※２ ― ― 58,494 1.5 ― ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 96,593 2.5 ― ―

   純資産合計 ― ― 3,263,322 83.5 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 3,909,989 100.0 ― ―



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 1,745,613 100.0 1,162,645 100.0 2,971,861 100.0

Ⅱ 売上原価 1,348,784 77.3 962,482 82.8 2,268,345 76.3

   売上総利益 396,828 22.7 200,162 17.2 703,515 23.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５ 580,666 33.3 601,869 51.8 1,274,105 42.9

   営業損失 183,838 △10.6 401,707 △34.6 570,589 △19.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 611,594 35.1 61,917 5.3 1,113,048 37.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 32,806 1.9 40,248 3.4 25,692 0.9

   経常利益又は 
   経常損失(△)

394,949 22.6 △380,038 △32.7 516,766 17.4

Ⅵ 特別利益 ※３ 2,566 0.1 6,551 0.6 2,566 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４ 59,950 3.4 154,239 13.3 245,731 8.3

   税引前中間(当期) 
   純利益又は 
   税引前中間 
   純損失(△)

337,565 19.3 △527,725 △45.4 273,601 9.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

18,311 9,495 19,661

   法人税等調整額 2,630 20,941 1.2 1,961 11,457 1.0 5,582 25,244 0.8

   中間(当期)純利益 
   又は中間 
   純損失(△)

316,623 18.1 △539,182 △46.4 248,357 8.4

   前期繰越損失 707,401 ― 707,401

   中間(当期) 
   未処理損失

390,778 ― 459,044



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 利益準備金

その他   

利益剰余金

平成17年12月31日残高(千円) 2,067,229 2,161,553 5,047 △459,044 △68,875 3,705,911

中間会計期間中の変動額

 資本準備金取崩し △459,044 459,044 ―

 中間純損失 △539,182 △539,182

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
― △459,044 ― △80,138 ― △539,182

平成18年６月30日残高(千円) 2,067,229 1,702,509 5,047 △539,182 △68,875 3,166,728

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算 

差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 35,396 ― 35,396 3,741,307

中間会計期間中の変動額

 資本準備金取崩し ―

 中間純損失 △539,182

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額)
2,703 58,494 61,197 61,197

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
2,703 58,494 61,197 △477,985

平成18年６月30日残高(千円) 38,099 58,494 96,593 3,263,322



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

たな卸資産 

 移動平均法による原価法

を採用しております。

たな卸資産 

     同左

たな卸資産 

     同左

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。

有価証券

 子会社株式及び関連会社

株式

     同左

有価証券

 子会社株式及び関連会社

株式

     同左

 満期保有目的の債券

  償却原価法(定額法)

を採用しております。

満期保有目的の債券

    同左

満期保有目的の債券

    同左

 その他有価証券

   時価のあるもの

   中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法を採用しておりま

す。(評価差額は、

全部資本直入法によ

り処理し、売却原価

は移動平均法により

算定)

   ただし、複合金融

商品でデリバティブ

部分と債権部分の区

分ができないものに

ついては、全体を時

価評価し、評価差額

を損益に計上してお

ります。

その他有価証券

   時価のあるもの

   中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法を採用しておりま

す。(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)

   ただし、複合金融

商品でデリバティブ

部分と債権部分の区

分ができないものに

ついては、全体を時

価評価し、評価差額

を損益に計上してお

ります。

その他有価証券

   時価のあるもの

決算日の市場価格

等に基づく時価法を

採用しております。

(評価差額は、全部

資本直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

ただし、複合金融

商品でデリバティブ

部分と債権部分の区

分ができないものに

ついては、全体を時

価評価し、評価差額

を損益に計上してお

ります。

時価のないもの

移動平均法による

原価法を採用してお

ります。

なお、投資事業有

限責任組合及びそれ

に類する組合への出

資(証券取引法第２

条第２項により有価

証券とみなされるも

の)の持分は、出資

金額を資産に計上す

る方法を採用してお

ります。

時価のないもの

    同左

時価のないもの

    同左

デリバティブ 

 時価法によっておりま

す。

デリバティブ 

      同左

デリバティブ 

      同左



 
  

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)

２ 固定資産の減価償

却の方法

有形固定資産 

 建物(附属設備を除く)に

ついては定額法、その他に

ついては定率法によってお

ります。 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。

建物及び構築物 10～15年 

工具器具備品  ４～15年 

車両運搬具   ４～５年

有形固定資産 

     同左

有形固定資産 

     同左

無形固定資産 

 定額法によっておりま

す。 

 ただし、ソフトウェア

(自社利用分)については、

利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっておりま

す。

無形固定資産 

     同左

無形固定資産 

     同左

３ 繰延資産の処理方

法

―――― ―――― 新株発行費

 支払時に全額費用処理し

ております。

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に

備えるため一般債権につい

ては、貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可

能性を検討し回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金 

     同左

貸倒引当金 

     同左

賞与引当金 

 従業員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき計上し

ております。

賞与引当金 

     同左

賞与引当金 

     同左

役員退職慰労引当金 

 役員への退職慰労金支給

に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給見積額を

計上しております。

役員退職慰労引当金 

     同左

役員退職慰労引当金 

 役員への退職慰労金支給

に備えるため、内規に基づ

く期末要支給見積額を計上

しております。



 
  

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)

５ ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によって

おります。また、為替予約

等が付されている外貨建金

銭債務等については、振当

処理の要件を満たしている

場合は振当処理を行ってお

ります。

ヘッジ会計の方法 

     同左

ヘッジ会計の方法 

     同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

デリバティブ取引(為

替予約取引等)

ヘッジ対象

外貨建仕入債務等

ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左

ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左

ヘッジ方針 

 為替変動による仕入債務

等の損失可能性を減殺する

目的で行っております。

ヘッジ方針 

     同左

ヘッジ方針 

     同左

ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の外貨建仕入

債務等の為替リスクが減殺

されているかどうかを検証

することにより、ヘッジの

有効性を評価しておりま

す。

ヘッジの有効性評価の方法 

     同左

ヘッジの有効性評価の方法 

     同左

６ 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



 会計処理の変更 

 
  

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

関する会計基準等)

 ――――

  当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

  これによる損益に与える影響はあ

りません。

  なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は3,204百万円であ

ります。

  中間財務諸表等規則の改正による

貸借対照表の表示に関する変更は以

下のとおりであります。

１ 前中間会計期間における「資本

の部」は、当中間会計期間から「純

資産の部」となり、「純資産の部」

は「株主資本」及び「評価・換算差

額等」に分類して表示しておりま

す。

２ 前中間会計期間において独立掲

記しておりました「資本金」、「資

本剰余金」及び「利益剰余金」は、

当中間会計期間においては「株主資

本」の内訳科目として表示しており

ます。

     ３ 前中間会計期間において「利益

剰余金」の内訳科目として表示して

おりました「任意積立金」は、当中

間会計期間から「その他利益剰余

金」の内訳科目として表示しており

ます。 

 なお、本改正により従来の「任意

積立金」の区分は廃止されておりま

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 前中間会計期間において「利益

剰余金」の内訳科目として表示して

おりました「中間未処理損失」は当

中間会計期間から「その他利益剰余

金」の内訳科目である「繰越利益剰

余金」として表示しております。

――――

５ 前中間会計期間において「利益

剰余金」の次に表示しておりました

「その他有価証券評価差額金」は、

当中間会計期間から「評価・換算差

額等」の内訳科目として表示してお

ります。

６ 前中間会計期間において「負債

の部」に表示しておりました「繰延

ヘッジ利益」は、当中間会計期間か

ら税効果調整後の金額を「評価・換

算差額等」の内訳科目の「繰延ヘッ

ジ損益」として表示しております。

なお、前中間会計期間の繰延ヘッ

ジ利益について、当中間会計期間と

同様の方法によった場合の金額は40

百万円であります。

      ―――― (ストック・オプション等に関する

会計基準等)

      ――――

当中間会計期間から「ストック・

オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号）及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第11号）を適用し

ております。

      これによる損益に与える影響はあ

りません。

 

―――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当中間会計期間から「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第4号)を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

――――



 
  

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)

―――― (自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正)

――――

当中間会計期間から、改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 最終改正平成17年12月27日

企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 最終改正平成17年12月27

日 企業会計基準適用指針第２号）

を適用しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

なお、中間財務諸表等規則の改正

による中間貸借対照表の表示に関す

る変更は以下のとおりであります。

前中間会計期間において資本に対

する控除項目として「資本の部」の

末尾に表示しておりました「自己株

式」は、当中間会計期間から「株主

資本」に対する控除項目として、

「株主資本」の末尾に表示しており

ます。

―――― (株主資本等変動計算書に関する会

計基準等) 

――――

当中間会計期間から、「株主資本

等変動計算書に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第６号）及び

「株主資本等変動計算書に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第９号）を適用して

おります。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間から中間損益計

算書の末尾は中間純利益（損失）と

されております。

     また、当中間会計期間から「中間

株主資本等変動計算書」を作成して

おります。

  



表示方法の変更 

 
  

 追加情報 

 
  

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)

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に交付され、平成16

年12月１日により適用となったこと及び「金融商品会

計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）

が平成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当中

間会計期間から投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）を投資有価証券として表示す

る方法に変更いたしました。なお当中間会計期間の投

資有価証券に含まれる当該出資の額は182,777千円であ

ります。

前中間会計期間において区分掲記しておりました

「前渡金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当

中間会計期間より流動資産の「その他」に含めて表示

しております。 

 なお、当中間会計期間末の「その他」に含まれてい

る「前渡金」は１千円であります。 

 

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)

      ――――       ――――  「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に交付され、平成16年

４月１日以降に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱」（平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告12

号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が14,300千円増加し、経常利益及び

税引前当期純利益が14,300千円減少

しております。

      ――――  一部のネットワーク構築サービス

については、取引に係る債権債務は

総額で表示していますが、売上高に

ついては、「情報サービス産業にお

ける監査上の諸問題について」（平

成17年３月 日本公認会計士協会IT

業界における特殊な取引検討プロジ

ェクトチーム報告）及び「ソフトウ

ェア取引の収益の会計処理に関する

実務上の取扱い」（平成18年３月

企業会計基準委員会 実務対応報告

第17号）における収益の総額表示に

ついての会計上の考え方に基づき、

外部からの仕入高30,208千円と相殺

して表示しています。

 一部のネットワーク構築サービス

については、取引に係る債権債務は

総額で表示していますが、売上高に

ついては、「情報サービス産業にお

ける監査上の諸問題について」（平

成17年３月 日本公認会計士協会IT

業界における特殊な取引検討プロジ

ェクトチーム報告）及び「ソフトウ

ェア取引の収益の会計処理に関する

実務上の取扱い（案）」（平成18年 

企業会計基準委員会 実務対応報告

公開草案第20号）における収益の総

額表示についての会計上の考え方に

基づき、外部からの仕入高885,133

千円と相殺して表示しています。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

(中間損益計算書関係) 

 
  

(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) 

自己株式に関する事項 

 
  

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 有形固定資産減価償却累計額

83,336千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

77,977円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

71,201千円

※２ 繰延ヘッジ損益の相殺前残高

は以下のとおりであります。

繰延ヘッジ利益 82,884千円

繰延ヘッジ損失 14,406千円

※２ 繰延ヘッジ損益の相殺前残高

は以下のとおりであります。

繰延ヘッジ利益 63,324千円

繰延ヘッジ損失 4,830千円

※２ 繰延ヘッジ損益の相殺前残高

は以下のとおりであります。

繰延ヘッジ利益 157,096千円

繰延ヘッジ損失 7,141千円

※３ 銀行借入に対する債務保証

株式会社アメリ
カンメガトレン
ド

283,600千円

計 283,600千円

※３ 社債に対する債務保証

株式会社アメリ
カンメガトレン
ド

190,000千円

計 190,000千円

※３ 銀行借入に対する債務保証

株式会社アメリ
カンメガトレン
ド

209,500千円

計 209,500千円

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 営業外収益の主な内訳 ※１ 営業外収益の主な内訳 ※１ 営業外収益の主な内訳

受取利息 13,928千円 受取利息 12,995千円 受取利息 30,469千円

オプション評価益 531,807千円 為替差益 39,488千円 為替差益 17,281千円

 

投資有価証券 
売却益

61,594千円

 

投資有価証券
売却益

120,353千円

オプション評価益 938,310千円

※２ 営業外費用の主な内訳 ※２ 営業外費用の主な内訳 ※２ 営業外費用の主な内訳

 
支払利息割引料 2,392千円 投資有価証券

売却損
283千円  

支払利息割引料 3,409千円

為替差損 30,064千円 オプション評価損 38,526千円 新株発行費 21,921千円

※３ 特別利益の主な内訳 ※３ 特別利益の主な内訳 ※３ 特別利益の主な内訳

 

役員退職慰労 
引当金戻入

2,566千円
役員退職慰労
引当金戻入

2,377千円

貸倒引当金戻入益 154千円

前期損益修正益 4,018千円
 

役員退職慰労
引当金戻入

2,566千円

※４ 特別損失の主な内訳 ※４ 特別損失の主な内訳 ※４ 特別損失の主な内訳

 

投資有価証券 
評価損

20,997千円

固定資産除却損 38,953千円

関係会社株式
評価損

113,754千円

固定資産売却損 16千円

違約金 33,468千円

前期損益修正損 7,000千円

投資有価証券
評価損

30,161千円

関係会社株式
評価損

171,830千円

固定資産除却損 43,740千円

※５ 減価償却実施額 ※５ 減価償却実施額 ※５ 減価償却実施額

有形固定資産 17,041千円

無形固定資産 5,487千円

有形固定資産 11,253千円

無形固定資産 6,138千円

有形固定資産 34,935千円

無形固定資産 11,021千円

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

  普通株式（株） 1,344.89 ― ―          1,344.89



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、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。 

  

 (１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

 
  

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)

新株予約権付社債の発行及び払込

平成17年６月27日開催の当社取締

役会において、平成17年７月13日を

払込期日とする新株予約権付社債

（第２回無担保転換社債型新株予約

権付社債）の発行を決議し、平成17

年７月13日に払込を受けました。

なお、詳細については、中間連結

財務諸表における「重要な後発事

象」に記載のとおりであります。

―――― ――――

株式分割

平成17年４月14日開催の当社取締

役会決議に基づき、次のように株式

分割による新株式を発行しておりま

す。

1. 平成17年８月19日をもって普通

株式１株につき５株に分割いたし

ました。

(1) 分割により増加する株式数

   普通株式     66,052株

(2) 分割方法

   平成17年６月30日最終の株主

名簿及び実質株主名簿を、１株

につき５株の割合を持って分割

いたしました。



 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

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)

 

2. 配当起算日

  平成17年７月１日

  当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前中間期間及

び前事業年度における１株当たり

情報並びに当期首に行われたと仮

定した場合の当中間会計期間にお

ける１株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりとなります。

前中間 
会計期間

当中間 
会計期間

前事業 
年度

１株当たり
純資産額 
24,206円50
銭 
１株当たり
中間純損失
金額 
4,476 円 21
銭 
潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益金額 
 潜在株式
調整後１株
当たり中間
純利益につ
いては、１
株当たり中
間純損失が
計上されて
いるため、
記載してお
りません。

１株当たり
純資産額 
22,261円28
銭 
１株当たり
中間純利益
金額 
4,236 円 05
銭 
潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益金額 
 
 
 
 
4,154 円 62
銭 
 
 
 
 
 

１株当たり
純資産額
17,736円27
銭
１株当たり
当期純損失
金額
11,003円60
銭
潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益金額
 潜在株式
調整後１株
当たり当期
純利益につ
いては、１
株当たり当
期純損失が
計上されて
いるため、
記載してお
りません。

 

―――― ――――

新株予約権の行使による新株の発行

平成17年９月１日付で新株予約権

付社債（第２回無担保転換社債型新

株予約権付社債）700,000千円の新

株予約権の行使があり、同日付で、

発行済株式総数が5,147.05株増加す

るとともに、資本金が350,000千円

増加、資本剰余金（資本準備金）が

350,000千円増加いたしました。

 



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。 

有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度(第12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24日関東財務局長に提出。 

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年９月２２日

プラネックスコミュニケーションズ株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているプラネックスコミュ

ニケーションズ株式会社の平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（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、当監査法人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。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

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。当監査法人は、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。 

当監査法人は、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、プラネックスコミュニケーションズ株式会社及び連結子会社の平成１７年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 

 １．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年６月２７日開催の取締役会において新株予約権付社債の発行を決

議し、平成１７年７月１３日に払込を受けている。 

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年８月１９日に株式分割による新株を発行している。 

 ３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年９月１日付で新株予約権の行使があり、資本金、資本準備金がそ

れぞれ増加した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

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

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 村 山 憲 二 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 善 塲 秀 明 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年９月22日

プラネックスコミュニケーションズ株式会社  

取 締 役 会 御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているプラネックスコミュニケーションズ株式会社の平成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、当監査法

人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。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間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。当監査法人は、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。 

  

当監査法人は、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、プラネックスコミュニケーションズ株式会社及び連結子会社の平成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。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

東 陽 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  長  友  滋  尊  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  吉  田  岳  司  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  佐  藤  眞  治  ㊞

※ 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、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管している。



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年９月２２日

プラネックスコミュニケーションズ株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているプラネックスコミュ

ニケーションズ株式会社の平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの第１２期事業年度の中間会計期間（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、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

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

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

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

ックスコミュニケーションズ株式会社の平成１７年６月３０日現在の財政状態及び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 

 １．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年６月２７日開催の取締役会において新株予約権付社債の発行を決

議し、平成１７年７月１３日に払込を受けている。 

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年８月１９日に株式分割による新株を発行している。 

 ３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１７年９月１日付で新株予約権の行使があり、資本金、資本準備金がそ

れぞれ増加した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

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

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 村 山 憲 二 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 善 塲 秀 明 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年９月22日

プラネックスコミュニケーションズ株式会社 

取 締 役 会 御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているプラネックスコミュニケーションズ株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第13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、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の平成18年６月30日現在の財政状態及び同日

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。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

  

以 上 

  

   

東 陽 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  長  友  滋  尊  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  吉  田  岳  司  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  佐  藤  眞  治  ㊞

※ 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、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管している。
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