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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】 

提出会社の状況 

回次 第15期中 第16期中 第17期中 第15期 第16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） － － 3,020,372 5,948,776 6,364,154 

経常利益 （千円） － － 201,099 359,773 450,746 

中間（当期）純利益 （千円） － － 111,994 197,013 246,898 

持分法を適用した場合の

投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） － － 435,755 174,000 435,755 

発行済株式総数 （株） － － 35,500 6,780 17,750 

純資産額 （千円） － － 1,492,084 654,949 1,501,368 

総資産額 （千円） － － 3,244,470 3,547,147 3,696,393 

１株当たり純資産額 （円） － － 42,030.56 93,650.32 82,781.32 

１株当たり中間（当期）

純利益金額 
（円） － － 3,154.77 26,905.81 18,156.33 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額 

（円） － － － － － 

１株当たり中間（年間）

配当額 
（円） － － － 5,800.00 5,000.00 

自己資本比率 （％）   － 46.0 18.5 40.6 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － △587,949 64,273 660,499 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － △89,061 △61,179 △123,231 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － － △202,852 33,706 398,590 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
（千円） － － 471,745 415,751 1,351,609 

従業員数 （人） － － 114 93 110 



 （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、連結会計年度にかか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。また、第17期中間会計期間が半期報告書の提出初年度であり、当該中間会計期間

より証券取引法第193条の２の規定に基づく中間監査を受けているため、第16期中間会計期間以前について

は記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、第17期中間期は潜在株式が存在しないため

記載しておりません。また、第15期は新株引受権付社債を発行しておりますが、当社株式は非上場、非登録

であるため、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。第16期については、当社株式が上場

した平成16年12月21日以前において新株引受権の残高はありましたが、当社株式は非上場・非登録であった

ため、相当する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。 

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

５．従業員数は、就業人員数を表示しております。 

６．当社は、平成16年３月10日付で株式１株につき３株の分割を行っております。 

７．当社は、平成17年５月20日付で株式１株につき２株の分割を行っております。そこで、当該株式分割に伴う

影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると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（当期）純利益金額については、第15期は新株引受権付社債を発行しております

が、当社株式は非上場、非登録であるため、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。第16期について

は、当社株式が上場した平成16年12月21日以前において新株引受権の残高はありましたが、当社株式は非上場・非登録で

あったため、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。 

２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。 

(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。 

回次 第15期中 第16期中 第17期中 第15期 第16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 

１株当たり純資産額（円） ― ― 42,030.56 46,825.16 41,390.66 

１株当たり中間（当期）純

利益金額（円） 
― ― 3,154.77 13,452.90 9,078.17 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）当期純利益金

額（円） 

― ― ― ― ― 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 114 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴い設備投資も堅調に推移し回復への兆しがみられた

ものの、原油価格の高騰などの不安要素もあり景気の先行きについては楽観できない状況が続いております。 

  以上のような経済環境の中、他社との競争激化、顧客のIT投資に対するコスト意識の高まりから、依然として市

場環境は厳しい状況で推移しております。 

 このような状況のもとで、当社は得意分野及び好採算の分野に経営資源を集中し収益力の増強を図り、企業価値

と顧客満足度の向上を図ってまいりました結果、当中間会計期間の売上高は3,020百万円となりました。 

 利益面では営業利益238百万円、経常利益201百万円、中間純利益は111百万円となりました。 

 なお、当中間会計期間が半期報告書の提出初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

 事業部門別の営業概況は次のとおりであります。 

①エンタープライズネットワーク事業 

  エンタープライズネットワーク事業では、大手一般企業のネットワーク基幹網の更新及びセキュリティ強化に伴

い基幹用ルータ・スイッチ、ネットワーク管理ツール及びセキュリティ製品の売上は堅調でしたが、価格低下傾向

の影響を受け売上高は1,357百万円となりました。 

②ブロードバンドネットワーク事業 

  ブロードバンドネットワーク事業では、ADSL及びFTTHブロードバンドサービス向けTangoソフト120万ライセンス

の出荷とサポート費用の増大で売上高732百万円、無線LANソリューションの売上高290百万円を計上した結果、当

事業の売上高は1,022百万円となりました。 

③ソリューションビジネス事業 

  ソリューションビジネス事業では、通信会社の再編に伴い予算執行が下期に延びたためInfovista製品の売上は

低調でありましたが、大手SI事業者とのアライアンスビジネスの拡大により売上高は333百万円となりました。 

④保守サービス事業 

  保守サービス事業では、前記各部門での販売増加に伴う保守契約の増加がありましたが、一部解約による減少も

あり、売上高は307百万円となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 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、税引前中間純利益192百万円、減価

償却費９百万円、定期預金の払戻による収入79百万円等の収入要因があったものの、仕入債務の減少額349百万

円、たな卸資産の増加額262百万円、投資有価証券の取得による支出34百万円等の支出要因により前事業年度末に

比べ879百万円減少し、当中間会計期間末残高は471百万円となりました。 

 なお、当中間会計期間が半期報告書の提出初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

 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、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、587百万円となりました。これは主に、税引前中間純利益192百万円、減価償却

費９百万円の収入要因があったものの、仕入債務の減少額349百万円、たな卸資産の増加額262百万円、法人税等の

支払額82百万円の支出要因があったためであります。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

  投資活動の結果使用した資金は、89百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入79百万円等の収入

要因があったものの、有形固定資産の取得による支出39百万円、投資有価証券の取得による支出34百万円、会員権

の取得による支出20百万円等があったためであります。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

  財務活動の結果使用した資金は、202百万円であります。これは主に、配当金の支払額87百万円、長期借入金の

返済による支出74百万円、短期借入金の減少額40百万円があったためであります。 



２【仕入、受注及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当中間会計期間の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．なお、当中間会計期間が半期報告書の提出初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。

(2）受注実績 

 当中間会計期間の受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．なお、当中間会計期間が半期報告書の提出初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。

事業部門別 
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） 

エンタープライズネットワーク事業 （千円） 1,263,041 

ブロードバンドネットワーク事業 （千円） 746,855 

ソリューションビジネス事業 （千円） 192,824 

合計 2,202,721 

事業部門別 受注高 受注残高 

エンタープライズネットワーク事業 （千円） 1,302,559 7,849 

ブロードバンドネットワーク事業 （千円） 1,013,098 25,326 

ソリューションビジネス事業 （千円） 350,922 47,516 

合計 2,666,579 80,692 



(3）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．なお、当中間会計期間が半期報告書の提出初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。

３．当中間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経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 特記事項はありません。 

事業部門別 
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） 

エンタープライズネットワーク事業 （千円） 1,357,320 

ブロードバンドネットワーク事業 （千円） 1,022,777 

ソリューションビジネス事業 （千円） 333,142 

保守サービス事業 （千円） 307,133 

合計 3,020,372 

相手先 

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） 

金額（千円） 割合（％） 

（株）ベストソリューションズ 945,688 31.3 

ＮＴＴ東日本（株） 573,446 19.0 

（株）ヒューコム 276,609 9.2 



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】 

 当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



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】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 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）平成17年５月20日付の株式分割（１：２）によるものであります。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 54,240 

計 54,240 

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15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 35,500 35,500 ジャスダック証券取引所 － 

計 35,500 35,500 － － 

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５月20日

（注） 
17,750 35,500 － 435,755 － 482,190 



(4）【大株主の状況】 

（注）１．上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、1,559株であ

ります。 

２．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、253株で

あります。 

３．平成17年10月１日付で日本電気システム建設株式会社は社名を変更し、ＮＥＣネッツエスアイ株式会社と 

なっております。 

  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（％） 

津吹 憲男 東京都板橋区大谷口北町72-3 11,856 33.40 

阿部 昭彦 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川1丁目1-816 3,824 10.77 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）（注）１． 
東京都港区浜松町2丁目11-3 1,928 5.43 

モルガン・スタンレー・アン

ド・カンパニー・インターナシ

ョナル・リミテッド 

（常任代理人 モルガン・スタ

ンレー証券会社東京支店） 

25 CABOT SQUARE，CANARY WHARF，LONDON 

E144QA ENGLAND 

  

（東京都渋谷区恵比寿４丁目20-3） 

1,624 4.57 

寺田 光弘 千葉県船橋市前貝塚町1007-30 1,200 3.38 

バンク オブ ニューヨーク 

ジーシーエム クライアント 

アカウンツ イー アイエス 

ジー 

（常任代理人 株式会社東京三

菱銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 

LONDON EC4A 2BB、UNITED KINGDOM 

 

（東京都千代田区丸の内2丁目7-1） 

1,181 3.33 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 

（注）２． 

東京都中央区晴海1丁目8-11  819 2.31 

日本電気システム建設株式会社 

（注）３． 
東京都品川区東品川1丁目39-9 480 1.35 

桜糀 勲 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目6-7 428 1.21 

テリロジー社員持株会 東京都千代田区九段北1丁目13-5 402 1.13 

計 － 23,742 66.88 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が１株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。 

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  35,500 35,500 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 35,500 － － 

総株主の議決権 － 35,500 － 

  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、ジャスダック証券取引所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提出日後、当半期報告書提出日までの役員の移動は、次のとおりであります。 

(1）新任役員 

 該当事項はありません。 

(2）退任役員 

 該当事項はありません。 

(3）役職の異動 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 410,000 365,000 392,000 488,000 478,000 468,000 

最低（円） 323,000 303,000 343,000 376,000 360,000 401,000 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

 代表取締役社長  管理部管掌  代表取締役社長     －  津吹 憲男 平成17年10月1日 

 専務取締役 
 情報開示担当、 

 第二営業本部長 
 専務取締役 

 管理部管掌、  

 情報開示担当 
 阿部 昭彦  平成17年10月1日 

 取締役  第一営業本部長  取締役  営業本部長  古賀 裕聡  平成17年10月1日 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

(1）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。 

(2）当半期報告書（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）が、半期報告書の提出初年度であるため、前中間

会計期間以前については記載しておりません。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間会計期間（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、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
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 
（％） 

（資産の部）               

Ⅰ 流動資産               

１．現金及び預金   584,765     1,472,023     

２．受取手形   15,551     16,641     

３．売掛金   1,774,901     1,766,924     

４．たな卸資産   282,814     19,979     

５．前渡金   174,669     78,751     

６．その他   57,529     47,437     

貸倒引当金   △1,984     △1,783     

流動資産合計     2,888,247 89.0   3,399,974 92.0 

Ⅱ 固定資産               

１．有形固定資産 ※１ 42,720     38,274     

２．無形固定資産   8,173     11,347     

３．投資その他の資産   305,328     246,797     

固定資産合計     356,222 11.0   296,419 8.0 

資産合計     3,244,470 100.0   3,696,393 100.0 

                

 



    
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 
（％） 

（負債の部）               

Ⅰ 流動負債               

１．買掛金   1,087,524     1,436,866     

２．１年以内返済予定長期
借入金 

  124,400     149,760     

３．未払法人税等   94,179     88,452     

４．前受金   282,425     246,465     

５．賞与引当金   56,828     47,354     

６. その他 ※2 73,025     142,605     

流動負債合計     1,718,385 53.0   2,111,505 57.1 

Ⅱ 固定負債               

１．長期借入金   34,000     83,520     

固定負債合計     34,000 1.0   83,520 2.3 

負債合計     1,752,385 54.0   2,195,025 59.4 

                

（資本の部）               

Ⅰ 資本金     435,755 13.4   435,755 11.8 

Ⅱ 資本剰余金               

１．資本準備金   482,190     482,190     

資本剰余金合計     482,190 14.9   482,190 13.0 

Ⅲ 利益剰余金               

１．利益準備金   10,000     10,000     

２．任意積立金   105,000     80,000     

３．中間（当期）未処分利
益 

  449,559     483,315     

利益剰余金合計     564,559 17.4   573,315 15.5 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

    9,578 0.3   10,105 0.3 

資本合計     1,492,084 46.0   1,501,368 40.6 

負債・資本合計     3,244,470 100.0   3,696,393 100.0 

                



②【中間損益計算書】 

    
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 
（％） 

Ⅰ 売上高     3,020,372 100.0   6,364,154 100.0 

Ⅱ 売上原価     2,278,213 75.4   4,915,276 77.2 

売上総利益     742,159 24.6   1,448,878 22.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     503,855 16.7   964,451 15.2 

営業利益     238,304 7.9   484,426 7.6 

Ⅳ 営業外収益 ※１   4,103 0.1   3,820 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２   41,308 1.3   37,501 0.6 

経常利益     201,099 6.7   450,746 7.1 

Ⅵ 特別利益 ※３   － －   2,140 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※４   8,160 0.3   22,375 0.3 

税引前中間（当期）純
利益 

    192,939 6.4   430,511 6.8 

法人税、住民税及び事
業税 

  90,575     162,932     

法人税等調整額   △9,630 80,944 2.7 20,680 183,613 2.9 

中間（当期）純利益     111,994 3.7   246,898 3.9 

前期繰越利益     337,565     236,417   

中間（当期）未処分利
益 

    449,559     483,315   

                



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
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） 

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 

  192,939 430,511 

減価償却費   9,854 10,495 

賞与引当金の増減額   9,474 △904 

貸倒引当金の増減額   200 △2,140 

受取利息及び受取配当
金 

  △1,776 △1,744 

支払利息及び社債利息   2,055 7,208 

固定資産除却損   5,500 － 

売上債権の増減額   △6,887 831,486 

たな卸資産の増減額   △262,835 33,978 

仕入債務の増減額   △349,341 △604,132 

未払消費税等の増減額   △7,370 22,919 

役員賞与の支払額   △32,000 △20,000 

その他   △65,192 129,367 

小計   △505,378 837,045 

利息及び配当金の受取
額 

  1,800 1,724 

利息の支払額   △2,010 △6,960 

法人税等の支払額   △82,360 △171,309 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △587,949 660,499 

 



    
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） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

      

定期預金の預入による
支出 

  △74,512 △38,613 

定期預金の払戻による
収入 

  79,906 11,000 

有形固定資産の取得に
よる支出 

  △39,886 △13,568 

無形固定資産の取得に
よる支出 

  △680 － 

投資有価証券の取得に
よる支出 

  △34,141 △1,463 

投資有価証券の売却に
よる収入 

  1,856 － 

会員権の取得による支
出 

  △20,071 △27,619 

敷金及び保証金の差入
による支出 

  △656 △53,813 

敷金及び保証金の返還
による収入 

  615 － 

その他   △1,491 847 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △89,061 △123,231 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

      

短期借入金の増減額   △40,000 △146,480 

長期借入れによる収入   － 100,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

  △74,880 △137,612 

配当金の支払額   △87,972 △39,324 

その他   － 622,006 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △202,852 398,590 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額 

  △879,864 935,858 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

  1,351,609 415,751 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

※ 471,745 1,351,609 

        



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
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 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用してお

ります。 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しておりま

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。 

時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ 

  時価法         

  

(2）デリバティブ 

同左 

 (3）たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(3）たな卸資産 

商品 

同左 

 仕掛品 

個別法による原価法を採用してお

ります。 

仕掛品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

(1）有形固定資産 

同左 

  

 建物 15年

車輌運搬具 ６年

工具器具備品 ４～10年

  

 (2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、市場販売目的のソフトウェア

については、販売可能な有効期間

（３年以内）に基づく定額法、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）に

基づく定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同左 

 



項目 
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） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）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。 

(2）賞与引当金 

同左 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。ただし、特例処理の要件

を満たす金利スワップについては特

例処理を、振当処理の要件を満たす

為替予約については振当処理を採用

しております。    

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・為替予約取引 

金利スワップ 

ヘッジ対象・・・外貨建金銭債務 

借入金 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3）ヘッジ方針 

当社の内部規程に基づき、営業活動

及び財務活動における為替変動リス

ク及び金利変動リスクをへッジして

おります。  

(3）ヘッジ方針 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。ただし、金利スワ

ップについては、特例処理の要件を

満たしているので中間決算日におけ

る有効性の評価を省略しておりま

す。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎にして判

断しております。ただし、金利スワ

ップについては、特例処理の要件を

満たしているので決算日における有

効性の評価を省略しております。 

６．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 

 



項目 
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） 

７．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 

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理の変更 

追加情報 

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） 

 「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」（企業会計基準委員会 企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を当中間会

計期間から適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

―――― 

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） 

――――  （外形標準課税） 

 当事業年度より法人事業税の「外形標準課税」が導入

されたことに伴い、実務対応報告第12号「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

の実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成16年２

月13日）に基づき、当事業年度から法人事業税の付加価

値割及び資本割を販売費及び一般管理費として処理して

おります。 

 この結果、従来と比べ販売費及び一般管理費は6,265千

円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、それぞれ同額少なく計上されております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

15,654千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

9,653千円 

※２．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」

に表示しております。 

※２.     ―――― 

  

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 

受取利息 23千円

受取配当金 1,752 

受取利息 96千円

受取配当金 1,644 

※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 

支払利息 2,055千円

為替差損 39,252 

支払利息 7,167千円

為替差損     5,488 

公開関連費用 16,798 

新株発行費償却 7,895 

※３．        ―――― ※３．特別利益のうち主要なもの       

貸倒引当金戻入益 2,140千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 5,500千円

商品評価損 2,500 

投資有価証券売却損 160 

貸倒損失 10,587千円

投資有価証券評価損 1,793 

本社移転費用 8,108 

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 

有形固定資産 6,001千円

無形固定資産 3,853 

長期前払費用 77 

有形固定資産 2,811千円

無形固定資産 7,684 

長期前払費用 194 

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 

（平成17年９月30日現在） 

※ 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17年３月31日現在） 

  （千円）

現金及び預金勘定 584,765

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△113,020

現金及び現金同等物 471,745

  （千円）

現金及び預金勘定 1,472,023

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△120,414

現金及び現金同等物 1,351,609



（リース取引関係） 

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．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

有形固定資産 130,778 43,528 87,250

無形固定資産 8,424 5,085 3,338

合計 139,203 48,614 90,589

取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

有形固定資産 98,429 43,274 55,155

無形固定資産 4,584 3,667 916

合計 103,013 46,941 56,072

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 38,989千円

１年超 53,180千円

合計 92,169千円

１年内 25,724千円

１年超 31,859千円

合計 57,583千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 18,591千円

減価償却費相当額 17,303千円

支払利息相当額 1,356千円

支払リース料 28,695千円

減価償却費相当額 26,408千円

支払利息相当額 2,497千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。  

  

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  

  



（有価証券関係） 

当中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

  

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 

前事業年度末（平成17年３月31日現在） 

  

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 

         区分 
取得原価 
（千円） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 21,545 36,978 15,432 

合計 21,545 36,978 15,432 

             内容 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 83,962 

         区分 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 20,647 37,837 17,190 

(2）その他 2,016 1,868 △147 

合計 22,664 39,706 17,042 

             内容 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 50,000 



（デリバティブ取引関係） 

 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） 

当社が利用しているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。 

（持分法損益等） 

 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） 

該当事項はありません。 



（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。 

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 42,030円56銭

１株当たり中間純利益金額 3,154円77銭

１株当たり純資産額 82,781円32銭

１株当たり当期純利益金額 18,156円33銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しませんので、記載しておりま

せん。 

 

 当社は、平成17年５月20日付で株式１株につき２株の

株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合における（１株当たり情

報）の各数値はそれぞれ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金額につ

いては、当社株式が上場した平成16年12月21日以前にお

いて新株引受権の残高はありましたが、当社株式は非上

場・非登録であったため、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。 

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 41,390円66銭

１株当たり当期純利益金額 9,078円17銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、当社株式が上場した平成16年12月21日以前にお

いて新株引受権の残高はありましたが、当社株式は非上

場・非登録であったため、相当する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） 111,994 246,898 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 32,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （32,000） 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
111,994 214,898 

期中平均株式数（株） 35,500 11,836 



（重要な後発事象） 

 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） 

 平成17年11月30日開催の取締役会において、株式会社ネットマークスとの資本提携を含む業務提携のため、同社を割

当先とする第三者割当増資を次のとおり決議いたしました。 

 ＜新規発行株式の概要＞ 

（１）発行新株数                  普通株式   3,700株 

（２）発行価額                   １株につき 403,702円 

（３）発行価額の総額                   1,493,697,400円 

（４）資本組入額                  １株につき 201,851円 

（５）資本組入額の総額                   746,848,700円 

（６）申込期日                     平成17年12月26日  

（７）払込期日                     平成17年12月26日  

（８）配当起算日                    平成17年10月１日  

 （９）割当先                   株式会社ネットマークス 

（10）新株券交付日   株券不所持申出に基づき新株券は発行いたしません。 

 （11）前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。 

（12）資金の使途     本件増資による調達資金は、新株式発行価額の総額1,493百万円から発行諸費用８百万円を

差し引いた手取概算額の1,485百万円を割当先の保有する自己株式3,800株（806百万円）の

取得に充当し、残額679百万円については近々の具体的使途はありませんので、一旦資金留

保し、その後、その他投融資、運転資金に充当する予定であります。 

  

 前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 １．平成17年２月28日開催の取締役会の決議に基づき、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５月20日付をもって普通株式１株を２株に分割する。 

    ①分割により増加する株式数 普通株式     17,750株 

    ②分割方法         平成17年３月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主 

                  の所有普通株式数１株につき２株の割合をもって分割する。 

  （２）配当起算日           平成17年４月１日 

      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）の各数値はそれぞれ以下のとおりで

    あります。 

前事業年度 

（自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日） 

当事業年度 

（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 46,825.16円

１株当たり当期純利益金額 13,452.90円

１株当たり純資産額 41,390.66円

１株当たり当期純利益金額 9,078.17円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、新株引受権付社債を発行しておりますが、当社
株式は非上場、非登録であるため、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３月10日付で株式１株につき３株の
株式分割を行っております。 
なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場
合の前事業年度における１株当たり情報については、以
下のとおりとなります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、当社株式が上場した平成16年12月21日以前にお
いて新株引受権の残高はありましたが、当社株式は非上
場・非登録であったため、相当する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 34,668.65円

１株当たり当期純利益金額 15,132.14円

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、
新株引受権付社債を発行しておりますが、当社株式は非
上場、非登録であるため、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。 

  



 ２．当社は、平成17年６月23日開催の第16回定時株主総会において、商法第280条の20及び第280条の21の規定に基づ 

   き、当社の取締役、監査役及び従業員に対して特に有利な価額をもって新株予約権を発行することを決議いたしまし 

   た。 

     その内容は次のとおりであります。 

（注）１．付与対象者の区分及び人数の詳細は当定時株主総会後の取締役会で決議します。 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額を調

整し、調整による１円未満の端数は切り上げます。 

 また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により

新株を発行する場合は除く。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端

数は切り上げます。 

 上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当

たり処分金額」と読み替えるものとします。 

 さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行います。 

 決議年月日 平成17年６月23日 

 付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役、監査役及び従業員（注）１． 

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  

 株式の数（株） 1,000株を上限とする。 

 新株予約権の発行価額 無償 

 新株予約権の行使時の払込金額(円） 

 新株予約権１個当たりの払込金額は、次により決定され

る１株当たりの払込金額に新株予約権１個の株式数を乗じ

た金額とする。 

 １個当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属

する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。）

におけるジャスダック証券取引所における当社株式普通取

引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は

切上げ）とする。ただし、当該金額が新株予約権発行日の

前日の終値（取引が成立していない場合はその前日の終

値）を下回る場合は、当該終値とする。（注）２． 

 新株予約権の行使期間 平成19年７月１日～平成22年６月30日 

 新株予約権の行使の条件 

①本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において当社

の取締役、監査役、従業員いずれかの地位を有しているこ

とを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、そ

の他当社取締役会決議において正当な理由があると認めた

場合はこの限りではない。 

②本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認

めない。 

③その他の条件については、その後の取締役会決議に基づ

き、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権

割当契約書」に定めるところによる。 

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

るものとする。 

 調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額× 
 1 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 



(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）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第16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24日関東財務局長に提出。

(2）有価証券届出書（第三者割当による増資）及びその添付書類 

 平成17年11月30日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成17年12月15日 

株式会社テリロジー  

 取締役会 御中    

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 渡邉 宣昭  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 守谷 徳行  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」に掲げられている株式

会社テリロジーの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第17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、株式会社テリロジーの平成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。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年11月30日開催の取締役会において第三者割当増資による新

株式の発行を決議した。 

  

 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 

  

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

が別途保管しております。 
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