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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】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．当社は、関連会社がありませんので持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 

４．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、第８期及び第９期中は、潜在株式がありま

すが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので記載

しておりません。 

５．当社は第９期中間期より中間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。 

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

売上高 （千円） － 422,220 797,276 544,297 944,327 

経常利益 （千円） － 99,634 169,139 135,441 225,781 

中間（当期）純利益 （千円） － 109,159 100,292 210,324 183,572 

持分法を適用した場合の投

資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） － 752,500 1,031,394 752,500 1,031,394 

発行済株式総数 （株） － 12,694 56,292 12,694 56,292 

純資産額 （千円） － 860,771 1,758,754 747,527 1,657,942 

総資産額 （千円） － 1,218,283 3,031,210 922,124 2,411,025 

１株当たり純資産額 （円） － 67,809.33 31,234.20 58,888.25 29,452.54 

１株当たり中間（当期）純

利益金額 
（円） － 8,599.30 1,781.66 16,568.83 3,433.63 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（円） － － 1,714.07 － 3,300.32 

１株当たり中間（年間）配

当額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － 70.7 58.0 81.1 68.8 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － 202,341 337,450 277,203 792,946 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △51,248 △52,333 △46,083 △114,767 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － 4,084 518 － 707,116 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
（千円） － 784,865 2,300,646 629,621 2,014,939 

従業員数 （人） － 31 30 27 29 



２【事業の内容】 

当社の当中間会計期間における、各事業部に係る主な事業内容の変更は概ね次のとおりであります。 

 ＜決済プラットフォーム事業＞ 

 平成17年７月に、当社は、クレジットカード各社が提供する本人認証サービス「3-D SecureTM」（注※１）の迅速かつ

円滑な導入をサポートする「ＭＰＩホスティング」サービスの提供を開始しております。当社は、「3-D SecureTM」を利

用する際に必要な、マーチャント・プラグイン（ＭＰＩ）とよばれる専用のソフトウェアの実装及び各種登録をＡＳＰ型

のソリューションサービスとして提供することで、「3-D SecureTM」専用ソフトウェアの組込みや保守・管理負担を低減

させるとともに、ライセンスの購入・クレジットカード会社への登録及び各クレジットカードブランドとのシステムテス

トを代行しております。 

 ＜決済業務受託事業＞ 

 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク・エーエム株式会社）は、デジタルコンテンツプロバイダー等

の顧客に対し、クレジットカード会社およびプリペイドカード会社等の決済機関との契約に基づく加盟店契約及び売上代

金の収納代行、並びにこれらの決済取引を処理または管理するための決済システムの販売、運用受託、各種管理資料の作

成と決済機関、顧客または消費者からの決済に関わる問合せ対応、及びクレジットカード決済処理サービス等を請け負

い、当社はその再委託先として、平成17年6月30日まで、以下の業務を行っておりました。 

・売上代金収納に関わる手続き業務 

・決済システムの運用業務 

・各種管理資料作成業務 

・決済機関、顧客または消費者からの決済関連問合せ対応 

・クレジットカード決済処理サービス（上記決済プラットフォーム事業）の提供 

 尚、平成17年７月１日より、ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク・エーエム株式会社）より当決済

関連事業を引き継ぐ目的で、営業譲受けをしております。 

 注※１．「3-D SecureTM」は、ビザ・インターナショナルが開発したインターネット上の本人認証技術であり、同仕様

に準拠した本人認証サービスとして、「VISA認証サービス（Verified by Visa）」「J/SecureTM（ジェイセキュア）」

「MasterCard® SecureCodeTM（マスターカード・セキュアコード）」の3サービスがある。いずれのサービスも、発行

カード会社に事前登録したインターネット専用パスワードによって、購入者がカード所有者本人であるかを発行カード

会社が直接確認・認証することで、第三者のカード不正使用を防止する仕組みとなっている。また、ユーザーにより入

力されたパスワードは、クレジットカード発行会社に直接暗号化送信されるため、ＥＣサイトでは取得できない仕組み

になっており、店舗での情報漏洩等による事故を防ぐ。 



３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含ん

でおります。）であります。 

(2)労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 30 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

      当中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）における我国の経済は、企業収益の回復を背景に

設備投資が増加し、景気は穏かな回復基調が続きました。 

       このような状況の中で、当中間会計期間の売上高は、各事業部において好調でありました。当社の各事業部の業

績は次のとおりであります。 

 決済プラットフォーム事業部については、当中間会計期間において、前事業年度末からの利用店舗数の純増が418 

店舗（当中間会計期間末において1,428店舗。稼動店舗数は、サービス契約ごとに計上しております。）あり、また、店

舗当たりの売上高が大きい「クレジットオールインワンサービス」の割合が増加しております。これらが、売上高に影響

し、さらには個々の社員において業務を独自にシステム化するスキルを高め、合理化を図ることで業務の効率化に努め、

利用店舗数が増加している中でも現状の人員で運用を行う努力をしたことが比較的高い利益率を維持する要因となってお

ります。また、当中間会計期間においては、繰越欠損金を解消しております。 

以上の結果、当中間会計期間の業績は、売上高797百万円（前年同期比188.8%）、営業利益171百万円（前年同期比

186.4%）、経常利益169百万円（前年同期比169.8%）、中間純利益100百万円（前年同期比91.9%）となりました。 

(2) キャッシュ・フロー 

  当中間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、無形固定資産の取得による支出等が

ありましたが、税引前中間純利益が169百万円と高水準で、これに加えて収納代行預り金の増加額等の増加要因が

あったことから当中間会計期間末には2,300百万円（前年同期比293.1%）となりました。 

  当中間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以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ、135百万円増加し、337百万円

となりました。この主な要因は、税引前当期純利益169百万円の計上および収納代行預り金の増加389百万円、仕入

債務の増加95百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ、1百万円支出増の、52百万円

の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間に比べ、3百万円減少し、0百万となり

ました。この主な要因は、新株式申込証拠金による収入の減少3百万円によるものです。 

  
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

 前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
   至 平成16年９月30日）

  

前年同期比 (％)  
  

決済プラットフォーム事業

（千円） 
565,411 365,625 154.6 

決済業務受託事業（千円） 231,865 56,595 409.7 

合計（千円） 797,276 422,220 188.8 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当社は、決済プラットフォーム事業及び決済業務受託事業などの決済関連事業を行っており、提供するサービス

の性格上、生産実績の記載に馴染まない為、記載しておりません。 

(2) 商品仕入実績 

 当中間会計期間の商品仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記商品仕入は、全てサーバ証明書の購入に係るものであります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 受注状況 

 生産実績と同様の理由により、記載しておりません。 

(4) 販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業別 
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

決済プラットフォーム事業（千円） 38,844 134.7 

事業別 
当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

決済プラットフォーム事業（千円） 565,411 154.6 

決済業務受託事業（千円） 231,865 409.7 

合計（千円） 797,276 188.8 



３【対処すべき課題】 

当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。 

   販売仲介基本契約 

  

営業譲受契約 

    当社は、ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク・エーエム株式会社）の決済関連事業を引き継

ぐ目的で、平成17年６月20日付で当該事業に係る営業の全部を譲り受けることに合意し、営業譲受契約書を締結し

ました。本件は、平成17年６月20日開催の取締役会において承認されております。 

   １．営業譲受の旨及び目的 

当社は、ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク・エーエム株式会社）より業務の再委託を受 

け、収納代行業務を実質的に行なっておりました。今後は、実質的な業務取扱事業者である当社を窓口にするこ

とで、サービスの向上を目指します。ソフトバンク・ファイナンス株式会社がこれまで構築した企業基盤を土台

として、当社が蓄積したノウハウや技術力を融合して当該事業を拡大することが期待できる、という点を鑑み、

このたびの営業譲受にいたりました。 

   ２．譲受ける相手会社の名称 

ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現ソフトバンク・エーエム株式会社） 

   ３．譲受ける事業の内容 

収納代行事業に関する営業 

   ４．譲受ける資産・負債の額 

譲受対象資産・負債はありません。 

   ５．譲受価格 

譲受価格 ０円 

   ６．譲受の時期 

平成17年６月20日（月） 営業譲受契約書締結（取締役会決議） 

平成17年７月１日（金） 営業譲受日 

５【研究開発活動】 

当社は、変化のスピードが急速であり、新たな参入事業者も多く技術革新の著しいインターネット業界において、

グローバルな視点から最新の業務動向をいち早く捉えると共に、当社の技術力を有効に活用したサービスの開発に努

めています。 

ただし、当事業年度においては研究開発による支出はありません。 

契約締結先 契約締結日 契約品目 契約内容 契約期間 

 セコムトラストネット

株式会社 
平成17年９月28日 

セコムトラストネットのｅ

－ＳＥＣＯＭ診断３６５サ

ービス 

ｅ－ＳＥＣＯＭ診断３６５

サービスの販売仲介 

期間1年の

自動更新 

  



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、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】 

 平成17年９月30日現在における当社の各事業の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりでありま

す。 

 （注）上記の金額には、消費税等を含めておりません。 

事業所名 
(所在地) 

事業別の名称 設備の内容 

帳簿価格（千円） 

従業員数(人)
器具及び備品

ソフト 
ウェア 

その他 合計 

本社 

（東京都港区） 

決済プラット

フォーム事業 

マルチ決済

システムバ

ックオフィ

スシステム 

12,610 32,878 － 45,488 27 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（注）平成17年６月21日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行なわれ、会社が発行する優先株式55,944株は

全て普通株式へ転換されました。     

②【発行済株式】 

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

２．「提出日現在株式数」欄には、平成17年12月１日から半期報告書提出までの新株予約権の行使（新株予約権

付社債とみなされる新株引受権付社債の行使を含む）により発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

① 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、次の通りであります。 

（平成16年２月12日臨時株主総会決議） 

 （注）当社が株式分割、株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生のときをもって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。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 225,168 

計 225,168 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月14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 56,292 56,767 
大阪証券取引所 

（ヘラクレス） 
（注）１． 

計 56,292 56,767 － － 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株予約権の数（個） 3,104 3,104 

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） 3,104 3,104 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 17,223 17,223 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年２月13日 

至 平成26年２月12日 

自 平成18年２月13日 

至 平成26年２月12日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）（注）１．２． 

発行価格  17,223 

資本組入額  8,612 

発行価格  17,223 

資本組入額  8,612 

新株予約権の行使の条件 （注）３． （注）３． 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

る。 

新株予約権を譲渡するに

は取締役会の承認を要す

る。 



２．新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権ま

たは商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）施行前の商法に定められた新株引受権付社債の

新株引受権の行使による場合を除く。）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。 

３．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、従業員その他これに準ずると当社

が認めた地位にあることを要する。ただし、任期満了により取締役を退任した場合、定年退職その他正当

な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合にはこの限りではない。 

② 予約権者は、以下の区分に従って権利を行使することができる。ただし、各新株予約権の一部の行使はで

きないものとする。 

(ア）平成18年２月13日もしくは当社普通株式が日本国内の株式市場に上場した日のうちいずれか遅く到来す

る日から１年間（以下「第一権利行使期間」という）は、当初割り当てられた本新株予約権のうち４分

の１の個数（ただし、本号に基づき行使可能な本新株予約権の個数が１の整数倍でない場合は、１の整

数倍に切り捨てた数とする）。 

(イ）第一権利行使期間の末日の翌日から１年間（以下「第二権利行使期間」という）は、当初割り当てられ

た本新株予約権のうち２分の１の個数（前号に定める個数を含む。ただし、本号に基づき行使可能な本

新株予約権の個数が１の整数倍でない場合は、１の整数倍に切り捨てた数とする）。 

(ウ）第二権利行使期間の末日の翌日から１年間（以下「第三権利行使期間」という）は、当初割り当てられ

た本新株予約権のうち４分の３の個数（前号に定める個数を含む。ただし、本号に基づき行使可能な本

新株予約権の個数が１の整数倍でない場合は、１の整数倍に切り捨てた数とする）。 

(エ）第三権利行使期間の末日の翌日から平成26年２月12日までは、未行使の本新株予約権すべて。 

③ その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるところによる。 

② 商法等改正整備法第19条第２項の規定により、新株予約権付社債とみなされる新株引受権付社債 

 （注）１．当社の取締役及び従業員に対し支給または譲渡しております。 

２．成功報酬型ワラントであります。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割・併合の比率

調整後行使価額 ＝ 

調整前 

行使価額 
×

既発行 

株式数 
＋

１株当たり 

払込金額 
× 

新発行 

株式数 

既発行株式数 ＋ 新発行株式数 

銘柄 
（発行年月日） 

中間会計期間末現在 
（平成17年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年11月30日） 

新株引受権の
残高（円） 

発行価格 
（円） 

資本組入額 
（円） 

新株引受権の
残高（円） 

発行価格 
（円） 

資本組入額 
（円） 

第２回無担保社債 

（新株引受権付） 

（平成13年10月10日発行） 

26,717,439 16,740.30 8,371 18,615,158 16,740.30 8,371 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注） 平成17年10月１日から平成17年11月30日までの間に、新株引受権の行使により、発行済株式総数が475株、資

本金が3,976千円及び資本準備金が3,975千円増加しております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年４月１日～ 

平成17年９月30日 
－ 56,292 － 1,031,394 － 720,747 



(4）【大株主の状況】 

 （注）前事業年度末現在主要株主であったソフトバンク・コンテンツファンド業務執行組合ソフトバンク・インベスト

メント株式会社（旧ソフトバンク・コンテンツファンド業務執行組合ソフトバンク・コンテンツパートナーズ株

式会社）は、当中間期末では主要株主ではなくなりました。 

  平成17年９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（％） 

ファイナンス・オール株式会

社 
東京都港区六本木１丁目６番１号 23,260 41.32 

大阪証券金融株式会社 

  
大阪市中央区北浜２丁目４番６号 3,839 6.81 

ソフトバンク・コンテンツフ

ァンド業務執行組合員 

ソフトバンク・インベストメ

ント株式会社 

東京都港区六本木１丁目６番１号 3,398 6.03 

日立オムロンターミナルソリ

ューションズ株式会社 
東京都品川区大崎１丁目６番３号 3,136 5.57 

ジェーピーモルガンチェース

オッペンハイマーファンズジ

ャスデックアカウント（常任

代理人 株式会社東京三菱銀

行） 

CHASESIDE,BOURNEMOUTH,DORSET, 

BH7 7DB UNITED KINGDAM 
1,325 2.35 

オリックス株式会社 東京都港区浜松町２丁目４番１号 1,056 1.87 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
中央区晴海１丁目８番11号 984 1.74 

大阪証券金融株式会社（業務

口） 
大阪市中央区北浜２丁目４番６号 366 0.65 

甲斐 英俊 横浜市青葉区美しが丘２丁目38番14号 291 0.51 

いちよし証券株式会社 

  
東京都中央区八丁堀２丁目14番１号 246 0.43 

計 － 37,901 67.32 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成17年９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） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  56,292 56,292 

 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 

端株 － － － 

発行済株式総数 56,292 － － 

総株主の議決権 － 56,292 － 

  平成17年９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（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



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、大阪証券取引所のニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場におけるものであ

ります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出後、当半期報告書の提出までにおいて役員の移動はありません。 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 420,000 328,000 322,000 319,000 301,000 291,000 

最低（円） 295,000 236,000 255,000 287,000 255,000 256,000 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 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。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９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、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で）については、中央青山監査法人により中間監査を受け、当中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月

30日まで）の中間財務諸表については、監査法人トーマツの中間監査を受けております。 

 なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

  前中間会計期間 中央青山監査法人 

  当中間会計期間 監査法人トーマツ 

３．中間連結財務諸表について 

 「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）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤

らせない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準     0.1％ 

売上高基準    0.0％ 

利益基準     0.0％ 

利益剰余金基準 △10.3％ 



【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16年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３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   375,782   1,889,618 1,604,936   

２．売掛金   117,730   245,254 129,668   

３．有価証券   103,223   103,260 103,242   

４．商品   17,031   17,315 24,877   

５．繰延税金資産   90,000   4,474 41,189   

６．短期貸付金   301,656   301,669 301,663   

７．前払金   －   252,638 －   

８．その他   24,231   10,589 13,908   

貸倒引当金   △7,023   △10,969 △9,223   

流動資産合計     1,022,632 83.9 2,813,850 92.8   2,210,261 91.7

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 33,377   34,126 26,867   

２．無形固定資産           

(1)ソフトウェア   141,478   131,611 123,285   

(2)その他   6,082   7,578 3,946   

計   147,561   139,190 127,232   

３．投資その他の資産 ※４ 14,711   34,206 33,549   

固定資産合計     195,651 16.1 207,523 6.9   187,648 7.8

Ⅲ 繰延資産           

１．新株発行費   －   9,836 13,115   

繰延資産合計     －  9,836 0.3   13,115 0.5

資産合計     1,218,283 100.0 3,031,210 100.0   2,411,025 100.0

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成16年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３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   34,257   137,399 42,111   

２．未払金 ※４ 70,223   27,333 29,581   

３．収納代行預り金   224,464   1,036,373 646,935   

４．その他   28,565   71,350 34,454   

流動負債合計     357,511 29.3 1,272,456 42.0   753,082 31.2

負債合計     357,511 29.3 1,272,456 42.0   753,082 31.2

（資本の部）           

Ⅰ 資本金 ※２   752,500 61.8 1,031,394 34.0   1,031,394 42.8

Ⅱ 新株式申込証拠金 ※３   4,084 0.3 518 0.0   － －

Ⅲ 資本剰余金           

１．資本準備金   272,800   720,747 720,747   

資本剰余金合計     272,800 22.4 720,747 23.8   720,747 29.9

Ⅳ 利益剰余金           

１．中間未処分利益又
は中間（当期）未
処理損失（△） 

  △168,612   6,092 △94,200   

利益剰余金合計     △168,612 △13.8 6,092 0.2   △94,200 △3.9

資本合計     860,771 70.7 1,758,754 58.0   1,657,942 68.8

負債資本合計     1,218,283 100.0 3,031,210 100.0   2,411,025 100.0

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     422,220 100.0 797,276 100.0   944,327 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※３   186,690 44.2 432,511 54.2   421,477 44.6

売上総利益     235,530 55.8 364,765 45.8   522,849 55.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※３   143,575 34.0 193,358 24.3   301,224 31.9

営業利益     91,955 21.8 171,407 21.5   221,624 23.5

Ⅳ 営業外収益 ※１   8,333 2.0 1,137 0.1   11,064 1.1

Ⅴ 営業外費用 ※２   654 0.2 3,404 0.4   6,907 0.7

経常利益     99,634 23.6 169,139 21.2   225,781 23.9

Ⅵ 特別損失 ※４   － －   4,046 0.4

税引前中間（当
期）純利益 

    99,634 23.6 169,139 21.2   221,734 23.5

法人税、住民税及
び事業税 

  475   32,788 950   

法人税等調整額   △10,000 △9,525 △2.3 36,058 68,846 8.6 37,212 38,162 4.0

中間（当期）純利
益 

    109,159 25.9 100,292 12.6   183,572 19.5

前期繰越損失     277,772 94,200   277,772 

中間未処分利益又
は中間（当期）未
処理損失（△） 

    △168,612 6,092   △94,200 

            



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（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         

税引前中間（当期）純利益   99,634 169,139 221,734 

減価償却費   28,574 29,989 64,971 

貸倒引当金の増加額   2,651 1,745 4,851 

受取利息及び受取配当金   △933 △941 △1,867 

為替差損益   △66 △71 △21 

固定資産除却損   － － 4,046 

売上債権の増加額   △46,159 △121,418 △58,096 

たな卸資産の（△増加額）減少額   △15,830 7,561 △23,676 

前払金の増加額   － △252,638 － 

仕入債務の増加額   17,948 95,288 25,802 

未払消費税等の増加額（△減少
額） 

  △5,017 6,223 5,262 

収納代行預り金の増加額   132,146 389,437 554,617 

その他   △10,595 18,716 △5,594 

小計   202,354 343,032 792,029 

利息及び配当金の受取額   933 941 1,867 

法人税等の支払額   △946 △6,523 △950 

営業活動によるキャッシュ・フロー   202,341 337,450 792,946 

 



    

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（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         

有形固定資産の取得による支出   △12,643 △13,236 △15,685 

無形固定資産の取得による支出   △38,604 △39,097 △81,842 

保証金の差入による支出   － － △14,739 

出資金の振込による支出   － － △2,500 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △51,248 △52,333 △114,767 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

新株式申込証拠金による収入   4,084 518 － 

株式の発行による収入   － － 707,116 

財務活動によるキャッシュ・フロー   4,084 518 707,116 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   66 71 21 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   155,243 285,707 1,385,317 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   629,621 2,014,939 629,621 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

  784,865 2,300,646 2,014,939 

          



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16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左  

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法 

(2) たな卸資産 

商品 

同左  

(2) たな卸資産 

商品 

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。 

(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。 

(1)有形固定資産 

同左 

  

 建物 10～18年

器具及び備品 ４～６年

器具及び備品 ４～６年  

 (2)無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年以内）に

基づいております。 

(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 貸倒引当金 

 売上債権の貸倒損失に備えるた

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

を勘案し、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 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間期

末日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な

預金及び預け金並びに容易に換金

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 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 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は、相殺して流動負債の

「その他」に含めて表示しており

ます。 

消費税等の処理方法 

 同左 

  

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 



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 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ──────────── （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。 

 ──────────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

47,791千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

49,797千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

44,446千円 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式 28,800株

        優先株式 13,986株

発行済株式総数 普通株式 12,694株

授権株式数    普通株式 225,168株

発行済株式総数 普通株式 56,292株

授権株式数  普通株式 115,200株

優先株式 55,944株

発行済株式総数 普通株式 56,292株

※３．新株式申込証拠金 ※３．新株式申込証拠金 ※３．新株式申込証拠金 

株式の発行数 61株

資本金増加の日 平成16年10月５日

資本準備金に繰入れる予定の金額 

2,042千円

株式の発行数 31株

資本金増加の日 平成17年10月５日

資本準備金に繰入れる予定の金額 

259千円

―――――――――― 

※４．関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に

含まれているものは次のとおりで

す。 

※４．関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に

含まれているものは次のとおりで

す。 

※４．関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含

まれているものは次のとおりです。 

差入保証金 11,711千円

未払金 17,200千円

差入保証金 26,451千円 差入保証金 26,451千円

未払金 18,721千円

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※1. 営業外収益のうち主要なもの ※1. 営業外収益のうち主要なもの ※1. 営業外収益のうち主要なもの 

販売奨励金 6,592千円

受取利息 908千円

受取利息 917千円 販売奨励金 6,592千円

受取利息 1,819千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

為替差損 560千円 新株発行費償却 3,278千円 新株発行費償却 6,557千円

※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 ※３．減価償却実施額 

有形固定資産 4,986千円

無形固定資産 23,588千円

有形固定資産 5,350千円

無形固定資産 24,639千円

有形固定資産 11,865千円

無形固定資産 53,105千円

※４．特別損失 ※４．特別損失 ※４．特別損失 

―――――――――― ―――――――――― 固定資産除却損 4,046千円

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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

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貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成16年９月30日） （平成17年９月30日） （平成17年３月31日） 

（千円） （千円） （千円） 

現金及び預金勘定 375,782

有価証券 103,223

短期貸付金 301,656

預け金(流動資産のそ

の他) 

4,202

現金及び現金同等物 784,865

現金及び預金勘定 1,889,618

有価証券 103,260

短期貸付金 301,669

預け金(流動資産のそ

の他) 

6,097

現金及び現金同等物 2,300,646

現金及び預金勘定 1,604,936

有価証券 103,242

短期貸付金 301,663

預け金(流動資産のそ

の他) 

5,097

現金及び現金同等物 2,014,939



（リース取引関係） 

 前中間会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）、当中間会計期間（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日）及び前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）において、当社が保有

するリース物件は、リース契約１件当たりの金額が少額であったため、注記を省略しております。 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年９月30日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度末（平成17年３月31日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成16年９月30日現在）、当中間会計期間末（平成17年９月30日現在）及び前事業年度末

（平成17年３月31日現在）において、当社は、デリバティブ取引を全く利用してしていないため、該当事項はあ

りません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）、当中間会計期間（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日）及び前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）において、当社は、

関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

ＭＭＦ 103,223 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

ＭＭＦ 103,260 

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

ＭＭＦ 103,242 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 67,809円33銭

１株当たり中間純利

益金額 
8,599円30銭

１株当たり純資産額 31,234円20銭

１株当たり中間純利

益金額 
1,781円66銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額 

1,714円07銭

１株当たり純資産額 29,452円54銭

１株当たり当期純利

益金額 
3,433円63銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

3,300円32銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式は

ありますが、当社株式は非上場であ

り、かつ店頭登録もしていないた

め、期中平均株価が把握できません

ので記載しておりません。 

 当社は、平成16年12月20日付で株式

１株につき、４株の割合を持って株

式分割を行なっております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

なわれたと仮定した場合の前中間会

計期間における１株当たり情報につ

いては、以下のとおりとなります 

  

     なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式は

ありますが、当社株式は非上場であ

り、かつ店頭登録もしていないた

め、期中平均株価が把握できません

ので記載しておりません。 

１株当たり純資産額 16,871円89銭

１株当たり中間純利

益 
2,149円83銭

 当社は、平成16年12月20日付で株式

１株につき、４株の割合を持って株

式分割を行なっております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

なわれたと仮定した場合の前事業年

度における１株当たり情報について

は、以下のとおりとなります。  

  

     なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式は

ありますが、当社株式は非上場であ

り、かつ店頭登録もしていないた

め、期中平均株価が把握できません

ので記載しておりません。 

１株当たり純資産額 14,722円06銭

１株当たり当期純利

益 
4,142円21銭

  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 109,159 100,292 183,572 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

（うち利益処分による役員

賞与金） 
(－) (－) (－) 

普通株式に係る中間（当期）

純利益（千円） 
109,159 100,292 183,572 

期中平均株式数（株）       

普通株式 8,349 56,292 45,006 

普通株式と同等の株式（優先

株式） 
4,345 － 8,457 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

第２回無担保新株引受権

付社債（新株引受権の残高

32,007千円）及び新株予約

権１種類（新株予約権の数

791個）。第２回無担保新

株引受権付社債及び新株予

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16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．公募による新株式発行 
平成16年９月１日及び平成16年９月10日開
催の取締役会において、下記のとおり新株式
の発行を決議し、平成16年10月４日に払込が
完了いたしました。 
 この結果、平成16年10月５日付で資本金は
1,028,750千円、発行済株式総数は13,994株
となっております。 

２．株式分割 
平成16年10月５日開催の取締役会におい
て、下記のとおり当社普通株式１株を４株に
分割を行うことを決議いたしました。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益については、潜在株式はあります
が、当中間会計期末及び前事業年度において
は、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録
もしていないため、期中平均株価が把握でき
ませんので記載しておりません。 

① 募集方法 ：一般募集 
(ブックビルディング方
式による募集) 

② 発行する株
式の種類及
び数 

：普通株式    1,300株

③ 発行価格 ：１株につき  600,000円
④ 引受価額 ：１株につき  555,000円
この価額は当社が引受人より１株当た
りの新株式払込金として受取った金額
であります。 
なお、発行価格と引受価額との差額の
総額は、引受人の手取金となります。

⑤ 発行価額 ：１株につき  425,000円
⑥ 発行価額の
総額 

：      780,000千円

⑦ 払込金額の
総額 

：      721,500千円

⑧ 資本組入額
の総額 

：      276,250千円

⑨ 払込期日 ：平成16年10月４日 
⑩ 配当起算日 ：平成16年10月１日 
⑪ 資金の使途 ：マルチ決済システム、バ

ックオフィスシステム等
の設備投資資金及び運転
資金 

① 株式分割の
目的 

：当社株式の流動性を高め
ることを目的とするもので
あります。 

② 平成16年10月31日最終の株主名簿に記
載または記録された株主の所有株式数
を、１株につき４株の割合をもって分
割いたします。 

③ 株式分割の時期 
株式分割基
準日 

：平成16年10月31日 

  効力発生日 ：平成16年12月20日 
④ 配当起算日 ：平成16年10月１日 
⑤ １株当たり情報に及ぼす影響 

当中間会計期間 前事業年度 

１株当たり総資産
額 

１株当たり総資
産額 

16,952円33銭 14,722円06銭 

１株当たり中間純
利益金額 

１株当たり当期
純利益金額 

2,149円82銭 4,142円21銭 

1. 親会社の異動 
当社の親会社であるファイナンス・オール
株式会社は、平成17年12月１日の取締役会に
て、同社の親会社であるSBIホールディングス
株式会社との合併を決議し、合併契約を締結
いたしました。これに伴い、両社の臨時株主
総会で承認されることを条件としてファイナ
ンス・オール株式会社は平成18年３月１日付
をもって当社の親会社に該当しないこととな
り、ファイナンス・オール株式会社から当社
株式を引継ぐSBIホールディングス株式会社が
単独で当社親会社となる予定であります。 
(１)当該異動に係る親会社の名称、住所、代
表者の氏名、資本金及び事業の内容 

（親会社でなくなる会社） 

―――――――――― 

（新たに直接の親会社となる会社） 

 (２)当該異動の前後における当該親会社の所
有に係る当社の議決権の数及び総株主の議決
権に対する割合 
 ① 親会社の所有に係る当社の議決権の数 

（注）１．SBIホールディングスの異動前の所有
に係る当社の議決権の数は、全て間接所
有に係る数値であります。 

    ２．上記数値は、平成17年11月30日現在
の議決権の総数に基づき算出しておりま
す。 

 ② 総株主の議決権に関する割合  

（注）１．SBIホールディングスの異動前の所有
に係る当社の議決権の割合は、全て間接
所有に係る数値であります。 

    ２．上記数値は、平成17年11月30日現在
の議決権の総数に基づき算出しておりま
す。 

 (３)異動年月日 
  平成18年３月１日（予定） 

 (４)異動による影響 
平成18年３月期業績予想に与える影響はご
ざいません。 

① 名称 ：ファイナンス・オール株式会社 
② 住所 ：東京都港区六本木一丁目６番1号
③ 代表者
の氏名 

：伊藤 雅仁 

④ 資本金 ：4,552百万円 
⑤ 事業の
内容  

：総合比較サイトの運営と金融サ
ービスの提供 

① 名称 ：SBIホールディングス株式会社 
② 住所 ：東京都港区六本木一丁目６番1号
③ 代表者
の氏名 

：北尾 吉孝 

④ 資本金 ：42,157百万円 
⑤ 事業の
内容  

：株式保有を通じた企業グループ
の統括・運営等 

  異動前 異動後 

 ファイナンス・オー
ル株式会社 

23,260個 － 

 SBIホールディングス
株式会社 

23,260個 23,260個

  異動前 異動後 

 ファイナンス・オー
ル株式会社 

41.0% － 

 SBIホールディングス
株式会社 

41.0% 41.0%

 



(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17年４月15日関東財務局長に提出。 

   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）に基づく臨時報告書であります。 

(2) 臨時報告書 

   平成17年６月20日関東財務局長に提出。 

   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（営業の譲受け）に基づく臨時報告書であります。 

(3) 有価証券報告書及びその添付書類 

    事業年度（第９期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月28日関東財務局長に提出。 

(4) 臨時報告書 

   平成17年12月２日関東財務局長に提出。 

   企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社の異動）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１６年１２月１３日

ベ リ ト ラ ン ス 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」に掲げられているベリトランス株式会

社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９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、ベリト

ランス株式会社の平成16年９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16年４月１日から平成16年９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 

  

 （※）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 中 村 明 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 関 根 愛 子 

      



独立監査人の中間監査報告書

 平成17年12月７日

SBIベリトランス株式会社    

取締役会 御中    

 
監査法人 ト ー マ 
ツ 

  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 浅枝 芳隆  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 関   常芳  印 

 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SBIベリトランス株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第10期事業年度

の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９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

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、SBIベリトランス株式会社の平成17年９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４月１日から平成17年９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

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

別途保管しております。 
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