
【表紙】 

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成17年12月16日 

【中間会計期間】 第18期中（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

【会社名】 ソフトバンク・テクノロジー株式会社 

【英訳名】 SOFTBANK TECHNOLOGY CORP. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  石川 憲和 

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西五軒町13番１号 

【電話番号】 ０３（５２０６）３３１６ 

【事務連絡者氏名】 取締役財務経理部長  杉本 七生 

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西五軒町13番１号 

【電話番号】 ０３（５２０６）３３１６ 

【事務連絡者氏名】 取締役財務経理部長  杉本 七生 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注） 売上高には消費税等は含まれておりません。 

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17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） 10,344,792 11,672,501 11,488,609 22,555,472 25,522,110

経常利益（千円） 453,633 491,276 327,944 1,096,945 1,273,256

中間（当期）純利益（千円） 252,476 381,708 371,238 702,901 880,700

純資産額（千円） 4,917,053 6,320,871 7,028,090 5,743,534 7,107,153

総資産額（千円） 16,415,182 20,748,687 12,648,730 18,632,039 22,745,600

１株当たり純資産額（円） 466.96 594.13 660.55 538.35 665.32

１株当たり中間（当期）純利益金額

（円） 
24.11 35.89 34.89 65.07 80.11

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額（円） 
23.86 35.65 34.76 64.83 79.66

自己資本比率（％） 30.0 30.5 55.6 30.8 31.2

営業活動によるキャッシュ・フロー 

（千円） 
2,248,026 1,468,458 △9,102,474 4,327,891 2,788,954

投資活動によるキャッシュ・フロー 

（千円） 
△1,006,471 2,183,538 △567,979 △1,383,624 2,015,431

財務活動によるキャッシュ・フロー 

（千円） 
△53,003 △58,248 △117,593 △39,508 △58,060

現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高（千円） 
6,909,124 12,219,081 3,583,610 8,625,331 13,371,658

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人） 

345 

[103] 

359 

[90] 

361 

[126] 

348 

[100] 

342

[98]



(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．第17期の１株当たり配当額には、東証２部上場記念配当３円を含んでおります。 

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17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） 9,983,364 11,016,579 11,111,695 21,703,568 24,245,054 

経常利益（千円） 406,224 485,993 384,809 1,001,110 1,219,962 

中間（当期）純利益（千円） 215,779 379,080 395,610 630,691 847,745 

資本金（千円） 624,600 633,723 634,287 631,500 634,019 

発行済株式総数（株） 10,530,000 10,639,000 10,639,900 10,634,500 10,639,600 

純資産額（千円） 4,926,220 6,289,393 6,983,681 5,719,800 7,049,998 

総資産額（千円） 16,365,372 20,453,529 12,440,353 18,285,921 22,414,436 

１株当たり純資産額（円） 467.83 591.17 656.38 536.12 659.95 

１株当たり中間（当期）純利益金額

（円） 
20.60 35.64 37.18 58.20 77.02 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額（円） 
20.39 35.40 37.04 57.99 76.58 

１株当たり中間（年間）配当額（円） － － － 6 15 

自己資本比率（％） 30.1 30.7 56.1 31.3 31.5 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数]（人） 

311 

[102] 

298 

[81] 

311 

[117] 

295 

[92] 

290 

[88] 



２【事業の内容】 

(1) 事業内容の重要な変更 

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

変更はありません。 

(2) 主要な関係会社の異動 

  主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。 

 ＜イービジネスサービス事業＞ 

  主な関係会社の異動はありません。 

  ＜システムソリューション事業＞ 

  連結子会社であったアジアビジョン・ジャパン株式会社は平成17年４月20日に当社が所有する株式をすべてソフ

トバンクBB株式会社へ売却したため、子会社ではなくなりました。 

   SBTコンサルティング株式会社は平成17年９月１日に、これまで事業活動を停止しておりました連結子会社であ

るブロードバンド・テクノロジー株式会社を商号変更して、新事業を開始いたしました。 

  ＜ブロードバンドソリューション事業＞ 

  平成17年８月30日に、セキュアイーサ・マーケティング株式会社を三菱マテリアル株式会社との合弁会社として

設立し、連結子会社となりました。 

３【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

当中間連結会計期間において、連結子会社であったアジアビジョン・ジャパン株式会社は当社が所有する株式をす

べて売却したため、子会社ではなくなりました。  

当中間連結会計期間において、これまで事業活動を停止しておりましたブロードバンド・テクノロジー株式会社を

下記の会社に商号変更して、新事業を開始いたしました。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業内容 
議決権の所有割合
（％） 

関係内容 

 （連結子会社） 

セキュアイーサ・

マーケティング㈱ 

東京都港区 100 
仮想ネットワーク構築ソフト

ウェアのマーケティング事業 
55 役員の兼任１名 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業内容 
議決権の所有割合
（％） 

関係内容 

 （連結子会社） 

SBTコンサルティン

グ㈱ 

東京都港区 10 
情報セキュリティに関するコ

ンサルティング事業 
100 役員の兼任３名 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は正社員就業人員(当社グループから当社グループ外部への出向者は除く)であり、臨時雇用者数

（派遣社員・契約社員・アルバイト社員）は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。 

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

(2)提出会社の状況 

 （注） 従業員数は正社員就業人員（当社から社外への出向者は除く）であり、臨時雇用者数（派遣社員・契約社員・

アルバイト社員）は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を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、労使関係は円満に推移しております。 

  平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

イービジネスサービス事業 108 (70) 

システムソリューション事業 115 (14) 

ブロードバンドソリューション事業 100 (27) 

全社（共通） 38 (15) 

合計 361 (126) 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 311 (117) 



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経済は、輸出の好調をベースにして企業収益の改善と設備投資の増加が進

み、個人消費も回復基調を示しました。 

 一方、IT業界では、ブロードバンド通信の一層の拡大やPC、サーバ・ネットワーク製品の出荷は順調に増加しま

したが、デジタル家電製品の価格競争激化、半導体電子部品の輸出減少などかげりも示しました。 

 このような状況のもと、当中間連結会計期間の売上高は、前年同期より183,892千円減少し、11,488,609千円

（前年同期比△1.6%）となりました。事業別に見ますと、イービジネスサービス事業では、決済・回収代行サービ

ス事業の売上高が減少しましたが、EC（電子商取引）事業者へ統合的なバックオフィス業務サービスを提供するイ

ーショップエイジェント・アウトソース事業は引き続き増加し、また、新たなブロードバンドを基盤とするEC事業

者向けネットワークシステム構築等が伸長しました。 

一方、システムソリューション事業では、ソフトバンクグループ会社への情報システム運用サービス、システム開

発が減少しました。ブロードバンドソリューション事業では、セキュリティ関連の機器およびソリューションの売

上高が増加しており、また、ネットワークシステムの設計・構築・運用・保守サービスの売上高も順調に推移しま

した。 

 営業利益は、前年同期より120,002千円減少して、308,276千円（前年同期比△28.0%）となりました。売上高の

減少に加えて売上総利益率が前年同期より、0.7%低下したことにより、売上総利益が前年同期より123,567千円減

少したことが原因です。販売費及び一般管理費は、節減と効率化に努めた結果、前年同期より3,564千円減少しま

した。 

 経常利益は、前年同期より163,332千円減少して327,944千円（前年同期比△33.2%）となりました。受取利息と

受取配当金は合計で16,963千円減少しました。また、持分法による投資損益が前年同期の24,290千円の利益から転

じて2,866千円の損失となりました。税金等調整前中間（当期）純利益は、前年同期より8,554千円減少の618,622

千円（前年同期比△1.4%）となりました。投資有価証券売却益の増加により特別損益の純額が154,777千円増加し

たことが寄与しており、経常利益の減少に比べて少額の減少に抑えることができました。 

 以上の結果、当中間（当期）純利益は前年同期より10,469千円減少して371,238千円（前年同期比△2.7％）とな

りました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

・イービジネスサービス事業 

 当中間連結会計期間の売上高は、7,242,470千円（前年同期比＋18.4%）、営業利益は344,131千円（前年同期比

＋40.6%）となりました。売上高では、決済・回収代行サービス事業におけるヤフー関連売上高が、ソフトバン

ク (株)の子会社ソフトバンク・ペイメント・サービス（株）へ移管されたことにより減少しましたが、EC事業者

へのバックオフィス業務運営をトータルサービスとして提供するイーショップエイジェント・アウトソースサービ

ス事業でウィルス対策ソフトの売上高は引き続き増しており、また、新たなEC事業者向けのサイト構築・運用サー

ビスの提供やデジタルコンテンツ管理システムの構築などが発生し寄与しました。連結子会社（株）エーアイピー

ブリッジと期初に米国オムニチュア社より導入したWebサイト解析ソリューションは、ともにまだ期待した成果を

あげるまでに至りませんでした。 

 売上高の順調な伸長に対して、利益では、ウィルス対策ソフト販売の代金決済手段の多様化による販売手数料の

増加、（株）エーアイピーブリッジの営業損失の発生等ありましたが、バックオフィス業務運営コストの効率化や

新たなEC事業者向けサイト構築、デジタルコンテンツ管理システムが寄与しました。 

・システムソリューション事業 

 当中間連結会計期間の売上高は、1,882,009千円（前年同期比△25.5%）、営業利益は赤字に転じて△73,364千円

となりました。売上高では、ソフトバンクBB（株）を中心にグループ会社向けシステム開発、情報システム運用サ

ービスが減少しました。売上高の減少に対して、人件費、システムの減価償却費をはじめ運営コストの削減を十分

に進めることができなかったため、利益面では営業損失となりました。 



・ブロードバンドソリューション事業 

 当中間連結会計期間の売上高は、2,493,054千円（前年同期比△21.9%）、営業利益は39,065千円（前年同期比△

4.3%）となりました。売上高の減少は、前年同期にはヤフー（株）およびSBIホールディングスグループ会社の本

社移転に伴うネットワークシステム構築等の特別売上高があったことが主な要因であり、ネットワークシステムの

設計・構築、ネットワーク保守等全般的には順調でした。セキュリティ関連の機器およびソリューションの売上高

は新たなソリューションも加わり、新規顧客開拓も進んで、伸長しております。一方、IPコミュニケーション関連

の機器・ソリューションは期初の目標を達成するまでには至りませんでした。利益につきましては、物販からサー

ビス型事業への転換と開発費用の効率化によって粗利益の改善を図るとともに、営業経費の削減に努めました。 

  

（2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1,468,458千円からマイナスに転じて

△9,102,474千円となりました。決済・回収代行サービス事業における預り金が9,717,442千円減少したことに起因

します。税金等調整前中間（当期）純利益は、前年同期より8,554千円減少して618,622千円となり、また、減価償

却費も前年同期より4,963千円減少して115,030千円となりました。法人税等の支払額が、前年同期より142,711千

円増加して399,100千円となりました。 

 当中間連結会計期間の投資活動によって支出されたキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フロー

同様、前年同期の2,183,538千円から△567,979千円となりました。ソフトバンク（株）への短期貸付金の純増減額

が前年同期の2,300,000千円の減少から800,620千円の増加となりました。有形無形固定資産の取得には127,679千

円が支出されました。また、投資有価証券に関しましては、取得のために139,750千円が支出される一方、397,205

千円の売却による収入が発生しました。 

 当中間連結会計期間の財務活動によって支出されたキャッシュ・フローは前年同期より59,345千円増加して

117,593千円となりました。配当金支払額が増加したことによります。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前年同期末より8,635,470千円減少して

3,583,610千円となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

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

  （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

        ２．金額は、サービス売上原価によっており、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品仕入実績 

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

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

        ２．金額は仕入価額によっており、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

 当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

        ２．金額は売上価額によっており、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

イービジネスサービス事業（千円） 758,432 56.0 

システムソリューション事業（千円） 1,135,115 75.8 

ブロードバンドソリューション事業（千円） 1,308,162 77.1 

合計（千円） 3,201,710 70.4 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

イービジネスサービス事業（千円） 4,972,864 145.9 

システムソリューション事業（千円） 287,733 98.4 

ブロードバンドソリューション事業（千円） 774,645 70.0 

合計（千円） 6,035,242 125.5 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

イービジネスサービス事業 7,196,307 117.7 19,339 2,144.6 

システムソリューション事業 1,768,831 71.8 110,338 41.8 

ブロードバンドソリューション事業 2,927,391 87.9 796,752 147.2 

合計 11,892,530 99.9 926,431 114.9 



(4）販売実績 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

        ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．前中間連結会計期間および当中間連結会計期間における主要顧客別の売上状況は次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前年同期比（％） 

イービジネスサービス事業（千円） 7,193,077 117.6 

システムソリューション事業（千円） 1,802,477 76.2 

ブロードバンドソリューション事業（千円） 2,493,054 78.1 

合計（千円） 11,488,609 98.4 

相手先 

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

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

金額（千円） 
総販売実績に対
する割合（％） 

金額（千円） 
総販売実績に対
する割合（％） 

個人ユーザー 4,414,370 37.8 6,089,009 53.0 

ソフトバンクBB株式会社 2,258,169 19.3 1,558,588 13.6 

ヤフー株式会社 1,716,958 14.7 591,290 5.1 

合計 8,389,497 71.9 8,238,888 71.7 



３【対処すべき課題】 

(1) 重要な変更 

    当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

(2) 新たに生じた課題 

    当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき新たに生じた課題は、次のとおりであります。 

    総合的なセキュリティサービス事業の展開 

セキュリティ対策の重要性が高まる中、各事業において培ってきたセキュリティに関するソリューション、アプリケ

ーション、運用サービスの技術を統合・強化してまいります。そのためには、優れた技術や製品を保有する会社との積

極的なアライアンスを促進するとともに、新たに設立した「SBTコンサルティング（株）」によるセキュリティに関す

る技術ニーズの開拓から情報セキュリティの資格取得支援をはじめとして、セキュリティシステムの構築、運用サービ

ス、さらに教育サービス等を含めた総合的なセキュリティサービス事業を展開してまいります。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。 

株式譲渡・売却契約 

合弁会社設立関係 

５【研究開発活動】 

 当社グループは、専任の研究開発部門は持っておりません。各事業部の技術部門が顧客のニーズ、要望に応える形

で研究開発を行っております。したがって、売上高に直結した研究開発となりますが、成果物が汎用性のあるソフト

ウェアとして判断される場合には、さらに開発を進めてパッケージあるいはテンプレートとして完成させておりま

す。 

  当中間連結会計期間におきましては、特にパッケージあるいはテンプレートとして開発されたものはありません。

相手先 契約年月日 契約内容 契約期間 

ソフトバンクＢＢ㈱ 平成17年４月20日 

アジアビジョン・ジャパン㈱の全株式

（3,800株）をソフトバンクＢＢ㈱へ売

却 

－ 

大和証券エスエムビーシー

㈱ 

売却日 

平成17年９月14日 

平成17年９月15日 

㈱ＳＪホールディングスの株式（3,560

株）を売却 
－ 

契約締結先 内容 出資額 合弁会社名 設立年月 

三菱マテリアル㈱  

仮想ネットワーク構

築ソフトウェアのマ

ーケティング事業  

当社  

三菱マテリアル㈱  

55,000

45,000

千円  

千円 

セキュアイーサ・マ

ーケティング㈱ 
平成17年８月



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】 

（1）前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の拡充、改修について、完了したものは次のとおりでありま

す。 

（2）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計画は次のとおりであります。 

会社名 
事業所 

所在地 
事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容  
投資金額 
(千円) 

資金調達方法

当社お茶の水オフィス  東京都文京区  
イービジネスサ

ービス事業  
 システム能力増強 20,437  自己資金 

会社名 
事業所 

所在地 
事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容   
投資予定金額 
(千円) 

資金調達方法

当社お茶の水オフィス  東京都文京区 
イービジネスサ

ービス事業   
新機能システム開発 50,000  自己資金 

当社本社 東京都新宿区  
システムソリュ

ーション事業  

セキュリティサービス事

業用ソフトおよび機器 
60,000  自己資金  



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）１ 「提出日現在発行数」欄には、平成17年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権等の権利行使に

より発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 商法第280条ノ20および第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14年６月20日定時株主総会決議 

（注）１ 「新株予約権の目的となる株式の数」欄には、特別決議時における新株発行予定数から、権利付与対象者の退

職により、権利付与対象ではなくなった株式の数（平成17年９月30日現在においては11,100株25名分、平成17年

11月30日現在においては11,700株27名分）を控除した残数を記載しております。 

（注）２ 権利付与日以降、株式の分割または併合を行った場合、および時価を下回る価額で株式を発行する場合(時価

発行として行う公募増資、新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式によ

り、行使価額を調整し、調整の結果生じる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 42,558,400 

計 42,558,400 

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16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 10,639,900 10,639,900 
東京証券取引所 

市場第二部 

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 10,639,900 10,639,900 － － 

 
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） 638 632 

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） 63,800 (注)１ 63,200 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）    987 (注)２    987 (注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年８月１日 

 至 平成20年７月31日 

自 平成16年８月１日 

 至 平成20年７月31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） 

発行価格   987 (注)２ 

資本組入額  494 

発行価格   987 (注)２ 

資本組入額  494 

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と

きは、取締役会の承認を

要する。 

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。 



また、当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権にかかる当社の義務が承継される場合、当

社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、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

行使価額の調整を行うことができるものとする。 

（注）３ 

１．新株予約権者は、平成16年８月１日以降、権利の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、付与された

権利の一部または全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の行使に際して各新株予約権の値が３の

整数倍とならない場合は、値を３の整数倍となるまで切り上げる。 

(Ⅰ)平成17年7月31日までは当初に付与された新株予約権の４分の１を限度として権利行使することができる。 

(Ⅱ)平成18年7月31日までは当初に付与された新株予約権の４分の２を限度として権利行使することができる。 

(Ⅲ)平成19年7月31日までは当初に付与された新株予約権の４分の３を限度として権利行使することができる。 

(Ⅳ)平成20年7月31日までは当初に付与された新株予約権のすべてについて権利行使することができる。 

２．新株予約権者が死亡した場合、10ヶ月以内に相続人が当社の定める相続手続きを完了した場合に本新株予約権を

相続することができる。 

３．権利行使申込日の前日における当社普通株式の最終価格が2,415円(新株予約権の発行価額が調整された場合には

発行価額の調整方法と同一の方法で当該価格を調整する)以上である場合に限り、権利行使の申込みを行うこと

ができる。 

４．新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

５．その他の条件については、当社第14期定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する新株予約権付与契約に定めるものとする。 

② 平成15年６月20日定時株主総会決議 

（注）１ 「新株予約権の目的となる株式の数」欄には、特別決議時における新株発行予定数から、権利付与対象者の退

職により、権利付与対象ではなくなった株式の数（平成17年９月30日現在においては6,000株14名分、平成17年

11月30日現在においては6,300株15名分）を控除した残数を記載しております。 

（注）２ 権利付与日以降、株式の分割または併合を行った場合、および時価を下回る価額で株式を発行する場合(時価

発行として行う公募増資、新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式によ

り、行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 分割・併合・新規発行前の株価 

 
既発行株式数 ＋ 分割・併合・新規発行による増加株式数 

（株式併合の場合は併合株式数を減ずる） 

 
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） 937 934 

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） 93,700 (注)１ 93,400 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）    1,785 (注)２    1,785 (注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年８月１日 

 至 平成21年７月31日 

自 平成17年８月１日 

 至 平成21年７月31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） 

発行価格  1,785 (注)２ 

資本組入額  893 

発行価格  1,785 (注)２ 

資本組入額  893 

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と

きは、取締役会の承認を

要する。 

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。 



また、当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権にかかる当社の義務が承継される場合、当

社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、行使

価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことが

できるものとする。 

（注）３ 

１．新株予約権者は、平成17年８月１日以降、権利の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、付与された

権利の一部または全部を行使することができる。ただし、以下の各区分における行使可能な新株予約権の個数が

３の整数倍とならない場合は、その個数を３の整数倍となるまで切り上げる。 

(Ⅰ)平成18年7月31日までは当初に付与された新株予約権の４分の１を限度として権利行使することができる。 

(Ⅱ)平成19年7月31日までは当初に付与された新株予約権の４分の２を限度として権利行使することができる。 

(Ⅲ)平成20年7月31日までは当初に付与された新株予約権の４分の３を限度として権利行使することができる。 

(Ⅳ)平成21年7月31日までは当初に付与された新株予約権のすべてについて権利行使することができる。 

２．新株予約権者が死亡した場合、10ヶ月以内に相続人が当社の定める相続手続きを完了した場合に本新株予約権を

相続することができる。 

３．新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

４．その他の条件については、当社第15期定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する新株予約権付与契約に定めるものとする。 

③ 平成16年６月18日定時株主総会決議 

（注）１ 「新株予約権の目的となる株式の数」欄には、特別決議時における新株発行予定数から、権利付与対象者の退

職等により、権利付与対象ではなくなった株式の数（平成17年９月30日現在においては3,300株10名分、平成17

年11月30日現在においては3,900株12名分）を控除した残数を記載しております。 

（注）２ 権利付与日以降、株式の分割または併合を行った場合、および時価を下回る価額で株式を発行する場合(時価

発行として行う公募増資、新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式によ

り、行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 分割・併合・新規発行前の株価 

 
既発行株式数 ＋ 分割・併合・新規発行による増加株式数 

（株式併合の場合は併合株式数を減ずる） 

 
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） 959 953 

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） 95,900 (注)１ 95,300 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）    2,670 (注)２    2,670 (注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年８月１日 

 至 平成22年７月31日 

自 平成18年８月１日 

 至 平成22年７月31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） 

発行価格  2,670 (注)２ 

資本組入額 1,335 

発行価格  2,670 (注)２ 

資本組入額 1,335 

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と

きは、取締役会の承認を

要する。 

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。 



また、当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権にかかる当社の義務が承継される場合、当

社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、行使

価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うことが

できるものとする。 

（注）３ 

１．新株予約権者は、平成18年８月１日以降、権利の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、付与された

権利の一部または全部を行使することができる。ただし、以下の各区分における行使可能な新株予約権の個数が

３の整数倍とならない場合は、その個数を３の整数倍となるまで切り上げる。 

(Ⅰ)平成19年7月31日までは当初に付与された新株予約権の４分の１を限度として権利行使することができる。 

(Ⅱ)平成20年7月31日までは当初に付与された新株予約権の４分の２を限度として権利行使することができる。 

(Ⅲ)平成21年7月31日までは当初に付与された新株予約権の４分の３を限度として権利行使することができる。 

(Ⅳ)平成22年7月31日までは当初に付与された新株予約権のすべてについて権利行使することができる。 

２．新株予約権者が死亡した場合、10ヶ月以内に相続人が当社の定める相続手続きを完了した場合に本新株予約権を

相続することができる。 

３．新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

４．その他の条件については、当社第16期定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する新株予約権付与契約に定めるものとする。 

④ 平成17年６月17日定時株主総会決議 

（注）１ 「新株予約権の目的となる株式の数」欄には、特別決議時における新株発行予定数から、権利付与対象者の退

職等により、権利付与対象ではなくなった株式の数（平成17年９月30日現在においては500株１名分、平成17年

11月30日現在においては1,100株３名分）を控除した残数を記載しております。 

（注）２ 権利付与日以降、株式の分割または併合を行った場合、および時価を下回る価額で株式を発行する場合(時価

発行として行う公募増資、新株予約権および新株予約権証券の行使に伴う株式の発行を除く)は、次の算式によ

り、行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権にかかる当社の義務が承継される場合、当

社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、行使

 
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 分割・併合・新規発行前の株価 

 
既発行株式数 ＋ 分割・併合・新規発行による増加株式数 

（株式併合の場合は併合株式数を減ずる） 

 
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） 922 916 

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） 92,200 (注)１ 91,600 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）    1,944 (注)２    1,944 (注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年８月１日 

 至 平成23年７月31日 

自 平成19年８月１日 

 至 平成23年７月31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） 

発行価格  1,944 (注)２ 

資本組入額   972 

発行価格  1,944 (注)２ 

資本組入額   972 

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と

きは、取締役会の承認を

要する。 

新株予約権を譲渡すると

きは、取締役会の承認を

要する。 

 
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 分割・併合・新規発行前の株価 

 
既発行株式数 ＋ 分割・併合・新規発行による増加株式数 

（株式併合の場合は併合株式数を減ずる） 



価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うこと

ができるものとする。 

（注）３ 

１．新株予約権者は、平成19年８月１日以降、権利の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、付与された

権利の一部または全部を行使することができる。ただし、以下の各区分における行使可能な新株予約権の個数が

３の整数倍とならない場合は、その個数を３の整数倍となるまで切り上げる。 

(Ⅰ)平成20年7月31日までは当初に付与された新株予約権の４分の１を限度として権利行使することができる。 

(Ⅱ)平成21年7月31日までは当初に付与された新株予約権の４分の２を限度として権利行使することができる。 

(Ⅲ)平成22年7月31日までは当初に付与された新株予約権の４分の３を限度として権利行使することができる。 

(Ⅳ)平成23年7月31日までは当初に付与された新株予約権のすべてについて権利行使することができる。 

２．新株予約権者が死亡した場合、10ヶ月以内に相続人が当社の定める相続手続きを完了した場合に本新株予約権を

相続することができる。 

３．新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。 

４．その他の条件については、当社第17期定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結する新株予約権付与契約に定めるものとする。 

 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12年12月21日定時株主総会決議 

 
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) － － 

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) 73,000 (注)１ 72,000 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 5,850 (注)２ 5,850 (注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成15年２月１日 

至 平成19年１月31日 

自 平成15年２月１日 

至 平成19年１月31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） 

発行価格  5,850 (注)２ 

資本組入額 2,925 

発行価格  5,850 (注)２ 

資本組入額 2,925 

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 

第三者に譲渡、質入その

他の処分をすることがで

きない。 

第三者に譲渡、質入その

他の処分をすることがで

きない。 



（注）１ 新株予約権の目的となる株式の数とは、特別決議時における新株発行予定数から既に発行した株式を減じた数

のことであります。また、権利付与対象者の退職により、権利付与対象ではなくなった株式の数（平成17年９月

30日現在においては32,000株 42名分、平成17年11月30日現在においては33,000株44名分）を控除した残数を記

載しております。 

（注）２ 権利付与日以降、株式の分割または併合が行われる場合、発行価額は分割または併合の比率に応じ比例的に調

整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、権利付与日以降、時価を下回る価額で新株を発行（新株引受権および新株引受権証券ならびに新株予約

権および新株予約権証券の権利行使の場合を除く）するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により

生じる1円未満の端数は切り上げる。 

 さらに、権利付与日以降、当社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、発行価額について当社が必要

と認める調整を行う。 

（注）３ 

１．権利を付与された者は、平成15年２月１日以降、権利の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、付与

された権利の一部または全部を行使することができる。なお、行使可能な株式数が1単位の株式数の整数倍でな

い場合は、１単位の株式数の整数倍に切り上げた数とする。 

(Ⅰ）平成16年１月31日までは、権利を付与された株式数の４分の１まで権利行使することができる。 

(Ⅱ）平成17年１月31日までは、権利を付与された株式数の４分の２まで権利行使することができる。 

(Ⅲ）平成18年１月31日までは、権利を付与された株式数の４分の３まで権利行使することができる。 

(Ⅳ）平成19年１月31日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利行使することができる。 

２．権利を付与された者は、当社の取締役または使用人たる地位を失った後もこれを行使することができる。また、

権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、いずれの場合にも、当

社と付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 

３．権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。 

４．権利付与日以降、当社が株式交換または株式移転を行う場合、その他調整の必要が生じた場合は、合理的な範囲

で新株引受権の目的たる株式の数、新株発行価額、権利行使期間その他について必要と認める調整を行い、また

権利行使を制限し、未行使の権利を失効させることができるものとする。 

５．この他、権利行使の条件は、平成12年12月21日開催の定時株主総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、

当社と付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 

６．平成13年12月25日開催の取締役会において、平成14年２月１日付で1単位を500株から100株へ変更することが決

議され、平成14年６月20日開催の株主総会において、１単位の株式数を１単元の株式数へ変更することが決議さ

れております。 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

新規発行前の株価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



② 平成13年６月20日定時株主総会決議 

（注）１ 新株予約権の目的となる株式の数とは、特別決議時における新株発行予定数から既に発行した株式を減じた数

のことであります。また、権利付与対象者の退職により、権利付与対象ではなくなった株式の数（平成17年９月

30日現在においては8,000株９名分、平成17年11月30日現在においては8,000株９名分）を控除した残数を記載し

ております。 

（注）２ 権利付与日以降、当社が株式の分割または併合を行う場合には、発行価額は分割または併合の比率に応じ比例

的に調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。 

また、権利付与日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合（新株引受権および新株引受権証券な

らびに新株予約権および新株予約権証券の権利行使の場合を除く）は、次の算式により発行価額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。 

（注）３ 

１．権利を付与された者は、平成15年８月１日以降、権利の行使が可能となるものとし、以下の区分に従って、付与

された権利の一部または全部を行使することができる。なお、以下の計算の結果、行使可能な株式数が１単位の

株式数の整数倍でない場合は、１単位の株式数の整数倍に切り上げた数とする。 

(Ⅰ)平成16年７月31日までは、権利を付与された株式数の４分の１まで権利行使することができる。 

(Ⅱ)平成17年７月31日までは、権利を付与された株式数の４分の２まで権利行使することができる。 

(Ⅲ)平成18年７月31日までは、権利を付与された株式数の４分の３まで権利行使することができる。 

(Ⅳ)平成19年７月31日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利行使することができる。 

２．権利を付与された者は、当社の取締役または使用人たる地位を失った後もこれを行使することができる。また、

権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。ただし、いずれの場合にも、当

社と付与対象者との間で締結する権利付与契約に定める条件による。 

３．権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができない。 

４．権利付与日以降、当社が、他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場

合、または会社分割を行う場合、その他これらの場合に類して調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合

は、必要最小限かつ合理的な範囲で付与株式数、発行価額、権利行使期間その他の条件の調整若しくは権利行使

の制限を行い、または、未行使の権利を失効させることができるものとする。 

 
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) － － 

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) 14,500 (注)１ 14,500 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 2,415 (注)２ 2,415 (注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成15年８月１日 

至 平成19年７月31日 

自 平成15年８月１日 

至 平成19年７月31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) 

発行価格  2,415 (注)２ 

資本組入額 1,208 

発行価格  2,415 (注)２ 

資本組入額 1,208 

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 

第三者に譲渡、質入その

他の処分をすることがで

きない。 

第三者に譲渡、質入その

他の処分をすることがで

きない。 

 既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 新規発行前の株価 

 既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



５．この他、権利行使の条件は、本総会決議およびその後の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結

する権利付与契約に定める条件による。 

６．平成13年12月25日開催の取締役会において、平成14年２月１日付で１単位を500株から100株へ変更することが決

議され、平成14年６月20日開催の株主総会において、１単位の株式数を１単元の株式数へ変更することが決議さ

れております。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（注）新株予約権の行使による増加であります。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

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 

               (注) 

0 10,639 267 634,287 267 711,937 



(4）【大株主の状況】 

（注） 上記みずほ信託銀行株式会社の所有株式数は、信託業務に係るものであります。 

  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（％） 

ソフトバンク株式会社 

  

 東京都港区東新橋1-9-1 

  
5,367,500 50.44 

 みずほ信託銀行株式会社 

（注） 
東京都中央区八重洲1-2-1 580,500 5.45 

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, LONDO

N E14 4QA ENGLAND 

（東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデ

ンプレイスタワー） 

474,500 4.45 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 209,800 1.97 

石川 憲和 東京都世田谷区下馬3-12-7 120,000 1.12 

クリアストリームバンキング

エスエー 

（常任代理人 香港上海銀行東

京支店） 

42, AVENUE JF KENNEDY, L-1855 LUXEMBOU 

 RG 

（東京都中央区日本橋3-11-1） 

68,043 0.63 

山田 勝男 千葉県浦安市弁天1-22-22 60,000 0.56 

金子 博昭 和歌山県和歌山市毛見1505-2-1108 50,000 0.46 

松浦 澄夫 埼玉県さいたま市桜区神田394-12 41,000 0.38 

真鳥 俊幸 福岡県福岡市南区柏原4-41-12 39,000 0.36 

計 － 7,010,343 65.88 



(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）  普通株式         100 － 

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  10,639,100 106,391 同上 

単元未満株式 普通株式       700 － 同上 

発行済株式総数 10,639,900 － － 

総株主の議決権 － 106,391 － 

  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 

（％） 

ソフトバンク・テクノロ

ジー株式会社 

東京都新宿区西五軒町

13番１号 
100 － 100 0.00 

計 － 100 － 100 0.00 



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、東京証券取引所市場第二部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日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 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） 2,280 2,190 2,025 2,035 1,990 1,944 

最低（円） 1,900 1,850 1,912 1,877 1,800 1,795 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 

執行役員 情報セ

キュリティ推進室

長兼情報システム

部長兼購買管理部

長 

取締役 

執行役員 プロジ

ェクト推進室長兼

情報システム部長

兼購買管理部長  

桐栄 誠一  平成17年10月３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。 

 ただし、前中間連結会計期間（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。 

 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、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）及び当中間会計期間（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、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 

（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

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   12,219,081   3,583,610   13,371,658  

２ 受取手形及び売掛金   3,274,527   3,306,410   3,997,322  

３ 棚卸資産   788,842   552,843   375,756  

４ 繰延税金資産   133,057   136,464   146,671  

５ 短期貸付金   －   800,620   －  

６ その他   468,812   195,367   186,146  

７ 貸倒引当金   △6,570   △5,659   △8,956  

流動資産合計   16,877,751 81.3  8,569,657 67.8  18,068,597 79.4 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1)建物  119,659   107,639   152,463   

減価償却累計額  40,959 78,699  44,847 62,792  47,604 104,858  

(2)器具及び備品  550,813   624,921   577,621   

減価償却累計額  309,729 241,083  351,552 273,368  307,398 270,223  

(3)建設仮勘定   －   －   3,531  

有形固定資産合計   319,783 1.5  336,161 2.6  378,613 1.7 

２ 無形固定資産           

(1)ソフトウェア   313,492   217,610   260,861  

(2)ソフトウェア仮勘定   －   26,329   7,332  

(3)その他   9,324   9,217   9,271  

無形固定資産合計   322,817 1.6  253,158 2.0  277,465 1.2 

３ 投資その他の資産           

(1)投資有価証券 ※２  2,871,569   3,155,678   3,595,660  

(2)長期営業債権 ※１  4,671   －   0  

(3)差入保証金   324,754   316,607   404,764  

(4)その他   31,298   17,467   19,929  

(5)貸倒引当金   △4,671   －   －  

投資その他の資産合計   3,227,622 15.6  3,489,753 27.6  4,020,354 17.7 

固定資産合計   3,870,223 18.7  4,079,072 32.2  4,676,432 20.6 

Ⅲ 繰延資産            

１ 新株発行費    712   －   570  

 繰延資産合計   712 0.0  － －  570 0.0 

資産合計    20,748,687 100.0  12,648,730 100.0  22,745,600 100.0 

           



  
前中間連結会計期間末 

（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

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   3,322,745   3,358,044   3,146,347  

２ 未払金   412,012   414,887   586,066  

３ 未払法人税等   273,024   296,074   424,820  

４ 預り金   8,830,058   191,602   9,894,317  

５ 賞与引当金   223,456   191,013   228,521  

６ その他   417,570   245,799   234,039  

流動負債合計   13,478,868 65.0  4,697,421 37.1  14,514,112 63.8 

Ⅱ 固定負債           

１ 繰延税金負債   805,462   783,467   1,009,324  

２ その他   48,201   27,102   32,622  

固定負債合計   853,663 4.1  810,570 6.4  1,041,946 4.6 

負債合計   14,332,532 69.1  5,507,992 43.5  15,556,058 68.4 

＜少数株主持分＞           

少数株主持分   95,284 0.4  112,647 0.9  82,388 0.4 

＜資本の部＞           

Ⅰ 資本金   633,723 3.1  634,287 5.0  634,019 2.8 

Ⅱ 資本剰余金   711,373 3.4  711,937 5.7  711,669 3.1 

Ⅲ 利益剰余金   3,733,819 18.0  4,415,958 34.9  4,232,810 18.6 

Ⅳ 
その他有価証券評価
差額金   1,237,097 6.0  1,254,173 9.9  1,528,568 6.7 

Ⅴ 為替換算調整勘定   4,988 0.0  12,092 0.1  387 0.0 

Ⅵ 自己株式   △130 △0.0  △358 △0.0  △302 △0.0 

資本合計   6,320,871 30.5  7,028,090 55.6  7,107,153 31.2 

負債、少数株主持分及び資
本合計   20,748,687 100.0  12,648,730 100.0  22,745,600 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   11,672,501 100.0  11,488,609 100.0  25,522,110 100.0 

Ⅱ 売上原価   9,186,063 78.7  9,125,738 79.4  20,261,421 79.4 

売上総利益   2,486,438 21.3  2,362,870 20.6  5,260,689 20.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  2,058,158 17.6  2,054,593 17.9  4,103,580 16.1 

営業利益   428,279 3.7  308,276 2.7  1,157,108 4.5 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  24,538   9,470   33,409   

２ 受取配当金  11,621   9,726   13,389   

３ 
持分法による投 
資利益  24,290   －   57,006   

４ 雑収入  3,879 64,330 0.5 7,862 27,058 0.3 13,856 117,662 0.5 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  122   4   151   

２ 為替差損  1,037   66   1,037   

３ 
持分法による投 
資損失  －   2,866   －   

４ 投資事業組合損失  －   4,250   －   

５ 雑損失  173 1,333 0.0 203 7,391 0.1 324 1,514 0.0 

経常利益   491,276 4.2  327,944 2.9  1,273,256 5.0 

Ⅵ 特別利益           

１ 前期損益修正益  1,628   －   1,628   

２ 関係会社株式売却
益  －   17,592   －   

３ 
投資有価証券売却
益  242,156   376,244   242,156   

４ 貸倒引当金戻入益  6,460   4,244   2,431   

５ その他  6 250,252 2.2 22 398,103 3.4 1,515 247,732 1.0 

Ⅶ 特別損失           

１ 前期損益修正損  291   850   2,491   

２ 固定資産除却損 ※２ 2,620   4,251   6,580   

３ 投資有価証券評価
損  1,764   96,394   2,260   

４ 
退去に伴う原状復
旧回復費  1,674   －   －   

５ 
事業所移転損失引
当金繰入額  108,000   －   －   

６ その他  － 114,352 1.0 5,929 107,425 0.9 75,599 86,932 0.4 

税金等調整前中間（当期）
純利益   627,176 5.4  618,622 5.4  1,434,056 5.6 

法人税、住民税及び事業税  263,134   285,192   593,669   

法人税等調整額  △9,971 253,162 2.2 △24,816 260,376 2.3 △19,722 573,947 2.2 

少数株主損益   7,694 0.1  12,993 0.1  20,590 0.1 

中間(当期)純利益   381,708 3.3  371,238 3.2  880,700 3.5 

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   709,155  711,669  709,155 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

1 新株予約権の行使による 
  新株の発行  2,218 2,218 267 267 2,514 2,514 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末） 
  残高   711,373  711,937  711,669 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   3,434,417  4,232,810  3,434,417 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１ 中間（当期）純利益  381,708 381,708 371,238 371,238 880,700 880,700 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１ 配当金   63,806  159,591  63,806  

２ 役員賞与  18,500 82,306 28,500 188,091 18,500 82,306 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末） 
  残高   3,733,819  4,415,958  4,232,810 

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

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

区分 
注記 
番号 

金額（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  627,176 618,622 1,434,056 

減価償却費  119,994 115,030 242,511 

新株発行費償却  142 － 285 

連結調整勘定償却額  － 2,136 － 

貸倒引当金の減少額  △5,994 △3,297 △8,279 

賞与引当金の増加額 
（△減少額）  11,125 △36,909 16,190 

事業所移転損失引当金の増加額  108,000 － － 

受取利息及び配当金  △36,160 △19,196 △46,799 

支払利息  122 4 151 

持分法による投資損益  △24,290 2,866 △57,006 

有形固定資産売却益  △6 － △1,515 

有形固定資産除却損  2,620 4,251 6,580 

投資有価証券売却益  △242,156 △393,836 △242,156 

投資有価証券評価損  1,764 96,394 2,260 

投資事業組合損失  － 4,250 － 

売上債権の減少額（△増加額）  379,291 670,682 △343,502 

棚卸資産の増加額  △425,352 △177,086 △12,265 

その他営業債権の増加額  △44,420 △9,896 △1,730 

仕入債務の増加額  609,322 226,995 432,923 

未払消費税の減少額  △133,913 △138,796 △20,648 

決済・代行回収サービス預り金
の増加額（△減少額）  313,905 △9,717,442 1,645,983 

その他営業債務の増加額  442,266 57,531 106,744 

その他営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  － △527 54,097 

役員賞与の支払額  △18,500 △28,500 △18,500 

小計  1,684,938 △8,726,723 3,189,381 

利息及び配当金の受取額  40,032 23,353 50,671 

利息の支払額  △122 △4 △151 

法人税等の支払額  △256,389 △399,100 △450,946 

営業活動によるキャッシュ・
フロー  1,468,458 △9,102,474 2,788,954 

 



  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
  至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

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

  至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（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  △72,095 △75,119 △230,918 

有形固定資産の売却による収入  203 192 34,800 

無形固定資産の取得による支出  △52,119 △52,560 △70,634 

投資有価証券取得による支出  － △139,750 △205,000 

投資有価証券売却による収入  － 397,205 259,644 

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の売却による収入  － 15,247 － 

貸付による支出  △12,600,000 △4,850,914 △16,600,000 

貸付金の回収による収入  14,900,000 4,050,294 18,900,000 

差入保証金の設定による支出  △8,038 △15,208 △88,173 

差入保証金の解約による収入  15,588 102,633 15,713 

投資活動によるキャッシュ・
フロー  2,183,538 △567,979 2,015,431 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー     

新株発行による収入  4,441 535 5,033 

自己株式取得による支出  － △55 △172 

配当金支払額  △62,689 △159,168 △62,921 

少数株主からの払込みによる収
入   － 41,095 － 

財務活動によるキャッシュ・
フロー  △58,248 △117,593 △58,060 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  3,593,749 △9,788,047 4,746,326 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  8,625,331 13,371,658 8,625,331 

Ⅵ 現金及び現金同等物中間期末
（期末）残高 

※１ 12,219,081 3,583,610 13,371,658 

     



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16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数   ６社 

主要な連結子会社名 

イーシー・アーキテクト㈱ 

イー・コスモ㈱ 

ソフトバンク・モバイル・

テクノロジー㈱ 

ブロードバンド・テクノロ

ジー㈱ 

アジアビジョン・ジャパン

㈱ 

㈱エーアイピーブリッジ 

(1) 連結子会社の数   ６社 

主要な連結子会社名 

イーシー・アーキテクト㈱ 

イー・コスモ㈱ 

ソフトバンク・モバイル・

テクノロジー㈱ 

SBTコンサルティング㈱ 

㈱エーアイピーブリッジ 

セキュアイーサ・マーケテ

ィング㈱  

 上記のうち、セキュアイ

ーサ・マーケティング㈱に

つきましては、当中間連結

会計期間において新たに設

立したため、連結の範囲に

含めております。 

また、前連結会計年度にお

いて連結子会社でありまし

たアジアビジョン・ジャパ

ン㈱は、平成17年４月にお

いて全株式を売却したた

め、連結の範囲から除いて

おります。 

なお、SBTコンサルティン

グ㈱は平成17年９月にブロ

ードバンド・テクノロジー

㈱から商号を変更して新事

業を開始しております。 

(1)連結子会社の数   ６社 

連結子会社の名称 

イーシー・アーキテクト㈱ 

イー・コスモ㈱ 

ソフトバンク・モバイル・テ

クノロジー㈱ 

ブロードバンド・テクノロ

ジー㈱ 

アジアビジョン・ジャパン

㈱ 

㈱エーアイピーブリッジ 

 (2)主要な非連結子会社の数 

該当事項はありません。 

(2)主要な非連結子会社の数 

同左 

(2）非連結子会社の数 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の関連会社数 

３社 

主要な会社名 

イー・コマース・テクノロ

ジー㈱ 

㈱イーツ 

安徽科大恒星電子商務技術

有限公司 

(1）持分法適用の関連会社数 

３社 

同左 

(1）持分法適用の関連会社数 

 ３社 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(2)主要な持分法を適用していな

い非連結子会社および関連会

社の数 

 該当事項はありません。 

(2)主要な持分法を適用していな

い非連結子会社および関連会

社の数 

同左 

(2)主要な持分法を適用していない

非連結子会社および関連会社

の数 

同左 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 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。 

同左  すべての連結子会社の事業年度

の末日は、連結決算日と一致して

おります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(イ)重要な資産の評価基準および

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） 

(イ)重要な資産の評価基準および

評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(イ)重要な資産の評価基準および

評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

     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 

       条題２項により有価証券と 

       みなされるもの）について 

       は、組合契約に規定される 

       決算報告日に応じて入手可 

       能な最近の決算書を基礎と 

      し、持分相当額を純額で取 

       り込む方法によっておりま

    す。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 ②棚卸資産 

商品 

総平均法による原価法 

②棚卸資産 

商品 

同左 

②棚卸資産 

商品 

同左 

 仕掛品 

個別法による原価法 

仕掛品 

同左 

仕掛品 

同左 

 (ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     10年～15年 

器具備品   ４年～15年 

(ロ）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

(ロ）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

①有形固定資産 

同左 

 ②無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込

利用可能期間（２～５年）に基

づく定額法によっております。

また市場販売目的のソフトウェ

アについては、見込販売収益に

基づく償却額と残存有効期間

（２～３年）に基づく均等償却

額を比較し、いずれか大きい額

を計上しております。 

②無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込

利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。また

市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売収益に基づ

く償却額と残存有効期間（２～

３年）に基づく均等償却額を比

較し、いずれか大きい額を計上

しております。 

②無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込

利用可能期間（２～５年）に基

づく定額法によっております。

また市場販売目的のソフトウェ

アについては、見込販売収益に

基づく償却額と残存有効期間

（２～３年）に基づく均等償却

額を比較し、いずれか大きい額

を計上しております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(ハ）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損

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。 

(ハ）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(ハ）重要な引当金の計上基準 

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、将来の支

給見込額のうち当中間会計期間

の負担額を計上しております。 

②賞与引当金 

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、将来の支

給見込額のうち当期の負担額を

計上しております。 

 ③販売促進引当金 

 販売促進を目的とするポイン

ト還元サービス制度に関連し

て、発行されたポイント残高に

対し、過去の使用実績等に基づ

き将来使用されると見込まれる

額を計上しております。 

③   ───── ③   ───── 

 ④事業所移転損失引当金 

 平成17年２月に予定されてい

る当社および一部の連結子会社

の事業所移転に伴い、発生が見

込まれる固定資産除却損、原状

回復費用等の移転関連費用につ

いて、当中間連結会計期間に合

理的な見積り額を計上しており

ます。 

④   ───── ④   ───── 

 (ニ）重要なリース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理をし

ております。 

(ニ）重要なリース取引の処理方

法 

同左 

(ニ）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (ホ）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要

な事項 

(ホ）その他中間連結財務諸表作

成のための基本となる重要

な事項 

(ホ）その他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 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

５．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

書上、資金の範囲に含めた現金同

等物には、取得日から３ヶ月以内

に満期の到来する流動性の高い、

容易に換金可能な、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負

わない短期投資を計上しておりま

す。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

上、資金の範囲に含めた現金同等

物には、取得日から３ヶ月以内に

満期の到来する流動性の高い、容

易に換金可能な、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わ

ない短期投資を計上しておりま

す。 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ─────  （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。 

 ───── 

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

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

 ───── 

  

  

（中間連結貸借対照表） 

 「長期営業債権」は当中間連結会計期間において、金

額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めており

ます。 

 なお、中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「長期営業債権」は０千円であります。 

 （中間連結損益計算書） 

 「為替差損」は、前中間連結会計期間は営業外費用の

「雑損失」に含めて表示しておりましたが、当中間連結

会計期間において営業外費用の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「為替差損」の金額は１千

円であります。 

 ───── 

  

  



追加情報  

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ────── ────── （外形標準課税に係る事業税） 

 「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日に公布され、平成16年

４月１日以後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、当連結会計期間から「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

務上の取扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割およ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

22,112千円増加し、営業利益・経常

利益および税金等調整前当期純利益

が同額減少しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

（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末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※１ 長期営業債権 

 財務諸表等規則第32条第１項第10号にいう

「破産債権、再生債権、更生債権その他これ

らに準ずる債権」で、通常の債権回収期間内

に回収されないこととなった債権でありま

す。 

※１ 

────── 

※１ 長期営業債権 

   財務諸表等規則第32条第１項第10号にいう

「破産債権、再生債権、更生債権その他これ

らに準ずる債権」で、通常の債権回収期間内

に回収されないこととなった債権でありま

す。 

 ※２  

 ────── 

 ※２ 固定資産の投資その他の資産に計上し

た「投資有価証券」のうち、259,200千円につ

いては貸株に供しております。 

  

 ※２ 固定資産の投資その他の資産に計上し

た「投資有価証券」のうち、1,344,000千円に

ついては貸株に供しております。 

  

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

用及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

用及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

用及び金額は次のとおりであります。 

給与手当 623,623千円 

賞与引当金繰入額 144,793千円 

貸倒引当金繰入額 1,906千円 

  

給与手当 644,012千円 

賞与引当金繰入額 89,285千円 

貸倒引当金繰入額 1,140千円 

賃貸料 213,645千円 

  

給与手当 1,265,968千円 

賞与引当金繰入額 169,713千円 

貸倒引当金繰入額 264千円 

  

※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 ※２ 固定資産除却損の内訳 

建    物 

器具及び備品 

337千円 

2,283千円 

建    物 

器具及び備品 

2,749千円 

 1,502千円 

建    物 

器具及び備品  

337千円 

 6,243千円 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１ 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 

※１ 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 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

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

千円 千円 千円 

現金及び預金勘定 12,219,081 

取得日から償還日までの

期間が３ヶ月以内の公社

債投資信託 

－ 

現金及び現金同等物 

中間期末残高 
12,219,081 

現金及び預金勘定 3,583,610 

取得日から償還日までの

期間が３ヶ月以内の公社

債投資信託 

－ 

現金及び現金同等物 

中間期末残高 
3,583,610 

現金及び預金勘定 13,371,658 

取得日から償還日までの

期間が３ヶ月以内の公社

債投資信託 

－ 

現金及び現金同等物 

期末残高 
13,371,658 



（リース取引関係） 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．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

却累計額相当額および中間期末残高相

当額 

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

および中間期末残高相当額 

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

却累計額相当額および期末残高相当額 

 
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） 

器具及
び備品 

394,462 266,998 127,464 

ソフト
ウェア 

24,516 15,010 9,505 

合計 418,979 282,008 136,970 

 
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）

器具及
び備品 

200,687 143,828 56,859 

ソフト
ウェア 

24,516 20,188 4,327 

合計 225,203 164,017 61,186 

 
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）

器具及
び備品 

222,088 135,347 86,741 

ソフト
ウェア 

24,516 17,737 6,779 

合計 246,605 153,084 93,521 

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

   未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 67,707千円

１年超 71,367千円

合計 139,075千円

１年内 39,070千円

１年超 27,474千円

合計 66,544千円

１年内 55,515千円

１年超 44,116千円

合計 99,631千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額およ

び支払利息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額および減損損失 

(3）支払リース料、減価償却費相当額およ

び支払利息相当額 

支払リース料 60,323千円

減価償却費相当額 53,694千円

支払利息相当額 6,424千円

支払リース料 29,205千円

減価償却費相当額 27,757千円

支払利息相当額 1,467千円

支払リース料 109,305千円

減価償却費相当額 97,536千円

支払利息相当額 11,346千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）支払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）支払利息相当額の算定方法 

同左 

(5） 支払利息相当額の算定方法 

同左 

２．      ───── 

  

２．オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 5,411千円

１年超 3,519千円

合計 8,931千円

２．      ─────  

  

  

  

 （減損損失について） 

   リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

  

  



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されてい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、その他有価証券で時価評価されていない株式について1,764千円減損処理を行っ

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実質価額が取得原価に比べ50％以上下落し、

かつ回復可能性のある場合を除き、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。 

 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

（1）国債・地方債等 ― ― ― 

（2）社債 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

合計 ― ― ― 

 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 240,000 2,325,600 2,085,600 

（2）債券 ― ― ― 

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

合計 240,000 2,325,600 2,085,600 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）満期保有目的の債券 ― 

（2）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 545,969 

その他 ― 



当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されてい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、その他有価証券で時価評価されていない株式について96,394千円減損処理を行っ

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実質価額が取得原価に比べ50％以上下落し、

かつ回復可能性のある場合を除き、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。 

 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

（1）国債・地方債等 ― ― ― 

（2）社債 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

合計 ― ― ― 

 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 219,233 2,333,840 2,114,606 

（2）債券       

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

合計 219,233 2,333,840 2,114,606 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）満期保有目的の債券 ― 

（2）子会社株式及び関連会社株式 440,233 

（3）その他有価証券   

非上場株式 361,066 

投資事業有限責任組合への出資 20,537 



前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価評価されていない株式について2,260千円減損処理を行ってお

ります。 

 なお、当該株式の減損にあたっては、連結会計年度末における実質価額が取得原価に比べ50％以上下落し、かつ

回復可能性のある場合を除き、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。 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１日

至平成17年９月30日）および前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）において、当社グルー

プはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

（1）国債・地方債等 ― ― ― 

（2）社債 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

合計 ― ― ― 

 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 240,000 2,817,120 2,577,120 

（2）債券       

国債・地方債等 ― ― ― 

社債 ― ― ― 

その他 ― ― ― 

（3）その他 ― ― ― 

合計 240,000 2,817,120 2,577,120 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）満期保有目的の債券 ― 

（2）その他有価証券  

非上場株式 778,540 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、当社が顧客に対して提供する商品・製品およびサービスの類似性に従って区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品・製品およびサービス 

 

イービジネ
スサービス
事業 
（千円） 

システムソ
リューショ
ン事業 
（千円） 

ブロードバ
ンドソリュ
ーション事
業 
（千円） 

計（千円） 
消去または
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高 
6,115,572 2,364,117 3,192,811 11,672,501 － 11,672,501 

（2）セグメント間の内 

部売上高または振替

高 

－ 161,467 － 161,467 (161,467) － 

計 6,115,572 2,525,584 3,192,811 11,833,969 (161,467) 11,672,501 

営業費用 5,870,894 2,386,224 3,151,974 11,409,092 (164,870) 11,244,222 

営業利益 244,678 139,360 40,837 424,876 3,403 428,279 

事業区分 主要な商品・製品およびサービス 

イービジネスサービス事業 

ECサイトを利用したソフトウェア、PC関連商品の販売、ECサイトのフロン

トショップからバックオフィスまでの業務運営サービス業務、決済・回収

代行サービス業務、およびPC他の製品および種々のサービスに対するテク

ニカルサポート業務 

システムソリューション事業 

ECに関する総合的なシステムのコンサルティング・設計・構築および保

守・運用サービス、間接資材のバイヤー／サプライヤーソリューション構

築、およびCRM・データマイニングサービスシステムの設計・構築、マー

ケティングサービスの提供 

ブロードバンドソリューション

事業 

ネットワークインフラの設計・構築・立ち上げ、オンラインシステムの保

守・運用、システムセキュリティ関連の製品販売・システム構築およびブ

ロードバンドインフラの構築とコンポーネントサービスの提供 



当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、当社が顧客に対して提供する商品・製品およびサービスの類似性に従って区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品・製品およびサービス 

 

イービジネ
スサービス
事業 
（千円） 

システムソ
リューショ
ン事業 
（千円） 

ブロードバ
ンドソリュ
ーション事
業 
（千円） 

計（千円） 
消去または
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高 
7,193,077 1,802,477 2,493,054 11,488,609 － 11,488,609 

（2）セグメント間の内 

部売上高または振替

高 

49,392 79,532 － 128,925 (128,925) － 

計 7,242,470 1,882,009 2,493,054 11,617,534 (128,925) 11,488,609 

営業費用 6,898,339 1,955,373 2,453,989 11,307,701 (127,369) 11,180,332 

営業利益 344,131 △73,364 39,065 309,832 (1,555) 308,276 

事業区分 主要な商品・製品およびサービス 

イービジネスサービス事業 

ECサイトを利用したソフトウェア、PC関連商品の販売、ECサイトのフロン

トショップからバックオフィスまでの業務運営サービス業務、決済・回収

代行サービス業務、およびPC他の製品および種々のサービスに対するテク

ニカルサポート業務 

システムソリューション事業 

ECに関する総合的なシステムのコンサルティング・設計・構築および保

守・運用サービス、間接資材のバイヤー／サプライヤーソリューション構

築、およびCRM・データマイニングサービスシステムの設計・構築、マー

ケティングサービスの提供 

ブロードバンドソリューション

事業 

ネットワークインフラの設計・構築・立ち上げ、オンラインシステムの保

守・運用、システムセキュリティ関連の製品販売・システム構築およびブ

ロードバンドインフラの構築とコンポーネントサービスの提供 



前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１.「システムソリューション事業」は、前連結会計年度におきましては「ビジネスソリューション事業」の名

称を使用しておりました。 

    ２．事業区分の方法 

事業は、当社が顧客に対して提供する商品・製品およびサービスの類似性に従って区分しております。 

３．各区分に属する主要な商品・製品およびサービス 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１

日 至平成17年９月30日）および前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）において、本邦

以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１

日 至平成17年９月30日）および前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）においては、海

外売上高がないため該当事項はありません。 

 

イービジネ
スサービス
事業 
（千円） 

システムソ
リューショ
ン事業 
（千円） 

ブロードバ
ンドソリュ
ーション事
業 
（千円） 

計（千円） 
消去または
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高 
14,017,191 4,900,124 6,604,794 25,522,110 － 25,522,110 

（2）セグメント間の内 

部売上高または振替

高 

6,492 287,270 － 293,762 (293,762) － 

計 14,023,683 5,187,394 6,604,794 25,815,873 (293,762) 25,522,110 

営業費用 13,339,184 4,895,062 6,430,432 24,664,678 (299,676) 24,365,001 

営業利益（または

営業損失） 
684,499 292,332 174,362 1,151,195 5,913 1,157,108 

事業区分 主要な商品・製品およびサービス 

イービジネスサービス事業 

ECサイトを利用したソフトウェア、PC関連商品の販売、ECサイトのフロン

トショップからバックオフィスまでの業務運営サービス業務、決済・回収

代行サービス業務、およびPC他の製品および種々のサービスに対するテク

ニカルサポート業務 

システムソリューション事業 

ECに関する総合的なシステムのコンサルティング・設計・構築および保

守・運用サービス、間接資材のバイヤー／サプライヤーソリューション構

築、およびCRM・データマイニングサービスシステムの設計・構築、マー

ケティングサービスの提供 

ブロードバンドソリューション

事業 

ネットワークインフラの設計・構築・立ち上げ、オンラインシステムの保

守・運用、システムセキュリティ関連の製品販売・システム構築およびブ

ロードバンドインフラの構築とコンポーネントサービスの提供 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

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

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資

産額 
594円13銭

１株当たり中間

純利益金額 
35円89銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間

純利益金額 

35円65銭

１株当たり純資

産額 
660円55銭

１株当たり中間

純利益金額 
34円89銭

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益金額 

34円76銭

１株当たり純資

産額 
665円32銭

１株当たり当期

純利益金額 
80円11銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期

純利益金額 

79円66銭

 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 381,708 371,238 880,700 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 28,500 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (28,500) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 381,708 371,238 852,200 

期中平均株式数（株） 10,635,192 10,639,483 10,637,295 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 72,561 41,253 60,882 

（うちストックオプションに係る潜在株式） (72,561) (41,253) (60,882) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権 ２種類 

    176,100株 

なお、これらの概要は 

「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(２)新

株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。 

新株予約権 ３種類 

183,400株 

なお、これらの概要は 

「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(２)新

株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。 

新株予約権 ３種類 

185,300株 



（重要な後発事象） 

(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16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ──────  ──────  重要な子会社株式の売却 

平成17年３月30日開催の取締役会の決

議に基づき、当社はアジアビジョン・

ジャパン株式会社の株式を譲渡いたし

ました。 

(１)株式売却の理由 

現在の事業内容は、ソフトバンクBB株

式会社のネットワーク運用業務受託と

ソフトバンクBB株式会社を対象顧客と

したIP通信機器等の機器および技術調

査を主として行っており、ソフトバン

クBB株式会社の子会社となる方がより

同社との連携と支援を受け易いと判断

したため、譲渡いたしました。 

(２)売却先  ソフトバンクBB株式会社 

(３)売却時期  平成17年４月20日 

(４)当該子会社の事業内容および当社

との取引内容 

①事業内容 

 情報機器、通信機器およびソフトウ

ェア等の製造・販売、コンサルティン

グ等 

②取引内容 

 当社の販売先（システム開発・運用

および保守等）かつ、仕入先（商品） 

(５)売却の概要 

売却価額 100,000千円

 売却する株式の数 3,800株 

 売却益 18,162千円

 売却後の持分比率 －％ 



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   11,794,389   3,187,240   12,977,283  

２ 受取手形   3,419   4,610   14,035  

３ 売掛金   3,051,804   3,198,660   3,735,885  

４ 棚卸資産   772,286   542,610   351,921  

５ 前払費用   174,853   160,829   142,785  

６ 繰延税金資産   106,498   101,666   125,508  

７ 関係会社短期貸付
金   －   800,000   －  

８ 未収入金   270,016   2,646   8,190  

９ その他   5,545   23,368   20,978  

  10 貸倒引当金   △6,570   △5,659   △8,956  

流動資産合計   16,172,244 79.1  8,015,974 64.4  17,367,630 77.5 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1）建物  106,842   105,873   133,943   

減価償却累計額  32,899 73,943  44,577 61,296  39,210 94,733  

(2）器具及び備品  496,639   578,009   528,123   

減価償却累計額  269,363 227,276  320,946 257,063  275,288 252,835  

(3）建設仮勘定    －    －    3,531  

有形固定資産合計   301,219   318,359   351,100  

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア   296,239   216,516   254,668  

(2）その他   8,078   34,400   15,407  

無形固定資産合計   304,317   250,917   270,075  

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２  2,523,754   2,715,444   3,219,779  

(2）関係会社株式   824,152   836,743   824,152  

(3) 長期営業債権 ※１  4,671   －   0  

(4）長期前払費用   31,182   17,467   19,913  

(5）差入保証金   296,659   285,447   361,785  

(6）その他   －   0   －  

(7）貸倒引当金   △4,671   －   －  

投資その他の資産
合計   3,675,748   3,855,102   4,425,629  

固定資産合計   4,281,284 20.9  4,424,378 35.6  5,046,806 22.5 

資産合計   20,453,529 100.0  12,440,353 100.0  22,414,436 100.0 

           

 



  
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   3,247,215   3,339,206   3,036,099  

２ 未払金   268,276   321,939   337,357  

３ 未払費用   21,306   18,061   20,412  

４ 未払法人税等   259,500   294,700   399,100  

５ 未払消費税等 ※３  107,030   87,633   224,685  

６ 前受金   284,723   221,305   206,523  

７ 預り金   8,826,472   187,008   9,891,527  

８ 賞与引当金   195,914   176,247   206,786  

９ 販売促進引当金   913   －   －  

10 事業所移転損失引
当金   100,000   －   －  

 流動負債合計   13,311,352 65.1  4,646,101 37.4  14,322,491 63.9

Ⅱ 固定負債           

１ 繰延税金負債   805,462   783,467   1,009,324  

２ その他   47,321   27,102   32,622  

固定負債合計   852,783 4.2  810,570 6.5  1,041,946 4.6 

負債合計   14,164,136 69.3  5,456,671 43.9  15,364,437 68.5 

           

<資本の部>           

Ⅰ 資本金   633,723 3.1  634,287 5.1  634,019 2.8 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  711,373   711,937   711,669   

資本剰余金合計   711,373 3.5  711,937 5.7  711,669 3.2 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  5,935   5,935   5,935   

２ 中間（当期）未処
分利益  3,701,521   4,377,706   4,170,187   

利益剰余金合計   3,707,456 18.1  4,383,641 35.2  4,176,122 18.7 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   1,236,969 6.0  1,254,173 10.1  1,528,489 6.8 

Ⅴ 自己株式   △130 △0.0  △358 △0.0  △302 △0.0 

資本合計   6,289,393 30.7  6,983,681 56.1  7,049,998 31.5 

負債資本合計   20,453,529 100.0  12,440,353 100.0  22,414,436 100.0 

           



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   11,016,579 100.0  11,111,695 100.0  24,245,054 100.0 

Ⅱ 売上原価   8,748,501 79.4  8,887,041 80.0  19,405,468 80.0 

売上総利益   2,268,078 20.6  2,224,653 20.0  4,839,585 20.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   1,823,455 16.6  1,865,530 16.8  3,675,229 15.2 

営業利益   444,623 4.0  359,123 3.2  1,164,356 4.8 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  24,537   9,468   33,406   

２ 受取配当金  15,468   13,882   17,192   

３ 雑収入  2,915 42,921 0.4 6,862 30,212 0.3 6,575 57,173 0.2 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  448   －   448   

２ 投資事業組合損失  －   4,250   －   

３ 雑損失  1,103 1,551 0.0 276 4,526 0.0 1,118 1,566 0.0 

経常利益   485,993 4.4  384,809 3.5  1,219,962 5.0 

Ⅵ 特別利益           

１ 投資有価証券売却
益  242,156   376,244   242,156   

２ 貸倒引当金戻入益  6,270   4,244   2,241   

３ その他  6 248,433 2.3 － 380,488 3.4 1,515 245,913 1.0 

Ⅶ 特別損失           

１ 前期損益修正損  124   －   2,324   

２ 固定資産除却損  2,620   305   6,580   

３ 投資有価証券評価
損  1,764   96,394   2,260   

４ 事業所移転損失引
当金繰入額  100,000   －   －   

５ その他  1,674 106,184 1.0 2,158 98,859 0.9 55,918 67,083 0.2 

税引前中間（当
期）純利益   628,241 5.7  666,439 6.0  1,398,792 5.8 

法人税、住民税及
び事業税  250,726   284,646   567,759   

法人税等調整額  △1,565 249,161 2.3 △13,818 270,828 2.4 △16,712 551,047 2.3 

中間（当期）純利
益   379,080 3.4  395,610 3.6  847,745 3.5 

前期繰越利益   3,322,441   3,982,095   3,322,441  

中間（当期）未処
分利益   3,701,521   4,377,706   4,170,187  

           



中間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．資産の評価基準および評

価方法 

(1）有価証券 

(イ)子会社株式および関連会社

株式 

 移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

(イ)子会社株式および関連会社

株式 

同左  

(1）有価証券 

 (イ)子会社株式および関連会社

株式 

同左 

 (ロ)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） 

(ロ)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 (ロ)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

     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 

       条題２項により有価証券と 

       みなされるもの）について 

       は、組合契約に規定される 

       決算報告日に応じて入手可 

       能な最近の決算書を基礎と 

      し、持分相当額を純額で取 

       り込む方法によっておりま

    す。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (2）棚卸資産 

(イ)商品 

総平均法による原価法 

(2）棚卸資産 

(イ)商品 

同左 

(2）棚卸資産 

(イ)商品 

同左 

 (ロ)仕掛品  

個別法による原価法 

(ロ)仕掛品   

同左 

(ロ)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 

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 

(1）有形固定資産 

同左 

 建物 10年～15年

器具備品 ４年～15年

  

 (2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

見込利用可能期間（２～５

年）に基づく定額法を採用し

ております。 

また市場販売目的のソフトウ

ェアについては、見込販売収

益に基づく償却額と残存有効

期間（２～３年）に基づく均

等償却額を比較し、いずれか

大きい額を計上しておりま

す。 

(2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しており

ます。 

また市場販売目的のソフトウ

ェアについては、見込販売収

益に基づく償却額と残存有効

期間（２～３年）に基づく均

等償却額を比較し、いずれか

大きい額を計上しておりま

す。 

(2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

見込利用可能期間（２～５

年）に基づく定額法を採用し

ております。 

また市場販売目的のソフトウ

ェアについては、見込販売収

益に基づく償却額と残存有効

期間（２～３年）に基づく均

等償却額を比較し、いずれか

大きい額を計上しておりま

す。 

 



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） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒

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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備え

るため、将来の支給見込額の

うち当中間会計期間の負担額

を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支払に備え

るため、将来の支給見込額の

うち当期負担額を計上してお

ります。 

 (3）販売促進引当金 

 販売促進を目的とするポイ

ント還元サービス制度に関連

して、発行されたポイント残

高に対し、過去の使用実績等

に基づき将来使用されると見

込まれる額を計上しておりま

す。 

(3)      ____________ (3)      ____________ 

 (4）事業所移転損失引当金 

平成17年２月に予定されて

いる事業所移転に伴い、発生

が見込まれる固定資産除却

損、原状回復費用等の移転関

連費用について、当中間会計

期間に合理的な見積り額を計

上しております。 

(4)      ____________ (4)      ____________ 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

  

同左 

  

同左 

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

表示方法の変更  

追加情報  

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。 

─────  

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

─────  

  

  

（中間貸借対照表） 

 「長期営業債権」は当中間会計期間において、金額的重要性が乏し

くなったため「その他」に含めております。 

 なお、中間会計期間の「その他」に含まれている「長期営業債権」

は０千円であります。 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

─────  ─────  （外形標準課税に係る事業税） 

 「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 

 公布され、平成16年４月１日以後に開始す 

 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い」 

（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 

 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の 

 付加価値割およ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、19,67 

 7千円増加し、営業利益・経常利益および税 

 引前当期純利益が同額減少しております。  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

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） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 長期営業債権は、財務諸表等規則第32

条第１項第10号にいう「破産債権、再生

債権、更生債権その他これらに準ずる債

権」で、通常の債権回収期間内に回収さ

れないこととなった債権であります。 

※１ 

────── 

※１ 長期営業債権は、財務諸表等規則第32

条第１項第10号にいう「破産債権、再生

債権、更生債権その他これらに準ずる債

権」で、通常の債権回収期間内に回収さ

れないこととなった債権であります。 

※２ 

────── 

※２ 固定資産の投資その他の資産に計上し 

た「投資有価証券」のうち、259,200千

円については貸株に供しております。 

※２ 固定資産の投資その他の資産に計上し

た「投資有価証券」のうち、1,344,000 

千円については貸株に供しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等および仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」

として表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３ 

────── 

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 減価償却実施額  １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額 

有形固定資産 47,239千円

無形固定資産 63,052千円

有形固定資産 53,676千円

無形固定資産      54,880千円

有形固定資産 104,635千円

無形固定資産 117,633千円



（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） 

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）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および中間期末残高相当額 

  

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およ

び中間期末残高相当額 

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

累計額相当額および期末残高相当額 

  

 

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） 

器具及び備
品 

390,391 266,930 123,461 

ソフトウェ
ア 

24,516 15,010 9,505 

合計 414,908 281,940 132,967 

 

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）

器具及び備
品 

200,687 143,828 56,859 

ソフトウェ
ア 

24,516 20,188 4,327 

合計 225,203 164,017 61,186 

 

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）

器具及び備
品 

222,088 135,347 86,741 

ソフトウェ
ア 

24,516 17,737 6,779 

合計 246,605 153,084 93,521 

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

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 67,001千円

１年超 68,059千円

合計 135,061千円

１年内 39,070千円

１年超 27,474千円

合計 66,544千円

１年内  55,515千円

１年超   44,116千円

合計 99,631千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額 

  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

および減損損失 

(3）支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額 

  

支払リース料 60,243千円

減価償却費相当額 53,626千円

支払利息相当額 6,400千円

支払リース料   29,205千円

減価償却費相当額 27,757千円

支払利息相当額 1,467千円

支払リース料   109,305千円

減価償却費相当額  97,536千円

支払利息相当額 11,346千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相

当額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 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２． 

────── 

２．オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

２． 

────── 

 １年内 5,411千円

１年超 3,519千円

合計 8,931千円

 

  

  

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありま

  せん。 

  

  

  



（有価証券関係） 

前中間会計期間(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)および前

事業年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日)のいずれにおいても子会社株式およ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） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

前中間会計期間 
（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 591円17銭

１株当たり中間純利益金額 35円64銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益金額 
35円40銭

１株当たり純資産額 656円38銭

１株当たり中間純利益金額 37円18銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益金額 
37円04銭

１株当たり純資産額 659円95銭

１株当たり当期純利益金額 77円02銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
76円58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） 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 379,080 395,610 847,745 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 28,500 

（うち利益処分による役員賞与金） （  ―） （  ―） (28,500) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
379,080 395,610 819,245 

期中平均株式数（株） 10,635,192 10,639,483 10,637,295 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） 72,561 41,253 60,882 

（うちストックオプションに係る潜在株

式） 
(72,561) (41,253) (60,882) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 ２種類 

 176,100株 

なお、これらの概要は「第

４提出会社の状況、１株式

等の状況、（２）新株予約

権等の状況」に記載のとお

りであります。 

新株予約権 ３種類 

183,400株 

なお、これらの概要は「第

４提出会社の状況、１株式

等の状況、（２）新株予約

権等の状況」に記載のとお

りであります。 

新株予約権 ３種類 

    185,300株 

  

  

  

  

  



（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） 

  

────── 

  

────── 

 重要な子会社株式の売却 

 平成17年３月30日開催の取締役会の決議に 

 基づき、当社はアジアビジョン・ジャパン 

 株式会社の株式を譲渡いたしました。 

（１）株式売却の理由 

  現在の事業内容は、ソフトバンクBB株式 

  会社のネットワーク運用業務受託とソフ 

  トバンクBB株式会社を対象顧客としたIP 

  通信機器等の機器および技術調査を主と 

  して行っており、ソフトバンクBB株式会 

  社の子会社となる方がより同社との連携 

  と支援を受け易いと判断したため、譲渡 

  いたしました。 

（２）売却先 ソフトバンクBB株式会社 

（３）売却時期 平成17年４月20日 

（４）当該子会社の事業内容および親会社と 

   の取引内容 

  ①事業内容 

   情報機器、通信機器およびソフトウェ 

   ア等の製造・販売、コンサルティング 

   等 

  ②取引内容 

   当社の販売先（システム開発・運用お 

   よび保守等）かつ、仕入先（商品） 

（５）売却の概要 

 売却価額        100,000千円 

 売却する株式の数      3,800株 

 売却損          2,158千円 

 売却後の持分比率        －％ 



(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４日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の

規定に基づく臨時報告書であります。 

２ 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第17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17日関東財務局長に提出 

３ 有価証券届出書（新株予約権の発行）及びその添付書類 

平成17年７月26日関東財務局長に提出 

４ 有価証券届出書の訂正届出書 

平成17年８月３日関東財務局長に提出 

上記３の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 



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２２日

ソフトバンク・テクノロジー株式会社    

 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 松本 保範  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」に掲げられているソ

フトバンク・テクノロジー株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会

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、ソフトバンク・テクノロジー株式会社及び連結子会社の平成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連結会計期間（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

（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、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成１７年１２月１６日

ソフトバンク・テクノロジー株式会社    

 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 瀬戸 卓   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」に掲げられているソ

フトバンク・テクノロジー株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会

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、ソフトバンク・テクノロジー株式会社及び連結子会社の平成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連結会計期間（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、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。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成１６年１２月２２日

ソフトバンク・テクノロジー株式会社    

 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 松本 保範  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」に掲げられているソ

フトバンク・テクノロジー株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第１７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、ソフトバンク・テクノロジー株式会社の平成１６年９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１６年４月１日から平成１６年９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

（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、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

   平成１７年１２月１６日

ソフトバンク・テクノロジー株式会社    

 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 瀬戸 卓   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」に掲げられているソ

フトバンク・テクノロジー株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１８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、ソフトバンク・テクノロジー株式会社の平成１７年９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４月１日から平成１７年９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

（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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