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第一部【企業情報】 

  

第１【企業の概況】 

  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．平成18年３月期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの

１株当たり中間純損失であるため記載しておりません。 

  

回次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54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（百万円） 48,816 51,746 51,786 104,375 108,896

経常利益（百万円） 1,710 1,904 3,075 4,275 5,138

中間（当期）純損益（百万円） 1,128 914 △2,611 2,143 2,867

純資産額（百万円） 25,547 27,449 32,403 26,478 35,006

総資産額（百万円） 150,326 151,016 144,295 152,700 150,233

１株当たり純資産額（円） 646.37 694.96 686.68 669.75 740.97

１株当たり中間（当期）純損益金
額（円） 

28.40 23.25 △55.25 53.84 68.90

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益金額（円） 

25.97 21.59 － 49.25 66.18

自己資本比率（％） 17.0 18.2 22.5 17.3 23.3

営業活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

5,553 3,244 4,326 9,461 10,050

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

△243 △1,124 △2,680 △2,166 △1,318

財務活動によるキャッシュ・ 
フロー（百万円） 

△5,294 △1,543 △2,452 △8,486 △8,549

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高（百万円） 

3,459 2,828 3,790 2,252 4,534

従業員数（人） 4,733 4,711 4,930 4,606 4,848



(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．平成16年３月期の１株当たり配当額には、創立40周年記念配当２円を含んでおります。 

３．平成18年３月期中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株

当たり中間純損失であるため記載しておりません。 

  

回次 第53期中 第54期中 第55期中 第53期 第54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（百万円） 40,118 42,716 44,198 88,227 92,495

経常利益（百万円） 1,146 1,233 1,602 3,616 3,478

中間（当期）純損益（百万円） 591 634 △1,994 1,349 2,037

資本金（百万円） 20,455 20,455 20,455 20,455 20,455

発行済株式総数（千株） 40,462 40,462 48,224 40,462 48,224

純資産額（百万円） 45,635 46,673 51,148 46,179 53,149

総資産額（百万円） 156,081 159,385 156,365 158,175 160,428

１株当たり純資産額（円） 1,154.60 1,181.66 1,083.94 1,168.67 1,125.52

１株当たり中間（当期）純損益金
額（円） 

14.88 16.05 △42.24 34.05 49.16

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益金額（円） 

13.71 15.08 － 31.30 47.38

１株当たり中間（年間）配当額
（円） 

4.00 5.00 5.00 10.00 10.00

自己資本比率（％） 29.2 29.3 32.7 29.2 33.1

従業員数（人） 2,784 2,786 2,914 2,722 2,898



２【事業の内容】 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、情報・通信事業を主な事業としており、アウトソーシング、ソフトウェア、シス

テム・インテグレーション、ネットワーク、ITコンサルティングやバイオ・インフォマティクスなどの事業を積極的に展開してお

ります。また、リース事業、不動産賃貸・管理事業など付帯関連する業務についてもサービスを提供しております。 

当中間連結会計期間における、主要な関係会社の異動は概ね次のとおりであります。 

  

（情報・通信事業） 

平成17年７月に新たに設立した株式会社高志インテックを、当中間連結会計期間より連結子会社に含めております。 

株式会社京葉インテックは平成17年７月に連結子会社である株式会社インテック ソリューション パワーに吸収合併されたため

持分法適用から除いております。また、アドソル日進株式会社については、第三者割当増資により持分比率が減少したため持分法

適用から除いております。 

  

この結果、平成17年9月30日現在では、当社グループは当社、連結子会社12社、持分法適用会社5社を含む18社で構成されること

となりました。 

  

３【関係会社の状況】 

(1）新規 

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

（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

  

(2）除外 

情報・通信事業を行っておりますアドソル日進株式会社は、平成17年８月に第三者割当増資により、持分比率が減少したた

め、関係会社に該当しなくなりました。 

  

なお、重要性が乏しい子会社につきましては、記載を省略しております。 

  

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容
議決権の所有割
合（％） 

関係内容 

（連結子会社） 
㈱高志インテック 

富山県富山市 50 情報・通信事業 100.0

コンピュータ要員を
当社に派遣していま
す。 
 役員の兼任等…有 



４【従業員の状況】 

(1)連結会社の状況 

（注）従業員数は就業人員を記載しております。 

  

(2）提出会社の状況 

（注）従業員数は就業人員を記載しております。 

  

(3）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、社員の親睦団体である「計和会」を中心に労使のコミュニケーションをはかっており、

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）

情報・通信事業   4,769 

リース事業   8 

不動産賃貸・管理事業   112 

その他の事業   41 

合計   4,930 

  平成17年９月30日現在

従業員数（人） 2,914 



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、個人消費の緩やかな増加や、企業収益の改善および民間設備投資の増加などか

ら、景気は緩やかながらも回復してきました。 

情報・通信業界におきましては、企業のIT関連投資が順調に回復してきたことや、電子政府・電子自治体への取り組みが加速

してきたことから、業況は堅実に回復してまいりました。システム開発では、Linuxをはじめとするオープン環境での基幹系シス

テムの再構築やIPネットワーク、Webによる戦略決定支援システムなどの需要が高まりました。また、今年4月1日に全面施行され

た個人情報保護法を受けて、情報セキュリティへの関心が高まり、スパイウェアやフィッシングなどインターネット上の新たな

脅威に対し、これらを未然に防止する対策への需要も拡大しました。 

リース業界では、情報関連機器は伸び悩みの状況でありますが、工作機械の好調が継続し、リース需要は弱いながらも堅調に

推移いたしました。 

不動産賃貸・管理業界では、景気回復による企業業績の改善傾向から、首都圏以外の地域においても空室率の改善が見られる

地域が多く、市況は回復傾向にあります。 

当中間連結会計期間の業績については、主力の情報・通信事業において、ソフトウェア開発は増収となったもののシステム販

売が減収となったことなどから、売上高は対前年同期比0.1％増の51,786百万円となりました。 

営業利益は、情報・通信事業においてソフトウェア開発が伸びたため、同31.8％増の3,684百万円となり、経常利益につきまし

ては、金融収支が改善したことなどから、同61.5％増の3,075百万円となりました。 

しかしながら、固定資産の減損に係る会計基準の適用で減損損失4,119百万円を計上したため、2,611百万円の中間純損失とな

りました。 

  

事業の種類別セグメントの実績は次のとおりであります。 

  

①情報・通信事業 

当中間連結会計期間は、お客さまのITパートナーとして、お客さまの事業を支援する基幹系システムや経営の戦略的意思決

定を支援する情報系システムの提供に注力いたしました。 

ソフトウェア開発においては金融機関向け統合システム、製造業向け生産管理システム、市町村合併対応システムなど大型

開発案件を受注いたしました。 

金融機関向けにはメガバンクの合併に伴うシステム開発案件に対応する体制を整えました。また、地方銀行が共同で勘定系

システムを共有する地銀共同化のためのシステム開発にも参画しております。さらに、金融機関向け情報系システム「F３」

（エフキューブ：当社商品名）を複数の地方銀行に納入し、累計導入実績は90行を超えました。 

製造業向けには大企業の生産工程を管理するシステムの再構築や、商品の在庫・流通を管理する大規模システムを開発いた

しました。数多くの中堅製造業のお客さまには、生産・販売・物流統合システムを開発し納入いたしました。 

地方自治体向けには前期に続き、複数の市町村で合併対応のシステム統合を実施し、総合行政情報システム「e-CIVION」

（当社商品名）、電子決裁システム、職員ポータル、統合型WebGIS等の業務システムを稼働させました。 

当社はソフトウェアの開発力と生産性を高めることで競争力と収益力を向上させるため、4月、新しい組織として「北陸ソフ

トウェア工場」を設置しました。オフショア生産拠点である中国の大連センターおよび英特克信息技術（武漢）有限公司（イ

ンテック武漢：当社子会社）を本格的に稼働させ、「高品質」、「低コスト」、「短納期」が実現できる生産体制を整えまし

た。また、より高い品質と生産性の向上を図るため、業務プロセス全体を整備・体系化した「IP3」（INTEC Processes for 

best Performance and high Productivity）を全社統一標準といたしました。 

ネットワーク事業につきましては、業界を越えて企業間の情報交換を可能にするB2B-ix事業を開始いたしました。これはイ

ンターネットを通じた新しい企業間電子取引のプラットフォーム事業であり、当事業の最初の商品として、安全なデータ交換

を実現する通信ソフトウェア「B-ixServ（ビックスサーブ）AS2 Connector」（当社商品名）の販売を開始しました。 

情報セキュリティサービスにつきましても、前期に引き続き積極的に展開いたしました。5月には、データベースを監視する

データベース・セキュリティシステムの販売を開始いたしました。6月には、ＲＳＡセキュリティ株式会社と共同でセキュリ

ティ向上、運用コスト削減、生産性向上を短期間に実現するアイデンティティ管理ソリューションの提供を開始しました。8月

には、セキュリティ製品が出力する大量のログを暗号化した状態で長期に保存し、高速検索できる「快速サーチャーログ検索

ソリューション」（当社商品名）を開発し、販売を開始いたしました。9月には、当社の電子証明書発行サービス「EINS／PKI

＋」を利用したフィッシング対策サービスの提供を開始いたしました。 

次世代のインターネット規格であるIPv6につきまして、当社とインテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス

株式会社（当社連結子会社）の提案が総務省の「IPv6 移行実証実験」事業に採択され、「地域デジタルミュージアム」を目指



したIPv6活用の実証実験を開始しました。また、IPv6のリーディング企業である株式会社インテック・ネットコア（当社子

会社）では、IPv6におけるグローバルスタンダードの策定や、実証実験、研究・開発を進めております。 

インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクスが推進しているバイオ関連では、引き続き製薬会社、バイオ関

連会社、大学・研究機関等からの受託開発、病理・細胞診検査業務支援システム「EXpathⅡ」（エクスパスⅡ：当社商品名）

の販売に注力するとともに、大学・研究機関との共同研究も積極的に推進いたしました。 

この結果、売上高は47,571百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益は3,041百万円（同22.4％増）となりました。 

  

②リース事業 

グループ内における案件紹介の活発化などの連携強化により、営業の効率化を図りました。また、リース料率の価格競争力

維持・向上のため銀行系リース会社との連携を強化するとともに、金利の上昇傾向を鑑み、有利子負債の削減に努めました。 

この結果、売上高は3,988百万円（前年同期比18.4％減）、営業利益は264百万円（前年同期は営業損失94百万円）となりま

した。 

  

③不動産賃貸・管理事業 

自社保有物件の入居率を維持向上させるため、テナントの誘致活動を進めるとともに、お客さまの満足度を高めるための建

物のメンテナンスを実施いたしました。 

また、通信設備等の工事についても積極的に受注活動を展開しました。 

この結果、売上高は1,925百万円（前年同期比4.5％増）、営業利益は261百万円（同14.1％増）となりました。 

  

④その他の事業 

 人材派遣および広告業における営業基盤の強化とサービス内容の差別化をはかり、受注拡大に取り組みました。 

この結果、売上高は1,269百万円（前年同期比11.2％減）、営業利益は47百万円（同8.3％増）となりました。 



(2)キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という）は806百万円減少し、当中間連結会計

期間末には3,790百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は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） 

営業活動の結果得られた資金は4,326百万円（前年同期比33.4％増）となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失

1,801百万円、減価償却費2,499百万円、減損損失4,119百万円を計上したことと、たな卸資産の増加および売上債権、仕入債務の

減少等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は2,680百万円（前年同期比138.4％増）となりました。これは主に有形および無形固定資産の取

得による支出が2,351百万円発生したこと等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は2,452百万円（前年同期比58.9％増）となりました。これは主に普通社債の償還、長期借入金の

返済を行ったこと等によるものであります。当中間連結会計期間末での借入金・社債の残高は87,225百万円と、前連結会計年度

末より2,040百万円減少いたしました。また、配当金を250百万円支払いました。 

  



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における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

なお、情報・通信事業（ソフトウェア以外）、リース事業、不動産賃貸・管理事業、その他の事業については把握が困難なため

記載しておりません。 

（注）１．金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

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

なお、情報・通信事業（ソフトウェア以外）、リース事業、不動産賃貸・管理事業、その他の事業については把握が困難なため

記載しておりません。 

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

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

（注）１．金額は販売価格で表示しており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）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】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

情報・通信事業（ソフトウェア） 20,307 110.1 

区分 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高(百万円) 前年同期比（％）

情報・通信事業(ソフトウェア) 19,767 101.5 12,951 107.1 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

情報・通信事業 47,571 101.0 

リース事業 3,988 81.6 

不動産賃貸・管理事業 1,925 104.5 

その他の事業 1,269 88.8 

合計 54,754 99.1 



５【研究開発活動】 

当社グループでは、第１３次経営計画における中期経営方針として、「技術立社と知的資本経営の推進」を掲げ、技術優位性確

保を目指して、情報・通信事業における研究開発に取り組んでおります。なお、当社グループにおける研究開発活動は情報・通信

事業のみであります。 

  

(1)事業／サービス／商品開発等を目的とした研究開発 

  

①ユビキタスコンピューティング 

コンピュータがあらゆる機器に組み込まれ、相互にネットワークで接続されてサービスを提供する「ユビキタスコンピュー

ティング」時代の到来を見越して、その中で必要とされる商品やサービスの開発を目的とした研究開発に取り組んでいます。

材料・部品・製品から動物・植物・食品に至るまで、あらゆる「もの」の管理に適用することのできる「ICタグ（RFID）」に

ついては、システム開発における共通基盤の研究開発を進め、実証実験によりノウハウを蓄積しています。  

また、ユビキタスコンピューティングを支える基盤技術としてのネットワークについては、「IPv6」をベースとして、BGP

(Border Gateway Protocol)やMPLS(MultiProtocol Label Switching)などのルーティング技術、SIP(Session Initiation 

Protocol)やH323などのVoIP(Voice over IP)技術、IPv4からIPv6への移行方法論、そして、ハイビジョンなどの高精細映像

データを効率的に配信する技術の研究開発を進めています。また、無線を利用して動的にネットワークを組み上げるアドホッ

クネットワーク技術についての研究開発に着手しました。 

  

②アウトソーシングサービス 

コストダウンの要求が高まる一方で、オンデマンド化・ブロードバンド対応・高セキュリティ対応などの高付加価値化が求

められているアウトソーシング事業に関して、グリッドコンピューティングやSAN(Storage Area Network)を用いた新しいサー

ビスモデルに関する研究開発を進めています。具体的には、IX(Internet eXchange)・映像配信・ギガビットネットワークに関

するこれまでの研究開発実績に基づいて、動的リソース管理技術やサービス品質最適化技術を活かしたサービス提供を目指す

ものです。その成果は、ユーティリティコンピューティングサービスの実現や、地方自治体広域ネットワーク案件および電子

自治体アウトソーシング案件において活用されます。 

  

③情報セキュリティ 

重要度が高まっている情報セキュリティに関しては、従来から取り組んでいるPKI(Public Key Infrastructure)を中心とし

た認証ソリューションの機能拡充を行いながら、次世代システムの研究開発を進めています。また、外部からのネットワーク

不正侵入を検知する技術、OSレベルで高セキュリティを実現するセキュアOS技術、各種のセキュリティログを収集・分析する

技術、ネットワークサービスと「検疫」技術を融合させた新サービスについて研究を進めています。 

  

④エージェント技術 

複雑化するビジネスルールや多種多様な情報を有効に処理するために、「エージェント技術を用いたサービス統合ミドルウ

エア」に関する研究開発を進めています。各種の応用提案を実施する一方、積極的に特許出願を行うことで、ライセンス確保

に努めています。 

  

⑤ヒューマンインタフェース 

画像処理とコンピュータグラフィックスを活用したシステムに関する研究開発を進めています。具体的には、色覚障害者を

対象とした視認性評価システムや、臨場感あふれる映像処理のためのライブラリ開発を進めています。 

従来から進めてきたリッチクライアントに関する研究開発の成果は既に、いくつかの大規模システム開発案件における視覚

的ユーザインタフェースの実現において利用されています。また、直感的に三次元座標を指示し、図面内にカメラやライトを

簡単に設定できるインタフェースを提供する手法とシステムに関する特許が成立しました。今後も、ヒューマンインタフェー

スに関する研究開発を進め、バーチャルリアリティの実用化を目指すとともに、バイオや医療などの分野への応用を図りま

す。 



⑥データマイニング 

インターネット上でのWebページや社内における各種報告書など、電子化されたテキスト情報が大量に増える中で、それらを

統計的に処理して傾向分析を行う「テキストマイニング」に関する研究開発を進めています。具体的には、電子化された文書

(PDF)を対象として、各種の情報抽出を行ったり、要約を行う技術の研究開発を進めています。その成果は、ミドルウエア化

し、組織内の知識共有システムや情報検索システムへの提供を行う予定です。 

また、遺伝子やたんぱく質に関する膨大なデータを対象として解析を行い、新しい生物学的知識を発見したり、バイオマー

カーと呼ばれる診断指標を発見したりするバイオデータマイニングの研究開発も進めています。 

  

⑦高信頼性ネットワーク 

高信頼ネットワークを実現する「マルチホーム」は、複数の回線を用いてインターネットに接続するための技術で、通信の

信頼性向上のためにはかかせない技術です。特に、サービス商品化および、マルチホーム技術を応用したIPv6ネットワークリ

ソース最適化技術の研究を行っています。 

  

⑧次世代企業間電子商取引 

次世代企業間電子商取引を推進するに当たり、基盤となる次世代の企業間データ交換システムに求められる技術にフォーカ

スしております。特に、企業間、企業内のビジネスプロセスを自動化するためのエンジン、メインフレームから最新のXMLまで

のデータフォーマットを変換するための技術の研究開発を行っております。 

なお、当期よりB2B-ix事業を開始いたしました。当該事業は、インターネット、XMLといった技術を用い、企業間電子商取引

を幅広くカバーし、コラボレーションを支援する事業です。 

  

(2)生産技術に関する研究開発 

オープンソースソフトウエアを利用したシステム開発案件が増加する中で、その特性を活かした上で高品質かつ高信頼性シス

テムを開発するため研究開発を実施しています。具体的には、Linuxとその上で稼動するデータベースとアプリケーションサーバ

に関するガイドライン作成のための評価検証・ノウハウ蓄積に関する作業を実施しています。その成果は当社グループ内で共有

し、システム開発案件において有効活用しております。 

また、Java利用が拡大する中で、J2EEアプリケーションの運用やパフォーマンス管理を効率的に行うための標準ツールの研究

を進めております。 

  

(3)新規事業領域開拓に関連した研究開発 

情報通信技術に関する最新の技術動向や、社会全般における最近の状況等を踏まえ、新規事業領域開拓につなげるための研究

開発を実施しています。 

高齢化が進み、健康への関心が高まる中で、生活習慣データや健康情報データを収集し、個々人にあった健康支援サービスを

提供するシステムに関する研究開発を進めています。認証・暗号化・データセンターなど、当社グループでこれまで蓄積してき

た技術を総合的に活用して、サービス実現を目指します。 

  

なお、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は464百万円となっております。 

  

  



第３【設備の状況】 

  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等に関して、重要な変更はありません。ま

た、新たに確定した重要な設備の新設、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】 

（注） 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨、定款に定めております。 

なお、中間会計期間末および提出日現在までに株式の消却はありません。 

  

②【発行済株式】 

（注） 名古屋証券取引所については、平成17年10月11日に有価証券上場廃止申請書の提出を行い、同年11月15日に上場廃止と

なっております。 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

当社は、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 100,000,000 

計 100,000,000 

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19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 48,224,737 同 左

東京証券取引所
（市場第一部） 

名古屋証券取引所（注） 
（市場第一部） 

－ 

計 48,224,737 同 左 － － 

  
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） 269 267 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 269,000 267,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 1,012 同 左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～

平成24年６月26日 
同 左 

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

発行価格   1,012
 資本組入額    506 

同 左 

新株予約権の行使の条件 

①対象者は、権利行使時に

おいても当社の取締役ま

たは使用人の地位にある

ことを要する。ただし、

任期満了による退任、定

年退職、当社関係会社等

への移籍その他正当な理

由がある退職の場合はこ

の限りではない。 

②新株予約権の相続は認め

ない。 

同 左 



上記は、平成14年６月26日開催の定時株主総会において決議されたものです。 

  

上記は、平成15年６月25日開催の定時株主総会において決議されたものです。 

  

  
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） 

  

③新株予約権に関するその

他の細目については、新

株予約権割当契約による

ものとする。 

  

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入
その他一切の処分は認め
ない。 

同 左 

  
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） 18 17 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 18,000 17,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 622 同 左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日～

平成24年６月25日 
同 左 

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

発行価格    622
 資本組入額    311 

同 左 

新株予約権の行使の条件 

①対象者は、権利行使時に

おいても当社の取締役ま

たは使用人の地位にある

ことを要する。ただし、

任期満了による退任、定

年退職、当社関係会社等

への移籍その他正当な理

由がある退職の場合はこ

の限りではない。 

②新株予約権の相続は認め

ない。 

③新株予約権に関するその

他の細目については、新

株予約権割当契約による

ものとする。 

同 左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入
その他一切の処分は認め
ない。 

同 左 



上記は、平成16年10月27日開催の臨時株主総会において決議されたものです。 

  

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、つぎの算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、当該時点において対象者が権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、

調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

  

 調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 

  

なお、退職による失効株式数を除外して記載しております。 

  

（注）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、つぎの算式により新株予約権行使に際して払込みをな

すべき1株当たりの額（以下、「行使価額」という。）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。 

  

  

また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使および平成14年４月１日改正前の商法に基づく新株引受権の

行使による場合を除く。）を行う場合は、つぎ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。なお、時価を下回る価額で当社普通株式に係る自己株式を処分するときもこれに準じて行使価額を調整し、またつぎの

算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数をいうも

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） 266 266 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 266,000 266,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 1,176 同 左 

新株予約権の行使期間 
平成18年11月１日～

平成23年３月31日 
同 左 

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

発行価格   1,176
 資本組入額    588 

同 左 

新株予約権の行使の条件 

①対象者は、権利行使時に

おいても当社または当社

子会社の取締役もしくは

使用人の地位にあること

を要する。ただし、任期

満了による退任、定年退

職、当社関係会社等への

移籍その他正当な理由が

ある退職の場合はこの限

りではない。 

②新株予約権の相続は認め

ない。 

③新株予約権に関するその

他の細目については、新

株予約権割当契約による

ものとする。 

同 左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入
その他一切の処分は認め
ない。 

同 左 

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

1 

  分割・併合の比率 



  

当社は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき新株引受権を発行しております。 

上記は、平成13年６月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。 

          
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

新株式発行前の時価 

  既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

  
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 同 左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 2,440,000 2,438,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 1,325 同 左 

新株予約権の行使期間 
平成15年７月１日～

平成23年６月28日 
同 左 

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

発行価格   1,325
 資本組入額    663 

同 左 

新株予約権の行使の条件 

①対象者として権利を付与

された者は、権利の行使

時においても当社の取締

役または使用人であるこ

とを要する。ただし、任

期満了による退任、定年

退職、当社関係会社等へ

の移籍その他正当な理由

のある退職の場合はこの

限りではない。 

②権利の相続は認めない。

③その他の細目について

は、株主総会決議および

取締役会決議に基づき、

当社と対象者との間で締

結する権利付与に関する

契約によるものとする。

同 左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質入その他
一切の処分は認めない 

同 左 



（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、権利の行使により各対象者が取得する株式の数（以下「付与株式数」とい

う。）はつぎの算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点において対象者が権利行使していない

付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

  

 調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 

  

なお、退職による失効株式数を除外して記載しております。 

  

（注）２．当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使および平成14年４月１日改正前の商法に基づ

く新株引受権の行使による場合を除く。）するときは、つぎの算式により発行価額を調整することとし、調整により生じる1

円未満の端数は切り上げるものとする。なお、時価を下回る価額で当社普通株式に係る自己株式を処分するときもこれに準

じて発行価額を調整し、またつぎの算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社普通株式に係

る自己株式数を控除した数をいうものとする。 

  

  

また、当社が株式の併合を行う場合は、つぎの算式により発行価額を調整することとし、調整により生じる1円未満の端数

は切り上げるものとする。 

  

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

          
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 × 

分割・新規発行前の株価 

  既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数 

  
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

1 

  併合の比率 

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
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

－ 48,224 － 20,455 － 18,496 



(4）【大株主の状況】 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、当社保有の自己株式1,036,000株および株式会社アサヒ・インテック保有の相

互保有株式19,000株であります。 

（注）２．「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が30,000株含まれております。また、「議決権の

数」欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数30個は含まれておりません。 

    平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番１１号 3,289 6.82 

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目１１番３号 2,049 4.25 

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社(退職給付信託口・
三菱電機株式会社口) 

東京都港区浜松町二丁目１１番３号 2,024 4.20 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 1,593 3.30 

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り一丁目２番２６号 1,192 2.47 

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二丁目７番１号） 

1,166 2.42 

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人 資産管理サー
ビス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
（東京都中央区晴海一丁目８番１２号） 

1,144 2.37 

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,045 2.17 

株式会社インテック 富山県富山市牛島新町５番５号 1,036 2.15 

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１番地 1,002 2.08 

計 － 15,543 32.23 

  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）(注）１ 普通株式 1,055,000 － － 

完全議決権株式（その他）  （注）２ 普通株式 45,613,000 45,583 － 

単元未満株式 普通株式 1,556,737 －
1単元（1,000株） 
未満の株式 

発行済株式総数 48,224,737 － － 

総株主の議決権 － 45,583 － 



②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一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。 

  

(1）新任役員 

該当事項はありません。 

  

(2）退任役員 

  

(3）役職の異動 

  

     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 

（％） 

（自己保有株式） 
株式会社インテック 

富山市牛島新町５番
５号 

1,036,000 － 1,036,000 2.15 

（相互保有株式） 
株式会社アサヒ・インテ
ック 

釧路市入船六丁目３
番25号 

19,000 － 19,000 0.04 

計 － 1,055,000 － 1,055,000 2.19 

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,129 1,075 1,180 1,217 1,369 1,383 

最低（円） 952 985 994 1,055 981 1,257 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 ＣＦＯ 折谷 悦生 平成17年９月30日 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役 
執行役員副社長 

ＣＦＯ 
経営管理部担当 

取締役 
執行役員副社長 

金融ソリューシ
ョン事業本部長 

盛田 繁雄 平成17年10月１日 

取締役 
執行役員専務 

金融ソリューシ
ョン事業本部長 

取締役 
執行役員専務 

ネットワークソ
リューション事
業本部担当 
アウトソーシン
グ事業本部長 

金岡 克己 平成17年10月１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、新日本

監査法人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（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金    2,946 3,968  4,696 

２ 受取手形及び売掛金    19,754 19,030  23,034 

３ 有価証券    98 49  － 

４ たな卸資産    6,529 6,475  3,673 

５ 繰延税金資産    1,048 1,400  1,093 

６ その他    1,877 2,088  1,577 

貸倒引当金    △   79 △  58  △   60 

流動資産合計    32,174 21.3 32,954 22.8  34,016 22.7

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※1,2     

(1）建物及び構築物   34,253  32,209 34,032  

(2）土地   17,504  16,041 17,508  

(3）リース資産   17,316  14,714 16,726  

(4）その他   1,883 70,958 4,207 67,172 3,555 71,822 

２ 無形固定資産    3,798 5,203  5,422 

３ 投資その他の資産       

(1) 投資有価証券   30,145  28,088 27,254  

(2）長期貸付金   1,544  1,393 1,497  

(3）繰延税金資産   7,017  4,783 5,782  

(4）その他   7,304  5,960 6,286  

貸倒引当金   △ 1,933 44,079 △ 1,381 38,844 △ 1,888 38,932 

固定資産合計    118,836 78.7 111,220 77.1  116,177 77.3

Ⅲ 繰延資産    5 0.0 120 0.1  40 0.0

資産合計    151,016 100.0 144,295 100.0  150,233 100.0

        



  
  

    
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（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形及び買掛金    5,473 4,754  5,988 

２ 短期借入金 ※2  22,985 8,435  5,195 

３ 一年以内返済長期借
入金 

※2  19,189 13,229  16,592 

４ 一年以内償還社債    3,000 7,600  10,600 

５ 未払法人税等    436 407  525 

６ 繰延税金負債    29 17  18 

７ 賞与引当金    2,077 2,243  2,093 

８ 開発等損失引当金    － 619  － 

９ その他    10,170 9,666  10,324 

流動負債合計    63,362 41.9 46,971 32.6  51,338 34.1

Ⅱ 固定負債       

１ 社債    8,600 9,000  5,000 

２ 長期借入金 ※2  43,844 48,961  51,878 

３ 繰延税金負債    42 51  35 

４ 退職給付引当金    2,852 3,314  3,083 

５ その他 ※2  3,400 2,605  2,912 

固定負債合計    58,740 38.9 63,932 44.3  62,909 41.9

負債合計    122,103 80.8 110,904 76.9  114,248 76.0

（少数株主持分）       

少数株主持分    1,463 1.0 988 0.6  978 0.7

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    20,455 13.5 20,455 14.2  20,455 13.6

Ⅱ 資本剰余金    20,310 13.5 24,438 16.9  24,437 16.3

Ⅲ 利益剰余金    △ 12,550 △8.3 △ 12,401 △8.5  △ 9,535 △6.4

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

   △   26 △0.0 727 0.5  424 0.3

Ⅴ 自己株式    △  738 △0.5 △  816 △0.6  △  775 △0.5

資本合計    27,449 18.2 32,403 22.5  35,006 23.3

負債、少数株主持分及
び資本合計 

   151,016 100.0 144,295 100.0  150,233 100.0

        



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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    51,746 100.0 51,786 100.0  108,896 100.0

Ⅱ 売上原価    45,047 87.1 43,640 84.3  93,857 86.2

売上総利益    6,699 12.9 8,145 15.7  15,038 13.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※1  3,904 7.5 4,460 8.6  8,047 7.4

営業利益    2,795 5.4 3,684 7.1  6,991 6.4

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息   8  33 43  

２ 受取配当金   110  113 132  

３ 不動産賃貸収入   183  108 342  
  

４ 出資金収益   66  88 －  

５ 為替差益   －  61 －  

６ 修繕調整金   －  69 －  

７ その他   96 464 0.9 60 536 1.0 276 795 0.7

Ⅴ 営業外費用       

１ 支払利息   967  897 1,944  

２ 持分法による投資
損失 

  3  1 －  

３ 不動産賃貸費用   147  73 －  

４ その他   237 1,355 2.6 172 1,145 2.2 704 2,648 2.4

経常利益    1,904 3.7 3,075 5.9  5,138 4.7

Ⅵ 特別利益       

１ 固定資産売却益 ※2 0  0 0  

２ 投資有価証券売却
益 

  246  66 701  

３ 投資有価証券清算
益 

  －  12 －  

４ 貸倒引当金戻入益   0  7 14  

５ その他   8 256 0.5 9 96 0.2 832 1,549 1.4

        



  

  

    
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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失       

１ 固定資産売却除却
損 

※3 7  332 87  

２ 投資有価証券売却
損 

  －  14 14  

３ 投資有価証券評価
損 

  32  155 85  

４ 関係会社株式評価
損 

  47  － －  

５ 子会社整理損   163  － －  

６ 海外事業損失引当
金繰入額 

  44  － 42  

７ 違約金   193  88 195  

８ 年金基金利率等変
更損 

  74  － －  

９ 減損損失 ※4 －  4,119 －  

10 その他   35 599 1.2 262 4,972 9.6 1,244 1,669 1.5

税金等調整前中間
(当期)純利益 
又は税金等調整前
中間純損失(△) 

   1,560 3.0 △ 1,801 △3.5  5,018 4.6

法人税、住民税及
び事業税 

  347  278 629  

法人税等調整額   313 660 1.2 522 800 1.5 1,435 2,065 1.9

少数株主利益又は
少数株主損失(△) 

   △   14 0.0 10 0.0  85 0.1

中間(当期)純利益 
又は中間純損失
(△) 

   914 1.8 △ 2,611 △5.0  2,867 2.6

        



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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高    20,310 24,437  20,310

Ⅱ 資本剰余金増加高     

自己株式処分差益    － 0 1,211 

合併に伴う増加高   － － 1,911 

株式交換に伴う増加高   － － － 0 1,004 4,127

Ⅲ 資本剰余金減少高     

自己株式処分差損    0 0 － － － －

Ⅳ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   20,310 24,438  24,437

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    △ 13,218 △ 9,535  △ 13,218

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１ 中間（当期）純利益   914 － 2,867 

２ 合併に伴う増加高   － － 1,258 

３ 持分法適用会社減少
による剰余金の増加
高 

  － 914 4 4 － 4,126

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 中間純損失   － 2,611 － 

２ 配当金   237 244 433 

３ 役員賞与   9 246 13 2,869 9 443

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   △ 12,550 △ 12,401  △  9,535

      



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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間 
（当期）純利益 
又は税金等調整前中
間純損失(△) 

  1,560 △  1,801 5,018 

減価償却費   2,414 2,499 4,988 

減損損失   － 4,119 － 

投資有価証券評価損   32 155 85 

退職給付引当金の増
減額 

  141 51 342 

貸倒引当金の増減額   277 44 610 

受取利息及び受取配
当金 

  △   118 △   147 △   176 

支払利息   967 897 1,944 

為替差損益   △   29 △   73 15 

投資有価証券売却益   △   246 △   66 △   701 

投資有価証券売却損   － 14 14 

売上債権の増減額   3,810 4,015 551 

たな卸資産の増減額   △  2,281 △  2,801 571 

仕入債務の増減額   △  2,458 △  1,736 △   923 

その他   85 303 72 

小計   4,156 5,474 12,413 

利息及び配当金の受
取額 

  287 159 338 

利息の支払額   △  1,008 △   951 △  2,019 

法人税等の支払額   △   301 △   324 △   818 

その他   110 △   31 135 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  3,244 4,326 10,050 



  

  

  次へ 

    
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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

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 

  △   639 △  1,738 △  1,958 

有形固定資産の売却
による収入 

  1 1 2 

無形固定資産の取得
による支出 

  △   891 △   613 △  2,304 

無形固定資産の売却
による収入 

  7 － 8 

投資有価証券の取得
による支出 

  △   292 △   414 △   785 

投資有価証券の売却
による収入 

  303 81 915 

投資有価証券の解約
による収入 

  － 23 1,972 

短期貸付金純増減額   79 45 85 

その他   306 △   66 744 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △  1,124 △  2,680 △  1,318 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金純増減額   13,140 3,240 △  4,650 

長期借入れによる収
入 

  － 4,000 15,230 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △  7,724 △ 10,280 △  17,517 

社債の発行による収
入 

  993 3,892 4,939 

社債の償還による支
出 

  △  7,612 △  3,000 △  7,612 

配当金の支払額   △   235 △   250 △   424 

少数株主への配当金
の支払額 

  △    11 － △    17 

その他   △   93 △   54 1,502 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △  1,543 △  2,452 △  8,549 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
換算差額 

  － 0 △    0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額又は減少額(△) 

  576 △   806 182 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  2,252 4,534 2,252 

Ⅶ 合併による増加額   － 62 2,099 

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  2,828 3,790 4,534 

    



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 11社 (1)連結子会社の数 12社 (1)連結子会社の数 11社 

主要な連結子会社名 主要な連結子会社名 主要な連結子会社名 

  ㈱アイ・ユー・ケイ 

㈱インテック ソリューシ

ョン パワー 

㈱スカイインテック 

㈱インテックリース 

㈱インテック興産 

㈱マイシティ 

インテック・ウェブ・アン

ド・ゲノム・インフォマテ

ィクス㈱ 

㈱北海道インテック 

㈱ウィズインテック 

㈱ヒューマ 

㈱ニュー・ビジネス・デベ

ロップメント 

㈱メタマートについて

は、清算したため連結子会

社から除外しております。 

㈱アイ・ユー・ケイ 

㈱インテック ソリューシ

ョン パワー 

㈱スカイインテック 

㈱インテックリース 

㈱インテック興産 

㈱マイシティ 

インテック・ウェブ・アン

ド・ゲノム・インフォマテ

ィクス㈱ 

㈱北海道インテック 

㈱ウィズインテック 

㈱ヒューマ 

㈱ニュー・ビジネス・デベ

ロップメント 

㈱高志インテック 

㈱高志インテックにつ

いては、新たに設立したた

め連結子会社に含めており

ます。 

㈱アイ・ユー・ケイ 

㈱インテック ソリューシ

ョン パワー 

㈱スカイインテック 

㈱インテックリース 

㈱インテック興産 

㈱マイシティ 

インテック・ウェブ・アン

ド・ゲノム・インフォマテ

ィクス㈱ 

㈱北海道インテック 

㈱ウィズインテック 

㈱ヒューマ 

㈱ニュー・ビジネス・デベ

ロップメント 

なお、㈱メタマートに

ついては、当連結会計年度

において清算結了したため

連結子会社から除外してお

ります。 

  (2)主要な非連結子会社の名称

等 

(2)主要な非連結子会社の名称

等 

(2)主要な非連結子会社の名称

等 

  主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 

  ㈱京葉インテック ㈱インテック・アイティ・

キャピタル 

㈱京葉インテック 

  （連結の範囲から除いた理

由） 

（連結の範囲から除いた理

由） 

（連結の範囲から除いた理

由） 

   非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。 

非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。 

非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。 

２．持分法の適用に関す

る事項 

(1)持分法適用の非連結子会社

数 １社 

(1)持分法適用の非連結子会社

数 － 

(1)持分法適用の非連結子会社

数 １社 

  主要な会社名   主要な会社名 

  ㈱京葉インテック 

 なお、㈱ネプリ及び

INTEC FINANCE(HONG 

KONG)LIMITEDについては、

清算したため持分法適用の

連結子会社から除外してお

ります。 

 なお、㈱京葉インテック

については、連結子会社で

ある㈱インテック ソリュ

ーション パワーに吸収合

併されたため持分法適用か

ら除外しております。 

㈱京葉インテック 

 なお、㈱ネプリ及び

INTEC FINANCE(HONG 

KONG)LIMITEDについては、

清算結了により持分法適用

から除外しております。 



  

  

  次へ 

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)持分法適用の関連会社数 

 ７社 

(2)持分法適用の関連会社数 

 ５社 

(2)持分法適用の関連会社数 

 ６社 

  主要な会社名 主要な会社名 主要な会社名 

  ㈱プラネット 

北国インテックサービス㈱ 

㈱マイテック 

㈱インテック コミュニケ

ーションズ 

㈱INTEC LG CNS 

アドソル日進㈱ 

イーソリューションズ㈱ 

㈱プラネット 

北国インテックサービス㈱ 

㈱マイテック 

㈱INTEC LG CNS 

イーソリューションズ㈱ 

 なお、アドソル日進㈱に

ついては、第三者割当増資

により関連会社ではなくな

ったため持分法適用から除

外しております。 

㈱プラネット 

北国インテックサービス㈱ 

㈱マイテック 

㈱INTEC LG CNS 

アドソル日進㈱ 

イーソリューションズ㈱ 

 なお、㈱インテック コ

ミュニケーションズについ

ては、当社との合併により

持分法適用から除外してお

ります。 

  (3)持分法を適用していない非

連結子会社(㈱インテック・

アイティ・キャピタル他)お

よび関連会社（㈱ユニテッ

ク他）は、それぞれ中間純

損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合

う額）等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体として

も重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外して

おります。 

(3)持分法を適用していない非

連結子会社(㈱インテック・

アイティ・キャピタル他)お

よび関連会社（㈱アサヒ・イ

ンテック他）は、それぞれ中

間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合

う額）等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しておりま

す。 

(3)持分法を適用していない非

連結子会社(㈱インテッ

ク・アイティ・キャピタル

他)および関連会社（㈱ア

サヒ・インテック他）は、

それぞれ連結純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持

分法の適用範囲から除外し

ております。 

  (4)持分法の適用会社のうち、

中間決算日が中間連結決算日

と異なる会社については、各

社の中間会計期間に係る中間

財務諸表を使用しておりま

す。 

(4)同 左 (4)持分法の適用会社のうち、

決算日が連結決算日と異なる

会社については、各社の事業

年度に係る財務諸表を使用し

ております。 

３．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項 

㈱アイ・ユー・ケイ、㈱イン

テック ソリューション パワ

ー、㈱スカイインテック、㈱イ

ンテックリース、㈱インテック

興産、㈱マイシティ、インテッ

ク・ウェブ・アンド・ゲノム・

インフォマティクス㈱、㈱北海

道インテック、㈱ウィズインテ

ック、㈱ヒューマ及び㈱ニュ

ー・ビジネス・デベロップメン

トの中間決算日は６月30日であ

ります。中間連結財務諸表の作

成にあたっては同中間決算日現

在の中間財務諸表を使用してお

ります。ただし、中間連結決算

日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を

行っております。 

㈱アイ・ユー・ケイ、㈱イン

テック ソリューション パワ

ー、㈱スカイインテック、㈱イ

ンテックリース、㈱インテック

興産、㈱マイシティ、インテッ

ク・ウェブ・アンド・ゲノム・

インフォマティクス㈱、㈱北海

道インテック、㈱ウィズインテ

ック、㈱ヒューマ、㈱ニュー・

ビジネス・デベロップメント及

び㈱高志インテックの中間決算

日は６月30日であります。中間

連結財務諸表の作成にあたって

は同中間決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただ

し、中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っておりま

す。 

㈱アイ・ユー・ケイ、㈱イン

テック ソリューション パワ

ー、㈱スカイインテック、㈱イ

ンテックリース、㈱インテック

興産、㈱マイシティ、インテッ

ク・ウェブ・アンド・ゲノム・

インフォマティクス㈱、㈱北海

道インテック、㈱ウィズインテ

ック、㈱ヒューマ及び㈱ニュ

ー・ビジネス・デベロップメン

トの決算日は12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成にあた

っては同決算日現在の財務諸表

を使用しております。ただし、

連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 



  

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 

(1)重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1)重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1)重要な資産の評価基準及び

評価方法 

  有価証券 有価証券 有価証券 

  満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法） 同 左 同 左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 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） 

同 左 決算日の市場価格等

に基づく時価法（評

価差額は全部資本直

入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原

価法 

同 左 同 左 

  デリバティブ デリバティブ デリバティブ 

  時価法 同 左 同 左 

  たな卸資産 たな卸資産 たな卸資産 

   主として、個別法による

原価法 

 同 左 同 左 

  (2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

  有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 

   主として、定額法を採用

しております。なお、リー

ス資産については、リース

期間による定額法で償却す

る方法を採用しておりま

す。 

 同 左  同 左 

  無形固定資産 無形固定資産 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、見

込有効期間（３年）におけ

る見込販売数量に基づく償

却額と販売可能な残存有効

期間に基づく均等配分額を

比較し、いずれか大きい金

額を計上しております。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。 

 同 左  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） 

  (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

  貸倒引当金 貸倒引当金 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

回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しており

ます。 

 同 左  同 左 

  賞与引当金 賞与引当金 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当中間

連結会計期間負担額を計上

しております。 

 同 左  従業員に支給する賞与に

充てるため、支給対象期間

に応じた支給見込額を計上

しております。 

  ―――――― 開発等損失引当金 ―――――― 

     受注契約に基づく開発等

のうち、当中間連結会計期

間末において将来の損失が

見込まれ、かつ、当該損失

額を合理的に見積もること

が可能なものについては、

その損失見込額を計上して

おります。 

  

  退職給付引当金 退職給付引当金 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。 

 過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法によ

り費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（主

として13年）による定額法

により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとして

おります。 

 同 左  従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法によ

り費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（主

として13年）による定額法

により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとして

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） 

  海外事業損失引当金 ―――――― 海外事業損失引当金 

   海外関係会社を中心とす

る海外事業展開の見直し・

再構築に伴い、将来発生す

る可能性のある損失に備え

るため、当中間連結会計期

間末における損失見積額を

計上しております。 

   海外事業展開の見直し・

再構築に伴い、将来発生す

る可能性のある損失に備え

るため、当連結会計年度末

における損失見積額を計上

しております。 

  (4)外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

(4)外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

(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、

中間決算日の直物為替相場

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)重要なリース取引の処理方

法 

(5)重要なリース取引の処理方

法 

(5)重要なリース取引の処理方

法 

  リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンスリ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同 左 同 左 

  (6)重要なヘッジ会計の方法 (6)重要なヘッジ会計の方法 (6)重要なヘッジ会計の方法 

  ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 

   主として繰延ヘッジ処理

を採用しております。な

お、為替予約取引について

は振当処理の要件を満たし

ている場合は振当処理を、

金利スワップ取引について

は特例処理の要件を満たし

ている場合は特例処理を採

用しております。 

   同 左  同 左 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当中間連結会計期間にヘ

ッジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下の

とおりとなっております。 

同 左  当連結会計年度にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとお

りとなっております。 

  
  

  

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約取引   外貨建売上債
権、外貨建仕
入債務 

金利スワップ
取引 

  借入金 

  

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

為替予約取引   外貨建売上債
権 

金利スワップ
取引 

  借入金 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約取引   外貨建売上債
権、外貨建仕
入債務 

為替オプショ

ン取引 

  外貨建売上債
権 

金利スワップ
取引 

  借入金 

    



  

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） 

  ヘッジ方針 ヘッジ方針 ヘッジ方針 

  為替予約取引について

は、外貨建売上債権及び外

貨建仕入債務の損失可能性

を減殺する目的で行ってお

ります。金利スワップ取引

については、金利変動によ

る借入債務の損失可能性を

減殺する目的で行っており

ます。 

為替予約取引について

は、外貨建売上債権の損失

可能性を減殺する目的で行

っております。金利スワッ

プ取引については、金利変

動による借入債務の損失可

能性を減殺する目的で行っ

ております。 

為替予約取引について

は、外貨建売上債権及び外

貨建仕入債務の損失可能性

を減殺する目的で行ってお

ります。為替オプション取

引については、外貨建売上

債権の損失可能性を減殺す

る目的で行っております。

金利スワップ取引について

は、金利変動による借入債

務の損失可能性を減殺する

目的で行っております。 

  ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ有効性の評価は、

ヘッジ対象とヘッジ手段に

ついてそれぞれのキャッシ

ュ・フロー総額の変動額を

比較しております。 

 ただし、特例処理によっ

ている金利スワップについ

ては、有効性の評価を省略

しております。 

 同 左  同 左 

  (7)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 

(7)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 

(7)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 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

   税抜方式を採用しており

ます。 

 同 左 同 左 

５．中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

 手許現金、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ヵ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 



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 

  

  

  次へ 

  

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。この結果、経常利益

は149百万円増加し、また税金等調整

前中間純損失に与える影響は3,969百

万円であります。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

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） 

―――――― （中間連結貸借対照表） 

   証券取引法の改正に伴って「金融商品会計に関する

実務指針」が改正されたことにより、投資事業有限責

任組合およびこれに類する組合への出資（証券取引法

第２条第２項において有価証券とみなされるもの）に

ついては、前中間連結会計期間まで投資その他の資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間

連結会計期間より投資その他の資産の「投資有価証

券」に含めて記載しております。なお、当該金額は、

当中間連結会計期間末719百万円、前中間連結会計期間

末476百万円であります。 

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 

１．前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めておりました「出資金収益」は、当中間連

結会計期間において重要性が増加したため、区分掲記

しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「出資金収益」は、2百万円であります。 

 前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めておりました「為替差益」は、当中間連結

会計期間において重要性が増加したため、区分掲記し

ております。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「為替差益」は、20百万円であります。 

２．前中間連結会計期間において、営業外費用の「その

他」に含めておりました「不動産賃貸費用」は、重要

性が増加したため、区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれて

いる「不動産賃貸費用」は119百万円であります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

（中間連結損益計算書関係） 

  

前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

27,962百万円 29,902万円 29,459百万円 

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 
  

建物及び構築物 18,987百万円

土地 3,645百万円

機械装置及び運搬具 98百万円

計 22,730百万円

  
建物及び構築物 18,428百万円

土地 3,645百万円

機械装置及び運搬具 68百万円

計 22,141百万円

建物及び構築物 18,755百万円

土地 3,645百万円

機械装置及び運搬具 83百万円

計 22,483百万円

上記物件について、短期借入金25百万

円、長期借入金（１年以内に返済予定の

ものを含む。）4,704百万円、その他固

定負債182百万円の担保に供しておりま

す。 

上記物件について、短期借入金125百

万円、長期借入金（１年以内に返済予定

のものを含む。）4,151百万円、その他

固定負債111百万円の担保に供しており

ます。 

上記物件について、短期借入金135百

万円、長期借入金（１年以内に返済予定

のものを含む。）4,427百万円、その他

固定負債146百万円の担保に供しており

ます。 

３     ―――――― ３ 偶発債務 ３ 偶発債務 

  連結会社以外の会社の金融機関から

の借入に対して債務保証を行っており

ます。 

連結会社以外の会社の金融機関から

の借入に対して債務保証を行っており

ます。 
    

射水ケーブルネットワ

ーク㈱ 

（旧 新湊ケーブルネ

ットワーク㈱） 

100百万円

計 100百万円

  

新湊ケーブルネットワ

ーク㈱ 
100百万円

計 100百万円

４ 当社は、資金調達力を高めるため、

取引銀行６行とクレジット・ファシリ

ティ契約を締結しております。 

４ 当社は、資金調達力を高めるため、

取引銀行６行とクレジット・ファシリ

ティ契約を締結しております。 

４ 当社は、資金調達力を高めるため、

取引銀行６行とクレジット・ファシリ

ティ契約を締結しております。 
  

クレジット・ファシリ

ティ契約の総額 14,000百万円

当中間連結会計期間末

借入実行残高 7,000百万円

差引額 7,000百万円

  

  

クレジット・ファシリ

ティ契約の総額 7,000百万円

当中間連結会計期間末

借入実行残高 なし

   

  

クレジット・ファシリ

ティ契約の総額 7,000百万円

当連結会計年度末残高     なし

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

費目 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目 
  

貸倒引当金繰入額 7百万円

従業員給与 1,381百万円

賞与引当金繰入額 298百万円

退職給付費用 87百万円

研究開発費 409百万円

  
貸倒引当金繰入額 44百万円

従業員給与 1,488百万円

賞与引当金繰入額 303百万円

退職給付費用 90百万円

研究開発費 464百万円

貸倒引当金繰入額 12百万円

従業員給与 3,178百万円

賞与引当金繰入額 313百万円

退職給付費用 180百万円

研究開発費 863百万円

※２ 固定資産売却益の主なものは、工

具・器具及び備品の売却によるもの

であります。 

※２ 固定資産売却益の主なものは、工

具・器具及び備品の売却によるもの

であります。 

※２ 固定資産売却益の主なものは、機械

装置及び運搬具の売却によるもので

あります。 

※３ 固定資産売却除却損の主なものは、

車両運搬具及び機械装置の除却によ

るものであります。 

※３ 固定資産売却除却損の主なものは、

建物及び構築物、ソフトウェアの除

却によるものであります。 

※３ 固定資産売却除却損の主なものは、

建物及び構築物、機械装置及び運搬

具の除却によるものであります。 



  

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） 

※４      ―――――― ※４ 減損損失 

 当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、各社事業本部、

地域により、また賃貸不動産につい

ては個別の物件ごとに資産のグルー

ピングを行っております。 

 継続的な地価の下落、営業収益の

低下等により、当社グループは当中

間連結会計期間において、収益性が

著しく低下した資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（4,119百万円）

として特別損失に計上いたしまし

た。その内訳といたしましては、事

業用資産348百万円（内、土地262百

万円、建物86百万円）、賃貸不動産

2,019百万円（内、土地1,106百万

円、建物913百万円）、リース資産

1,629百万円、遊休資産120百万円

（内、土地114百万円、建物3百万

円、その他2百万円）であります。 

 なお、当資産グループの回収可能

価額は、正味売却価額または使用価

値により測定しており、正味売却価

額については不動産鑑定評価額等に

より評価し、使用価値については将

来キャッシュ・フローを4％で割り引

いて算定しております。 

  

用途 種類 場所等 

事業用資産 
土地及び
建物 

北海道札幌市 

賃貸不動産 
土地及び
建物 

千葉県船橋市、
石川県金沢市、
東京都練馬区 

オペレーテ
ィング・リ
ース 

リース資
産 

航空機 

遊休資産 
土地及び
建物等 

富山県富山市そ
の他2箇所 

※４      ―――――― 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

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） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成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） 
  
現金及び預金勘定 2,946百万円

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金 

△117 

現金及び現金同等物 2,828 

  
現金及び預金勘定 3,968百万円

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金 

△177 

現金及び現金同等物 3,790 

現金及び預金勘定 4,696百万円

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金 

△162 

現金及び現金同等物 4,534 



（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） 

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 

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 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

（借手側） （借手側） （借手側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

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、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 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具等 

4,730 2,134 2,596

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具等 

8,205 5,485 2,720

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械装置及
び運搬具等 

8,066 5,068 2,997

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 3,772百万円

１年超 6,986百万円

合計 10,758百万円

  
１年内 4,289百万円

１年超 6,437百万円

合計 10,727百万円

１年内 6,208百万円

１年超 4,882百万円

合計 11,090百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

３．支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

  
支払リース料 618百万円

減価償却費相当額 504百万円

支払利息相当額 70百万円

  
支払リース料 925百万円

減価償却費相当額 828百万円

支払利息相当額 74百万円

支払リース料 1,539百万円

減価償却費相当額 1,386百万円

支払利息相当額 165百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 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。 

     同 左      同 左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 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。 

     同 左      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。 

  



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） 

（貸手側） （貸手側） （貸手側） 

１．リース物件の取得価額、減価償却累

計額及び中間期末残高 

１．リース物件の取得価額、減価償却累

計額、減損損失累計額及び中間期末

残高 

１．リース物件の取得価額、減価償却累

計額及び期末残高 

  

  
取得価
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額 
(百万円) 

中間期
末残高 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

453 332 120

工具・器具
及び備品 

2,719 1,737 981

その他（無
形固定資産
等） 

2,034 1,095 939

合計 5,207 3,166 2,041

  

  
取得価
額 
(百万円)

減価償
却累計
額 
(百万円)

中間期
末残高 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

276 112 164

工具・器具
及び備品 

2,710 2,062 647

その他（無
形固定資産
等） 

1,727 924 802

合計 4,714 3,100 1,613

取得価
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額 
(百万円) 

期末残
高 
(百万円)

機械装置及
び運搬具 

402 148 254

工具・器具
及び備品 

2,826 2,077 748

その他（無
形固定資産
等） 

1,899 1,101 798

合計 5,128 3,327 1,801

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 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 3,745百万円

１年超 6,040百万円

合計 9,786百万円

  
１年内 3,586百万円

１年超 5,500百万円

合計 9,086百万円

１年内 3,705百万円

１年超 5,614百万円

合計 9,319百万円

このうち転貸リース取引にかかる貸手

側の未経過リース料中間期末残高相当

額は8,002百万円（うち１年内2,874百

万円）であります。なお、借手側の残

高相当額はおおむね同一であり、上記

の借手側の注記２．未経過リース料中

間期末残高相当額に含まれておりま

す。 

このうち転貸リース取引にかかる貸手

側の未経過リース料中間期末残高相当

額は7,845百万円(うち1年内3,005百万

円）であります。なお、借手側の残高

相当額はおおむね同一であり、上記の

借手側の注記２．未経過リース料中間

期末残高相当額に含まれております。 

このうち転貸リース取引にかかる貸手

側の未経過リース料期末残高相当額は 

7,892百万円（うち１年内2,994百万

円）であります。なお、借手側の残高

相当額はおおむね同一であり、上記の

借手側の注記２．未経過リース料期末

残高相当額に含まれております。 

３．受取リース料、減価償却費及び受取

利息相当額 

３．受取リース料、減価償却費及び受取

利息相当額 

３．受取リース料、減価償却費及び受取

利息相当額 
  

受取リース料 970百万円

減価償却費 507百万円

受取利息相当額 49百万円

  
受取リース料 438百万円

減価償却費 332百万円

受取利息相当額 33百万円

受取リース料 1,090百万円

減価償却費 821百万円

受取利息相当額 86百万円

４．利息相当額の算定方法 ４．利息相当額の算定方法 ４．利息相当額の算定方法 

 利息相当額の各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。 

  同 左   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。 

  

      

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 

（借手側） （借手側） （借手側） 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 133百万円

１年超 54百万円

合計 187百万円

  
１年内 128百万円

１年超 49百万円

合計 178百万円

１年内 64百万円

１年超 33百万円

合計 98百万円



  

  

  次へ 

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） 

（貸手側） （貸手側） （貸手側） 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 1,279百万円

１年超 3,700百万円

合計 4,979百万円

  
１年内 1,154百万円

１年超 2,782百万円

合計 3,937百万円

１年内 1,123百万円

１年超 3,191百万円

合計 4,315百万円



（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 

  

  
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

社債 49 98 49 

合計 49 98 49 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 2,319 2,906 587 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 71 98 26 

その他 － － － 

(3)その他 

投資信託 18,815 18,182 △632 

合  計 21,206 21,187 △19 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)満期保有目的の債券 

非上場外国債券 1,114 

(2)その他の有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 5,486 



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 

  

  
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

社債 49 102 53 

合計 49 102 53 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 1,436 2,434 998 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 289 320 31 

(3)その他 

投資信託 16,271 16,417 145 

合  計 17,996 19,172 1,175 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)満期保有目的の債券 

非上場外国債券 1,137 

(2)その他の有価証券 

非上場株式 5,760 

投資事業有限責任組合等 719 



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 

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成16年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 ・デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 ・デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末（平成17年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 ・デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。 

  

  

  
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

社債 49 101 52 

合計 49 101 52 

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1)株式 1,469 2,092 623 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 289 308 19 

(3)その他 

投資信託 16,159 16,237 77 

合  計 17,918 18,639 720 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)満期保有目的の債券 

非上場外国債券 1,073 

(2)その他の有価証券 

非上場株式 5,557 

投資事業有限責任組合等 435 



（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） 

  

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） 

  

  
情報・通
信事業 
（百万円） 

リース事
業 
（百万円）

不動産賃
貸・管理
事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計
  

（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
  

（百万円）

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 46,080 3,849 742 1,074 51,746 － 51,746

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

1,031 1,038 1,101 354 3,525 (3,525) －

計 47,112 4,888 1,843 1,428 55,272 (3,525) 51,746

営業費用 44,627 4,982 1,613 1,385 52,608 (3,656) 48,951

営業利益又は営業損失（△） 2,484 △94 229 43 2,663 131 2,795

  
情報・通
信事業 
（百万円） 

リース事
業 
（百万円）

不動産賃
貸・管理
事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計
  

（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
  

（百万円）

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 46,680 3,310 926 868 51,786 － 51,786

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

891 677 999 400 2,968 (2,968) －

計 47,571 3,988 1,925 1,269 54,754 (2,968) 51,786

営業費用 44,530 3,723 1,663 1,222 51,140 (3,038) 48,101

営業利益 3,041 264 261 47 3,614 69 3,684

  
情報・通
信事業 
（百万円） 

リース事
業 
（百万円）

不動産賃
貸・管理
事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計
  

（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
  

（百万円）

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 98,579 6,840 1,481 1,994 108,896 － 108,896

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

2,868 1,891 2,235 778 7,773 (7,773) －

計 101,447 8,731 3,717 2,772 116,670 (7,773) 108,896

営業費用 95,178 8,662 3,265 2,693 109,800 (7,895) 101,904

営業利益 6,269 69 452 79 6,869 121 6,991



 注）１．事業区分は、サービスの種類、性質等の類似性及び業態により、情報・通信事業、リース事業、不動産賃貸・管理事業、

その他の事業にセグメンテーションしております。 

  

２．各事業区分に属する主要品目及び事業内容 

(1)情報・通信事業 

①アウトソーシング②ソフトウェア③システム・インテグレーション④ネットワーク⑤ITコンサルティング⑥バイオ・

インフォマティクス 

(2)リース事業 

情報・通信機器、生産・流通・商業設備等の賃貸及び割賦販売 

(3)不動産賃貸・管理事業 

不動産の賃貸・管理 

(4)その他の事業 

人材派遣、広告・宣伝、物品販売 他 

  

３．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。この結果、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間のリー

ス事業の営業利益は、147百万円多く計上されております。 

  

【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）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な支店がないため、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）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略いたしました。 

  



（１株当たり情報） 

  

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後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 694.96円

１株当たり中間純利益金額 23.25円

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益金額 

21.59円

 

 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

式は存在するものの１株当たり中間

純損失であるため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額 686.68円

１株当たり中間純損失金額 55.25円
  

  

１株当たり純資産額 740.97円

１株当たり当期純利益金額 68.90円

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額 

66.18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株当たり中間(当期)純利益金額又は

１株当たり中間純損失金額 
   

中間(当期)純利益又は中間純損失(△)

（百万円） 
914 △ 2,611 2,867 

普通株主に帰属しない金額（百万円） △ 4 △ 3 12 

（うち利益処分による役員賞与金） （ △ 4） （ △ 3） （  12） 

普通株式に係る中間(当期)純利益又は
中間純損失(△)（百万円） 

918 △ 2,607 2,854 

期中平均株式数（千株） 39,505 47,204 41,432 

     

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（百万円） 22 － 22 

（うち支払利息等(税額相当額控除
後)） 

（  22） （  －） （  22） 

普通株式増加数（千株） 4,070 － 2,044 

（うち転換社債） （4,066） （  －） （2,038） 

（うち新株予約権） （  3） （  －） （  5） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間(当期)純利益金

額の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

新株予約権（新株予約

権の数281個）及び旧

商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権

（新株予約権の目的と

なる数式の数

2,487,000株）。これ

らの詳細は、「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（新株予約

権の数553個）及び旧

商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権

（新株予約権の目的と

なる数式の数

2,440,000株）。これ

らの詳細は、「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（新株予約

権の数541個）及び旧

商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権

（新株予約権の目的と

なる数式の数

2,460,000株）。これ

らの詳細は、「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） 

該当事項はありません。 

  

(2）【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金   427  1,847 1,845  

２ 受取手形   634  325 571  

３ 売掛金   14,965  15,868 18,985  

４ たな卸資産   5,969  5,780 3,079  

５ 短期貸付金   2,790  1,020 1,931  

６ 繰延税金資産   753  1,086 838  

７ その他   1,059  1,355 1,011  

貸倒引当金   △   30  △  11 △  14  

流動資産合計    26,569 16.7 27,274 17.4  28,249 17.6

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産 ※1,2     

(1)建物   13,363  12,939 13,439  

(2)機械及び装置   931  2,277 2,490  

(3)土地   14,283  11,939 14,283  

(4)その他   544  1,153 565  

計   29,123  28,309 30,779  

２ 無形固定資産   2,322  3,708 3,881  

３ 投資その他の資産       

(1)投資有価証券   15,272  14,446 13,561  

(2)関係会社株式   41,948  45,350 45,517  

(3)長期貸付金   35,386  30,675 31,157  

(4)繰延税金資産   5,227  3,151 4,035  

(5)その他   8,229  7,446 7,858  

貸倒引当金   △ 1,890  △ 1,309 △ 1,844  

投資損失引当金   △ 2,809  △ 2,809 △ 2,809  

計   101,364  96,952 97,477  

固定資産合計    132,810 83.3 128,970 82.5  132,138 82.4

Ⅲ 繰延資産       

社債発行費   5  120 40  

繰延資産合計    5 0.0 120 0.1  40 0.0

資産合計    159,385 100.0 156,365 100.0  160,428 100.0

        



  

  

    
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（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形   665  1,126 775  

２ 買掛金   2,798  1,828 2,560  

３ 短期借入金   24,350  11,590 7,480  

４ 一年以内返済長期
借入金 

※2 18,979  13,097 16,462  

５ 一年以内償還社債   3,000  7,600 10,600  

６ 未払法人税等   106  131 213  

７ 未払費用   5,430  5,988 6,847  

８ 賞与引当金   1,626  1,769 1,652  

９ 開発等損失引当金   －  619 －  

10 その他   1,693  1,782 2,145  

流動負債合計    58,649 36.8 45,533 29.1  48,736 30.4

Ⅱ 固定負債       

１ 社債   8,600  9,000 5,000  

２ 長期借入金 ※2 43,619  48,841 51,679  

３ 退職給付引当金   585  813 706  

４ その他 ※2 1,257  1,029 1,156  

固定負債合計    54,062 33.9 59,684 38.2  58,542 36.5

負債合計    112,711 70.7 105,217 67.3  107,279 66.9

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    20,455 12.8 20,455 13.1  20,455 12.8

Ⅱ 資本剰余金       

１ 資本準備金   15,313  18,496 18,496  

２ その他資本剰余金   4,996  4,997 4,996  

資本剰余金合計    20,310 12.7 23,494 15.0  23,493 14.6

Ⅲ 利益剰余金       

１ 利益準備金   －  9 9  

２ システム保守準備
金 

  49  37 49  

３ 特別償却準備金   67  162 67  

４ 別途積立金   5,000  7,001 5,001  

５ 中間（当期）未処
分利益 

  1,745  187 4,501  

利益剰余金合計    6,862 4.3 7,398 4.7  9,628 6.0

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   △  215 △0.1 617 0.4  347 0.2

Ⅴ 自己株式    △  738 △0.4 △  816 △0.5  △  775 △0.5

資本合計    46,673 29.3 51,148 32.7  53,149 33.1

負債資本合計    159,385 100.0 156,365 100.0  160,428 100.0

        



②【中間損益計算書】 

  

  

  次へ 

    
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（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    42,716 100.0 44,198 100.0  92,495 100.0

Ⅱ 売上原価    37,910 88.7 38,498 87.1  81,522 88.1

売上総利益    4,805 11.3 5,699 12.9  10,973 11.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   2,774 6.5 3,353 7.6  5,776 6.3

営業利益    2,031 4.8 2,345 5.3  5,196 5.6

Ⅳ 営業外収益 ※1  649 1.5 544 1.2  1,126 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※2  1,447 3.4 1,287 2.9  2,844 3.0

経常利益    1,233 2.9 1,602 3.6  3,478 3.8

Ⅵ 特別利益 ※3  244 0.6 81 0.2  1,324 1.4

Ⅶ 特別損失 ※4,6  258 0.6 3,199 7.2  1,183 1.3

税引前中間(当期)
純利益又は税引前
中間純損失(△) 

   1,220 2.9 △ 1,516 △3.4  3,619 3.9

法人税、住民税及
び事業税 

  22  24 47  

法人税等調整額   564 586 1.4 454 478 1.1 1,535 1,582 1.7

中間（当期）純利
益又は中間純損失
(△) 

   634 1.5 △ 1,994 △4.5  2,037 2.2

前期繰越利益    1,111 2,181  1,111 

合併による未処分
利益受入額 

   － －  1,550 

中間配当額    － －  197 

中間（当期）未処
分利益 

   1,745 187  4,501 

        



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．資産の評価基準及び評

価方法 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 満期保有目の債券 

  償却原価法（定額法） 同 左 同 左 

  子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 同 左 同 左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 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） 

同 左 決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同 左 同 左 

  (2)デリバティブ (2)デリバティブ (2)デリバティブ 

  時価法 同 左 同 左 

  (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 (3)たな卸資産 

  商品、仕掛品 同 左 同 左 

  …個別法による原価法     

  貯蔵品     

  …先入先出法による原価法     

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 

定額法を採用しております。 同 左 同 左 

  (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

   市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込有効期間（３年）

における見込販売数量に基づく償

却額と販売可能な残存有効期間に

基づく均等配分額を比較し、いず

れか大きい金額を計上しておりま

す。 

 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。 

 その他の無形固定資産につい

ては、定額法によっておりま

す。 

同 左 同 左 



  

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 (1）貸倒引当金 (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

回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

同 左 同 左 

  (2) 投資損失引当金 (2) 投資損失引当金 (2) 投資損失引当金 

   関係会社への投資に係る損失に

備えるため、当該会社の財政状態

を勘案して関係会社株式について

必要額を計上しております。 

同 左 同 左 

  (3）賞与引当金 (3）賞与引当金 (3）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

基づき当中間会計期間負担額を計

上しております。 

同 左 従業員に支給する賞与に充てる

ため、支給対象期間に応じた支給

見込額を計上しております。 

  ────── (4) 開発等損失引当金 ────── 

     受注契約に基づく開発等のう

ち、当中間会計期間末において将

来の損失が見込まれ、かつ、当該

損失額を合理的に見積もることが

可能なものについては、その損失

見込額を計上しております。 

  

  (4）退職給付引当金 (5）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法

により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（13年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。 

同 左  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法

により費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（13年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。 

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

決算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。 



  

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） 

５．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 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

   主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、為替予約取

引については振当処理の要件を満

たしている場合は振当処理を、金

利スワップ取引については特例処

理の要件を満たしている場合は特

例処理を採用しております。 

同 左 同 左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当中間会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりとなっておりま

す。 

同 左  当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりとなっております。 

  
  

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワッ
プ取引 

  借入金 

  
ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワッ
プ取引 

  借入金 

  (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

   金利スワップ取引については、

金利変動による借入債務の損失可

能性を減殺する目的で行っており

ます。 

同 左 同 左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ有効性の評価は、ヘッジ

対象とヘッジ手段についてそれぞ

れのキャッシュ・フロー総額の変

動額を比較しております。 

 ただし、特例処理によっている

金利スワップについては、有効性

の評価を省略しております。 

同 左 同 左 

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  消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

 なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、67百万円を

流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

 税抜方式を採用しております。 

 なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、73百万円を

流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

 税抜方式を採用しております。 

  



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 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

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。この結

果、経常利益は２百万円増加し、また税

引前中間純損失に与える影響は2,579百万

円であります。 

なお、減損損失累計額については、改

正後の中間財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。 

  

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） 

────── （中間貸借対照表） 

  証券取引法の改正に伴って「金融商品会計に関する実務指針」

が改正されたことにより、投資事業有限責任組合及びこれに類す

る組合への出資（証券取引法第２条第２項において有価証券とみ

なされるもの）については、前中間会計期間まで投資その他の資

産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間

より投資その他の資産の「投資有価証券」に含めて記載しており

ます。なお、当該金額は、当中間会計期間末 719百万円、前中間

会計期間末 476百万円であります。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

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 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,145百万円 16,738百万円 16,199百万円 

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 
  

土地 3,523百万円

建物 4,215百万円

構築物 146百万円

機械及び装置 98百万円

計 7,983百万円

  
土地 3,523百万円

建物 4,043百万円

構築物 135百万円

機械及び装置 68百万円

計 7,771百万円

土地 3,523百万円

建物 4,126百万円

構築物 141百万円

機械及び装置 83百万円

計 7,874百万円

 上記物件について、長期借入金（１年

以内に返済予定のものを含む。）1,651百

万円、その他の固定負債182百万円の担保

に供しております。 

 上記物件について、長期借入金（１年

以内に返済予定のものを含む。）1,473百

万円、その他の固定負債111百万円の担保

に供しております。 

 上記物件について、長期借入金（１年

以内に返済予定のものを含む。）1,562百

万円、その他の固定負債146百万円の担保

に供しております。 

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

(1）債務保証 (1）債務保証 (1）債務保証 

下記関係会社の金融機関からの借入

に対して債務保証を行っております。 
  

  

㈱インテック興産 327百万円

計 327百万円

下記関係会社等の金融機関からの借

入に対して債務保証を行っておりま

す。 
  
㈱インテック興産 202百万円

射水ケーブルネットワー

ク㈱（旧 新湊ケーブル

ネットワーク㈱） 

100百万円

計 302百万円

下記関係会社等の金融機関からの借

入に対して債務保証を行っておりま

す。 
  

  

㈱インテック興産 265百万円

新湊ケーブルネットワー

ク㈱ 

100百万円

計 365百万円

(2）保証予約 ────── ────── 

 下記関係会社の金融機関からの借入に

対して債務保証予約を行っております。 

    

  
㈱インテックリース 500百万円

計 500百万円

 

４ 資金調達力を高めるため、取引銀行

６行とクレジット・ファシリティ契

約を締結しております。 

４ 資金調達力を高めるため、取引銀行 

６行とクレジット・ファシリティ契

約を締結しております。 

４ 資金調達力を高めるため、取引銀行 

６行とクレジット・ファシリティ契

約を締結しております。 
  

クレジット・ファシ

リティ契約の総額 

 

14,000百万円

当中間期末借入実行

残高 

 

7,000百万円

差引額 7,000百万円

  

  

クレジット・ファシ

リティ契約の総額 

 

7,000百万円

当中間会計期間末借

入実行残高 

 

なし

   

  

クレジット・ファシ

リティ契約の総額 

 

7,000百万円

当期末残高 なし



（中間損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

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 営業外収益の主要科目 ※１ 営業外収益の主要科目 ※１ 営業外収益の主要科目 
  

受取利息及び配当金 281百万円
 

受取利息及び配当金 145百万円 受取利息及び配当金 431百万円

※２ 営業外費用の主要科目 ※２ 営業外費用の主要科目 ※２ 営業外費用の主要科目 
  

支払利息 823百万円

社債利息 120百万円

 
支払利息 752百万円

社債利息 149百万円

支払利息 1,680百万円

社債利息 226百万円

※３ 特別利益の主要科目 ※３     ────── ※３ 特別利益の主要科目 
  

  
投資有価証券売却益 244百万円

 

  
   投資有価証券売却益 429百万円

退職給付信託設定益 846百万円

※４ 特別損失の主要科目 ※４ 特別損失の主要科目 ※４ 特別損失の主要科目 
  

投資有価証券評価損 32百万円

貸倒引当金繰入額 31百万円

 
減損損失 2,582百万円

投資有価証券評価損 147百万円
  

投資有価証券解約損 748百万円

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 
  

有形固定資産 497百万円

無形固定資産 437百万円

 
有形固定資産 723百万円

無形固定資産 388百万円

有形固定資産 1,107百万円

無形固定資産 876百万円

※６     ────── ※６ 減損損失 ※６     ────── 

  当中間会計期間において、当社は以下

の資産グループについて減損損失を計上

しました。 

当社は、事業本部、地域により、また

賃貸不動産については個別の物件ごとに

資産のグルーピングを行っております。 

継続的な地価の下落により、当社は当

中間会計期間において、収益性が著しく

低下した資産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失（2,582百万円）として特別損失に

計上いたしました。その内訳といたしま

しては、事業用資産348百万円（内、土

地262百万円、建物86百万円）、賃貸不

動産2,112百万円（内、土地1,983百万

円、建物129百万円）、遊休資産120百万

円（内、土地114百万円、建物3百万円、

その他2百万円）であります。 

なお、当資産グループの回収可能価額

は、正味売却価額により測定しており、

重要性の高い土地および建物については

不動産鑑定評価額により評価しておりま

す。 

用途 種類 場所 

事業用資産 
土地及び建
物 

北海道札幌市 

賃貸不動産 
土地及び建
物 

千葉県船橋市、
富山県富山市 

遊休資産 
土地及び建
物等 

富山県富山市 
その他 2箇所 

  



（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） 

 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 

 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 

 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．借手側 １．借手側 １．借手側 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び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、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 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装
置 

4,271 1,961 2,310

工具・器具
及び備品 

251 155 95

ソフトウェ
ア 

280 67 213

合計 4,802 2,183 2,619

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械及び装
置 

4,571 2,233 2,338

工具・器具
及び備品 

221 152 69

ソフトウェ
ア 

4,566 3,675 891

合計 9,360 6,060 3,299

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

機械及び装
置 

4,187 1,896 2,291

工具・器具
及び備品 

242 152 89

ソフトウェ
ア 

4,332 3,266 1,065

合計 8,762 5,315 3,446

(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 900百万円

１年超 1,910百万円

合計 2,810百万円

  
１年内 1,492百万円

１年超 1,973百万円

合計 3,465百万円

１年内 1,484百万円

１年超 2,222百万円

合計 3,706百万円

(3)当中間期の支払リース料、減価償却費

相当額及び支払利息相当額 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

  
支払リース料 634百万円

減価償却費相当額 521百万円

支払利息相当額 107百万円

  
支払リース料 918百万円

減価償却費相当額 823百万円

支払利息相当額 79百万円

支払リース料 1,401百万円

減価償却費相当額 1,170百万円

支払利息相当額 212百万円

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同 左 同 左 

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法 (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。 

同 左 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。 

  



  
  

  次へ 

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） 

２．転貸リース取引 ２．転貸リース取引 ２．転貸リース取引 

未経過支払リース料中間期末残高相当額 未経過支払リース料中間期末残高相当額 未経過支払リース料期末残高相当額 
  

１年内 2,210百万円

１年超 3,414百万円

合計 5,625百万円

  
１年内 1,961百万円

１年超 2,651百万円

合計 4,613百万円

１年内 2,089百万円

１年超 2,868百万円

合計 4,958百万円

未経過受取リース料中間期末残高相当額 未経過受取リース料中間期末残高相当額 未経過受取リース料期末残高相当額 
  

１年内 2,210百万円

１年超 3,414百万円

合計 5,625百万円

  
１年内 1,961百万円

１年超 2,651百万円

合計 4,613百万円

１年内 2,089百万円

１年超 2,868百万円

合計 4,958百万円

なお、転貸リース取引に係る上記金額

は、「利子込み法」により算定しておりま

す。 

また、未経過支払リース料は、上記の借

手側の注記(2)未経過リース料中間期末残

高相当額には含まれておりません。 

なお、転貸リース取引に係る上記金額

は、「利子込み法」により算定しておりま

す。 

また、未経過支払リース料は、上記の借

手側の注記(2)未経過リース料中間期末残

高相当額には含まれておりません。 

なお、転貸リース取引に係る上記金額

は、「利子込み法」により算定しておりま

す。 

また、未経過支払リース料は、上記の借

手側の注記(2)未経過リース料期末残高相

当額には含まれておりません。 

      

  オペレーティング・リース取引   オペレーティング・リース取引   オペレーティング・リース取引 

未経過リース料（借手側） 未経過リース料（借手側） 未経過リース料（借手側） 
  

１年内 136百万円

１年超 54百万円

合計 190百万円

  
１年内 165百万円

１年超 80百万円

合計 245百万円

１年内 65百万円

１年超 33百万円

合計 98百万円



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成16年９月30日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

当中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

前事業年度末（平成17年３月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

種類 
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 262 2,187 1,924 

関連会社株式 363 1,531 1,167 

合計 626 3,718 3,091 

種類 
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 2,703 3,507 804 

関連会社株式 2 7 5 

合計 2,705 3,514 809 

種類 
貸借対照表計上額
（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 2,703 3,543 840 

関連会社株式 2 7 4 

合計 2,705 3,550 845 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後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。 

  

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

  

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） 

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 1,181.66円

１株当たり中間純利益

金額 

 

16.05円

  
１株当たり純資産額 1,083.94円

１株当たり中間純損失

金額 

 

42.24円

１株当たり純資産額 1,125.52円

１株当たり当期純利益

金額 

 

49.16円

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額          15.08円 

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

式は存在するものの１株当たり中間

純損失であるため記載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額          47.38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株当たり中間（当期）純利益金額 

又は１株当たり中間純損失金額 
   

中間（当期）純利益 

又は中間純損失（△）（百万円） 
634 △1,994 2,037 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は中間純損失（△）（百万円） 
634 △1,994 2,037 

期中平均株式数（千株） 39,505 47,204 41,432 

     

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（百万円） 22 － 22 

（うち支払利息等(税額相当額控除
後)） 

（  22） （  －） （  22） 

普通株式増加数（千株） 4,070 － 2,044 

（うち転換社債） （4,066） （  －） （2,038） 

（うち新株予約権） （  3） （  －） （  5） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

新株予約権（新株予約

権の数281個）及び旧

商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権

（新株予約権の目的と

なる株式の数

2,487,000株）。これ

らの詳細は、「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（新株予約

権の数553個）及び旧

商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権

（新株予約権の目的と

なる数式の数 

2,440,000株）。これ

らの詳細は、「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（新株予約

権の数541個）及び旧

商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権

（新株予約権の目的と

なる数式の数 

2,460,000株）。これ

らの詳細は、「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。 



(2）【その他】 

平成17年11月21日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(1) 中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・235百万円 

(2) １株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・5円00銭 

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・平成17年12月９日 

（注）平成17年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。 

  

  



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54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 

  



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24日

株式会社インテック     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 大村 啓三  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 蔵島 大造  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

式会社インテックの平成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、株式会社インテック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19日

株式会社インテック     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 大村 啓三  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 蔵島 大造  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

式会社インテックの平成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、株式会社インテック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。 

  

追記情報 

 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に記載されているとおり、会社は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を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

 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24日

株式会社インテック     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 大村 啓三  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 蔵島 大造  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

式会社インテックの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第54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、株式会社インテックの平成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19日

株式会社インテック     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 大村 啓三  印 

  
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 蔵島 大造  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

式会社インテックの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第55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、株式会社インテックの平成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。 

  

追記情報 

 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に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より固定

資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

 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、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 
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