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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 
 

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50期 

会計期間 

自 平成13年 
  ４月１日 
至 平成13年 
  ９月30日 

自 平成14年 
  ４月１日 
至 平成14年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成13年 
  ４月１日 
至 平成14年 
  ３月31日 

自 平成14年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ３月31日 

売上高 (千円) ― ― 18,492,155 ― ― 

経常損失 (千円) ― ― 216,488 ― ― 

中間純損失 (千円) ― ― 302,448 ― ― 

純資産額 (千円) ― ― 5,016,691 ― ― 

総資産額 (千円) ― ― 21,042,525 ― ― 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 400.84 ― ― 

１株当たり中間 
純損失 

(円) ― ― 24.16 ― ― 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) ― ― 23.8 ― ― 

営業活動による 
キャッシュ・フロー (千円) ― ― 44,757 ― ― 

投資活動による 
キャッシュ・フロー (千円) ― ― 71,054 ― ― 

財務活動による 
キャッシュ・フロー (千円) ― ― △175,284 ― ― 

現金及び現金同等物 
の中間期末残高 (千円) ― ― 2,210,301 ― ― 

従業員数 (名) ― ― 1,055 ― ― 

(注) １ 第51期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、第51期中間連結会計期間前につい

ては記載しておりません。 
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 
３ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 
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(2) 提出会社の経営指標等 
 

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50期 

会計期間 

自 平成13年 
  ４月１日 
至 平成13年 
  ９月30日 

自 平成14年 
  ４月１日 
至 平成14年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成13年 
  ４月１日 
至 平成14年 
  ３月31日 

自 平成14年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 20,234,656 19,627,392 18,407,590 42,118,969 40,790,618 

経常利益又は 
経常損失(△) (千円) △892,705 38,877 △173,361 △1,564,131 170,736 

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(千円) △1,316,353 21,028 △254,571 △2,795,750 67,891 

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(千円) ― ― ― ― ― 

資本金 (千円) 3,654,257 3,654,257 3,654,257 3,654,257 3,654,257 

発行済株式総数 (株) 12,561,219 12,561,219 12,561,219 12,561,219 12,561,219 

純資産額 (千円) 6,594,206 5,121,348 5,027,001 5,155,432 5,038,071 

総資産額 (千円) 24,416,256 21,858,045 20,923,354 25,301,071 22,569,319 

１株当たり純資産額 (円) 524.97 408.40 401.66 410.79 402.39 

１株当たり 
中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(円) △104.80 1.68 △20.34 △222.71 5.42 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ― 

１株当たり中間 
(年間)配当額 (円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 27.0 23.4 24.0 20.4 22.3 

営業活動による 
キャッシュ・フロー (千円) △49,025 △1,182,228 ― △666,389 △337,031 

投資活動による 
キャッシュ・フロー (千円) △65,811 194,367 ― 440,206 △59,445 

財務活動による 
キャッシュ・フロー (千円) △653 37,372 ― 881,133 △55,492 

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 (千円) 1,865,126 1,685,079 ― 2,635,568 2,183,598 

従業員数 (名) 1,073 965 940 985 942 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 
２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 
３ 第49期から自己株式を資本に対する控除項目としており、また、１株当たりの各数値(配当額は除く。)

の計算については発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。 
４ 第50期以前における持分法を適用した場合の投資利益については、損益等からみて重要性の乏しい関係

会社のみであるため記載を省略しております。また、第51期中間会計期間に係る持分法損益については、

第51期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 
５ 第51期中間会計期間より、中間連結財務諸表を作成しているため、キャッシュ・フロー計算書に係る経

営指標等の記載は省略しております。 
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２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業内容に重

要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

 

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間より、以下の４社(連結子会社３社、持分法適用関連会社１社)の重要性が増し

たため、当該会社を対象として中間連結財務諸表を作成しております。 

名称 住所 
資本金 
(千円) 

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) 
大興テクノサービス㈱ 

東京都 
台東区 10,000 

建物附帯諸設備の
保守管理 55.6 

当社が受注した建物附帯諸設
備の保守管理業務の一部委託
を行っております。 
役員兼務１名 

(連結子会社) 
大興ビジネス㈱ 

東京都 
文京区 20,000 

ソフトウェアの開
発およびソフトウ
ェアに係る運用管
理業務 

72.5 

当社が受注したソフトウェア
の開発およびソフトウェアに
係る運用管理業務の一部委託
を行っております。 
役員兼務１名 

(連結子会社) 
㈱サイバーコム 

東京都 
千代田区 

137,000 
ソフトウェアの開
発および販売 

96.5 

当社が受注したソフトウェア
開発業務の一部委託を行って
おります。 
役員兼務１名 

(持分法適用関連会社) 
㈱大和ソフトウェア 
リサーチ 

東京都 
千代田区 

404,500 

ソフトウェアに係
るコンサルティン
グ、開発および運
用管理業務 

49.7 

当社が受注したソフトウェア
に係るコンサルティング、開
発および運用管理業務の一部
委託を行っております。 
役員兼務１名 

 

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 
平成15年９月30日現在 

事業部門等の名称 従業員数(名) 

情報通信機器部門 250 

ソリューションサービス部門 664 

管理部門 141 

合計 1,055 

(注) 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの

出向者を含む就業人員であり、契約社員を含んでおります。 

 

(2) 提出会社の状況 
平成15年９月30日現在 

従業員数(名) 940 

(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

 

(3) 労働組合の状況 

労使関係については、特に記載すべき事項はありません。 
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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のわが国経済は、各種経済統計で改善傾向を示し、株式市場の回復、設備投

資の下げ止まりなど、穏やかな景気回復基調が見られるものの、長期化するデフレ、雇用状況の悪

化など、先行きは不透明感があり、個人消費は力強さを欠いたまま推移するなど、依然として厳し

い状況が続きました。 

当情報サービス業界におきましては、このような経済情勢のもと、企業の情報化投資抑制と低価

格化が一層進行する状況が続き、マーケットのあらゆる分野で受注獲得競争が激化しております。 

こうした環境のなか、当社は、事業構造改革を柱とする「再生プラン」に基づき、ハードウェア

販売からソフト・サービスを中心としたソリューションサービスへのシフトを強力に推進するため

に、全社的な業種戦略として、業種別マーケティング、商品開発、情報共有、支援体制を整備する

とともに、実績とノウハウが豊富で、競合他社と明確に差別化できる「得意分野」を活かしたマー

ケット別戦略を重点戦略として取り組んでまいりました。 

また、品質・価格両面での総合的競争力の強化を図るために、プロジェクト監理部によるソリュ

ーション商談の進捗管理、リスク管理の徹底に努めるとともに、中国ソフトハウスの活用促進によ

る開発コストの低減を推進いたしました。 

お客さまとの関係強化、顧客満足度向上策として全国で「エグゼクティブセミナー」、「業務別

ユーザ会」を開催し、６月には、お客さまからの「声」に迅速に対応させていただくと同時により

一層のサービス向上に努めるために、「お客さま相談窓口ホットライン」を開設いたしました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は184億92百万円、営業損失２億２百万円、経常

損失２億16百万円、中間純損失３億２百万円となりました。 

なお、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期との比較は

行っておりません。 

 

事業部門別の業績は次のとおりであります。 

なお、当社グループは、事業の種類別セグメント情報を開示しておりませんので事業部門別に記

載しております。 

 

情報通信機器部門 

情報通信機器部門におきましては、リプレース需要の積極的掘り起こし、官公庁向けの入札等

顧客の拡大を行いましたが、情報化投資抑制やハードウェアの価格下落の影響により、売上高は

73億41百万円(売上構成比39.7％)となりました。 

 

ソリューションサービス部門 

ソリューションサービス部門におきましては、重点戦略として取り組んだ業種戦略ならびに
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「得意分野」を活かしたマーケット別戦略により、製造業・流通業向けソリューション、お客様

のシステム運用負担を軽減する運用ソリューションは堅調な推移を示しました。全般的に受注成

約時期の遅れが見られ、ソフトウェアサービスの売上は57億30百万円となりました。 

保守サービスの売上は35億75百万円、ネットワーク工事の売上はＩＰ－ネットワーク関連商談

の増加が寄与し18億45百万円といずれも堅調に推移し、ソリューションサービス部門の売上は111

億51百万円(売上構成比60.3％)となりました。 
 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における「現金及び現金同等物」の中間期末残高は、22億10百万円と期首残

高と比べ59百万円の減少となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、主に売上債権の回収促進による売上債権の減少額20

億24百万円、たな卸資産の増加額４億12百万円、仕入債務の減少額15億77百万円により、44百万円

の収入となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、主に投資有価証券の売却による収入により71百万円

の収入となりました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、主に借入金３億50百万円の収入と借入金の返済７億

54百万円ならびに社債発行による収入２億93百万円、償還による支出60百万円により１億75百万円

の支出となりました。 

なお、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期との比較は

行っておりません。 

 

(注) 「第２ 事業の状況」に記載している金額には、消費税等は含まれておりません。 
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２ 【受注及び販売の状況】 

当社グループは、事業の種類別セグメント情報を記載しておりませんので、事業部門別に記載して

おります。 

(1) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門別 受注高(千円) 受注残高(千円) 

情報通信機器 6,462,548 5,342,191 

ソリューションサービス   

ソフトウェアサービス 6,198,973 3,572,536 

保守サービス 3,575,314 ― 

ネットワーク工事 1,957,249 643,614 

小計 11,731,537 4,216,151 

合計 18,194,085 9,558,343 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期との比較は行っておりま

せん。 
 

(2) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門別 販売高(千円) 

情報通信機器 7,341,140 

ソリューションサービス  

ソフトウェアサービス 5,730,607 

保守サービス 3,575,314 

ネットワーク工事 1,845,093 

小計 11,151,015 

合計 18,492,155 

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 
相手先 

金額(千円) 割合(％) 

富士通㈱ 2,360,804 12.8 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期との比較は行っておりま

せん。 
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３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。 

 

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

 

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 
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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】 

該当事項はありません。 
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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】 
 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 47,900,000 

計 47,900,000 

(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を定款に定めております。 

 

② 【発行済株式】 
 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成15年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成15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 12,561,219 12,561,219 
東京証券取引所 
(市場第二部) 

完全議決権株式であり、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 12,561,219 12,561,219 ― ― 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 
 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額 
 

(千円) 

資本金残高 
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金 
残高 
(千円) 

平成15年６月26日 ― 12,561,219 ― 3,654,257 △2,040,173 1,539,546 

平成15年８月６日 ― 12,561,219 ― 3,654,257 △625,982 913,564 

(注) 平成15年６月26日開催の定時株主総会決議において、欠損を填補するため、資本準備金2,040,173千円の取

崩しを実施いたしました。また、同株主総会における資本準備金減少決議(商法289条第２項)に基づき資本
準備金625,982千円(平成15年８月５日に債権者保護手続完了)を取崩し、その他資本剰余金へ振替えており
ます。 
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(4) 【大株主の状況】 
平成15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(％) 

㈱大和証券グループ本社 東京都千代田区大手町２－６－４ 2,030 16.16 

富士通㈱ 
神奈川県川崎市中原区上小田中 
４－１－１ 1,866 14.86 

㈱オービック 東京都中央区日本橋本町４－８－14 1,500 11.94 

大興電子通信従業員持株会 東京都新宿区揚場町２－１ 1,071 8.52 

大興電子通信取引先持株会 東京都新宿区揚場町２－１ 519 4.14 

興銀リース㈱ 東京都中央区京橋２－３－19 517 4.12 

サンテレホン㈱ 東京都中央区日本橋人形町１－２－２ 200 1.59 

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 132 1.06 

住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見１－４－35 71 0.57 

三菱信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内１－４－５ 65 0.52 

計 ― 7,974 63.48 
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(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成15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) ― ― ― 

(自己保有株式) 
完全議決権株式(自己株式等) 

普通株式 45,000 
― 

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 12,170,000 12,170 同上 

単元未満株式 普通株式 346,219 ― 同上 

発行済株式総数 12,561,219 ― ― 

総株主の議決権 ― 12,170 ― 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権２
個)含まれております。株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が

2,000株(議決権２個)あります。 
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式719株が含まれております。 

 

② 【自己株式等】 
平成15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) 
大興電子通信㈱ 東京都新宿区揚場町２－１ 45,000 ― 45,000 0.36 

計 ― 45,000 ― 45,000 0.36 

(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株(議決権２個)あります。 

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含めております。 
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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】 
 

月別 
平成15年 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 170 179 204 250 220 220 

最低(円) 131 148 175 200 200 195 

(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提出日後、当半期報告書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 
 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役 

(営業本部長兼本社ブロック長) 

取締役 

(営業本部長兼ソリューションビジ
ネス統括部長) 

山 本 泰 久 平成15年10月１日 
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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。 

 

(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。 

なお、前中間会計期間(平成14年４月１日から平成14年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表

等規則に基づき、当中間会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)は、改正後の中間

財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 

(3) 当中間連結会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)は、中間連結財務諸表の作成

初年度であるため、以下に掲げる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は前中間連結会計間及び前連結会計年度との対

比は行っておりません。 

 

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成15年４月１日から平成

15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14年４月１日から平成14年９月30

日まで)及び当中間会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)の中間財務諸表について、

朝日監査法人により中間監査を受けております。 
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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】 
 

  
当中間連結会計期間末 
(平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 構成比(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

現金及び預金 ※２  2,266,301  

受取手形及び売掛金   9,402,744  

たな卸資産   3,446,232  

繰延税金資産   516,883  

その他   173,456  

貸倒引当金   △51,570  

   流動資産合計   15,754,047 74.9 

Ⅱ 固定資産     

  有形固定資産 
※１ 
※２ 

 1,476,528 7.0 

  無形固定資産   328,245 1.6 

  投資その他の資産     

投資有価証券 ※２  1,602,441  

繰延税金資産   933,967  

敷金及び保証金   729,634  

その他   309,709  

貸倒引当金   △97,423  

    投資その他の資産合計   3,478,329 16.5 

    固定資産合計   5,283,103 25.1 

Ⅲ 繰延資産   5,375 0.0 

    資産合計   21,042,525 100.0 
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当中間連結会計期間末 
(平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 構成比(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

支払手形及び買掛金   5,252,833  

短期借入金 ※２  785,002  

一年以内償還予定の社債 ※２  120,000  

未払法人税等   33,003  

賞与引当金   607,200  

製品保証引当金   4,000  

その他 ※３  887,997  

   流動負債合計   7,690,037 36.6 

Ⅱ 固定負債     

社債 ※２  600,000  

長期借入金 ※２  229,730  

退職給付引当金   7,193,654  

役員退職慰労引当金   166,435  

手数料返還引当金   107,000  

   固定負債合計   8,296,819 39.4 

   負債合計   15,986,856 76.0 

     

(少数株主持分)     

  少数株主持分   38,977 0.2 

     

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   3,654,257 17.4 

Ⅱ 資本剰余金   1,539,546 7.3 

Ⅲ 利益剰余金   △264,881 △1.3 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   97,511 0.5 

Ⅴ 自己株式   △9,742 △0.1 

   資本合計   5,016,691 23.8 

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 

  21,042,525 100.0 
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② 【中間連結損益計算書】 
 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 百分比(％) 

Ⅰ 売上高   18,492,155 100.0 

Ⅱ 売上原価   15,290,627 82.7 

   売上総利益   3,201,528 17.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  3,404,294 18.4 

   営業損失   202,765 △1.1 

Ⅳ 営業外収益     

受取配当金  7,590   

持分法による投資利益  6,367   

受取家賃  5,264   

受取手数料  4,642   

その他  5,289 29,155 0.1 

Ⅴ 営業外費用     

支払利息  17,557   

組合出資持分損失  6,692   

固定資産除却損  6,067   

その他  12,560 42,877 0.2 

   経常損失   216,488 △1.2 

Ⅵ 特別利益     

投資有価証券売却益  7,700 7,700 0.1 

Ⅶ 特別損失     

会員権評価損  750 750 0.0 

   税金等調整前 
   中間純損失   209,537 △1.1 

   法人税、住民税及び事業税  26,889   

   法人税等調整額  68,010 94,899 0.5 

   少数株主損失   1,988                                                                                                                                                        0.0 

   中間純損失   302,448                                                                                                       △1.6 
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③ 【中間連結剰余金計算書】 
 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   3,579,719 

Ⅱ 資本剰余金減少高    

欠損填補のための資本準備金取崩高  2,040,173 2,040,173 

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高   1,539,546 

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △2,001,047 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

資本剰余金取崩による増加高  2,040,173 2,040,173 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

役員賞与  1,558  

中間純損失  302,448 304,007 

Ⅳ 利益剰余金中間期末残高   △264,881 
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失  △209,537 

減価償却費  98,839 

連結調整勘定償却額  3,452 

賞与引当金の増加額  7,908 

貸倒引当金の減少額  △308 

役員退職慰労引当金の減少額  △19,945 

退職給付引当金の増加額  371,639 

受取利息及び受取配当金  △7,969 

支払利息及び社債利息  18,621 

社債発行費償却費  1,075 

持分法による投資利益  △6,367 

投資有価証券売却益  △7,700 

会員権評価損  750 

売上債権の減少額  2,024,528 

たな卸資産の増加額  △412,613 

仕入債務の減少額  △1,577,707 

役員賞与の支払額  △2,500 

その他  △165,484 

小計  116,679 

利息及び配当金の受取額  7,999 

利息の支払額  △16,819 

法人税等の支払額  △63,101 

営業活動によるキャッシュ・フロー  44,757 
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当中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の引出しによる収入  100,000 

投資有価証券取得による支出  △71,997 

投資有価証券売却による収入  58,620 

有形固定資産取得による支出  △12,205 

無形固定資産取得による支出  △7,395 

その他  4,032 

投資活動によるキャッシュ・フロー  71,054 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  330,000 

短期借入金の返済による支出  △704,998 

長期借入れによる収入  20,000 

長期借入金の返済による支出  △49,062 

社債発行による収入  293,550 

社債償還による支出  △60,000 

自己株式売買による収支  △987 

配当金の支払額  △3,787 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △175,284 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額(△)  △59,472 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,269,773 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,210,301 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 
 子会社は、全て連結しております。 

 連結子会社の数：３社 
 連結子会社の名称 
  ㈱サイバーコム 

  大興テクノサービス㈱ 
  大興ビジネス㈱ 
２ 持分法の適用に関する事項 
 持分法を適用した関連会社数：１社 

 会社等の名称：㈱大和ソフトウェアリサーチ 
３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 
 連結子会社の中間決算日は、中間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 
 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 
  ①有価証券 

   その他有価証券 
    時価のあるもの 
     中間連結会計期間末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 

  ②たな卸資産 
   機器及び材料：個別法による原価法 
   仕掛品：個別法による原価法 

   貯蔵品：移動平均法による原価法 
 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 
  ①有形固定資産 

   定率法によっております。 
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
    建物      ：10～47年 

    工具器具及び備品：４～15年 
  ②無形固定資産 
   自社利用目的のソフトウェア 

    社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。 
   市場販売目的のソフトウェア 
    見込販売数量に基づく償却額と残存見込販売有効期間(当初における見込販売有効

期間は３年)に基づく均等償却額とのいずれか大きい額を計上する方法によってお
ります。 

   その他の無形固定資産 

    定額法によっております。 
  ③長期前払費用 
   期限内均等償却の方法によっております。 
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当中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

 (3) 重要な引当金の計上基準 
  ①貸倒引当金 
   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上

し、貸倒懸念債権等の特定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。 

  ②賞与引当金 
   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 
  ③製品保証引当金 
   製品のアフターサービスの費用支出に備えるため、過年度の実績を基礎に、将来の見

込みを加味した額を計上しております。 
  ④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。 

   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(５年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生連結会計年度よ
り費用処理しております。 

   また、執行役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支
給額の100％を計上しております。 

  ⑤役員退職慰労引当金 
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額の

100％を計上しております。 

  ⑥手数料返還引当金 
   販売後、所定期間内の解約に伴う販売手数料の返還に備えるため、過去の実績を基礎

として計上しております。 

 (4) 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。 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 
  ①ヘッジ会計の方法 
   金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用

しております。 
  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 
   ヘッジ手段：金利スワップ 

   ヘッジ対象：借入金の利息 
  ③ヘッジ方針 
   当社グループは、社内管理規程に基づき、金利変動リスクを回避する目的で行ってお

ります。 
  ④ヘッジ有効性評価の方法 
   金利スワップ取引については、金利スワップの特例処理の要件を満たしており、その

判定を以って有効性の評価を省略しております。 
 (6) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 
  消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
５ 中間連結キャッシュ・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及び現金同等物は、手許

現金及び要求払預金の他、取得日より３ヶ月以内に満期日が到来する譲渡性預金及び取
得日より３ヶ月以内に償還日が到来する容易に換金可能で、かつ、価格変動について僅
少なリスクしか負わない公社債投資信託からなります。 
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追加情報 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

(繰延資産の処理方法) 
過年度(平成14年３月期)において、社債発行費は支出時に全額費用処理としておりまし

たが、資金調達の効果が翌期以降にも及ぶことから、資金調達に係る費用を合理的に期
間配分するため、当連結会計年度より３年間で毎期均等額を償却する方法に変更いたし
ました。この結果、過年度(平成14年３月期)に採用した方法に比べ、経常損失及び税金

等調整前中間純損失はそれぞれ5,375千円減少しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

当中間連結会計期間末 
(平成15年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
758,275千円 

※２ 担保資産 

  担保提供資産 

定期預金 56,000千円 

建物 516,367千円 

土地 717,222千円 

投資有価証券 372,169千円 

合計 1,661,759千円 
  上記に対応する債務額 

短期借入金 560,000千円

長期借入金 180,000千円
無担保社債に 
対する銀行保証 720,000千円

 
※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示し
ております。 
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(中間連結損益計算書関係) 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

従業員給料手当 1,329,163千円

賞与引当金繰入額 288,927千円

退職給付費用 265,651千円

役員退職慰労引当金繰入額 20,555千円

減価償却費 65,264千円

貸倒引当金繰入額 1,496千円

賃借料 359,417千円
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30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 

現金及び預金勘定 2,266,301千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △56,000千円

現金及び現金同等物 2,210,301千円
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(リース取引関係) 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30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及び中間期末残高相当額 

  
工具器具及び 

備品 
(千円) 

 
ソフトウェア 

(千円)  
合計 
(千円) 

取得価額 
相当額  205,909 72,740 278,649 

減価償却 
累計額相当額 

 154,105 62,422 216,527 

中間期末残高 
相当額 

 51,804 10,317 62,121 

 
 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 52,203千円

１年超 59,092千円

合計 111,296千円
 
 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 39,743千円
減価償却費 
相当額 

25,266千円

支払利息 
相当額 2,585千円

 
 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

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10％と仮定し定率法で計算した額に10／９
を乗じる方法によっております。 

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。 

２ オペレーティング・リース取引 
   未経過リース料 

１年内 826千円

１年超 －

合計 826千円
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(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末 (平成15年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

その他有価証券    

  株式 678,084 922,973 244,888 

  その他 120,241 82,532 △37,709 

合計 798,326 1,005,505 207,179 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

  非上場株式 
 (店頭売買株式を除く) 

596,936 

合計 596,936 
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(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間(自平成15年４月１日至平成15年９月30日) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自平成15年４月１日至平成15年９月30日) 

当社グループは情報通信分野における機器の販売及びサービスの提供を行う単一の事業活動を営

んでいるため、該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自平成15年４月１日至平成15年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間(自平成15年４月１日至平成15年９月30日) 

海外売上高がないため、海外売上高の記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

１株当たり純資産額 400円84銭 

１株当たり中間純損失 24円16銭 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、潜在株式が存在し
ないため、記載しておりません。 

 
(注) １株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

中間純損失(千円) 302,448 

普通株主に帰属しない金額
(千円) ― 

普通株式に係る中間純損失
(千円) 302,448 

普通株式の期中平均株式数
(株) 12,518,603 
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(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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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14年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15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           

現金及び預金 ※２ 1,685,079   2,061,819   2,339,598   

受取手形  363,786   584,830   110,568   

売掛金  9,746,880   8,739,226   11,217,114   

たな卸資産  4,064,730   3,455,810   3,035,973   

繰延税金資産  ―   504,765   ―   

その他  189,154   194,008   207,822   

貸倒引当金  △98,778   △51,099   △44,892   

流動資産合計   15,950,853 73.0  15,489,361 74.0  16,866,184 74.7 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 
※１ 
※２ 

1,506,012  6.9 1,473,983  7.1 1,485,616  6.6 

無形固定資産  460,550  2.1 310,744  1.5 382,114  1.7 

投資その他の資産           

投資有価証券 ※２ 553,071   743,319   574,874   

関係会社株式 ※２ 837,841   1,041,957   717,221   

繰延税金資産  1,564,417   928,675   1,581,216   

敷金及び保証金  751,277   725,748   738,448   

その他  281,930   301,612   327,127   

貸倒引当金  △47,907   △97,423   △103,484   

投資その他の 
資産合計 

 3,940,629  18.0 3,643,890  17.4 3,835,403  17.0 

固定資産合計   5,907,192 27.0  5,428,618 26.0  5,703,134 25.3 

Ⅲ 繰延資産   ― ―  5,375 0.0  ― ― 

資産合計   21,858,045 100.0  20,923,354 100.0  22,569,319 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成14年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15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           

買掛金  6,538,524   5,304,627   6,895,819   

短期借入金 ※２ 1,160,000   760,000   1,160,000   

一年以内償還予定 
の社債 

※２ 120,000   120,000   120,000   

未払法人税等  20,298   19,110   39,297   

前受金  190,486   223,200   90,055   

賞与引当金  568,000   599,000   592,000   

製品保証引当金  4,300   4,000   3,900   

その他 ※５ 522,704   636,554   948,228   

流動負債合計   9,124,313 41.8  7,666,493 36.7  9,849,300 43.7 

Ⅱ 固定負債           

社債 ※２ 420,000   600,000   360,000   

長期借入金 ※２ 240,000   180,000   210,000   

退職給付引当金  6,616,233   7,190,185   6,819,246   

役員退職慰労引当金  223,150   152,675   176,700   

手数料返還引当金  113,000   107,000   116,000   

固定負債合計   7,612,383 34.8  8,229,860 39.3  7,681,946 34.0 

負債合計   16,736,697 76.6  15,896,353 76.0  17,531,247 77.7 
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前中間会計期間末 

(平成14年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15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 
(％) 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   3,654,257 16.7  3,654,257 17.4  3,654,257 16.2 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  3,579,719   913,564   3,579,719   

その他資本剰余金  ―   625,982   ―   

資本剰余金合計   3,579,719 16.4  1,539,546 7.4  3,579,719 15.9 

Ⅲ 利益剰余金           

利益準備金  148,000   ―   148,000   

任意積立金  95,984   ―   95,984   

中間(当期)未処理 
損失 

 2,331,020   254,571   2,284,157   

利益剰余金合計   △2,087,036 △9.6  △254,571 △1.2  △2,040,173 △9.1 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金   △19,700 △0.1  97,511 0.5  △146,976 △0.7 

Ⅴ 自己株式   △5,892 △0.0  △9,742 △0.1  △8,755 △0.0 

資本合計   5,121,348 23.4  5,027,001 24.0  5,038,071 22.3 

負債資本合計   21,858,045 100.0  20,923,354 100.0  22,569,319 100.0 
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② 【中間損益計算書】 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成14年４月１日 
至 平成15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   19,627,392 100.0  18,407,590 100.0  40,790,618 100.0 

Ⅱ 売上原価   16,298,707 83.0  15,263,507 82.9  34,430,227 84.4 

売上総利益   3,328,684 17.0  3,144,082 17.1  6,360,391 15.6 

Ⅲ 販売費及び一般 
管理費 

  3,300,899 16.8  3,304,855 18.0  6,179,669 15.2 

営業利益又は 
営業損失(△)   27,785 0.2  △160,773 △0.9  180,722 0.4 

Ⅳ 営業外収益 ※１  52,611 0.2  29,200 0.2  53,143 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  41,519 0.2  41,788 0.2  63,129 0.1 

経常利益又は 
経常損失(△) 

  38,877 0.2  △173,361 △0.9  170,736 0.4 

Ⅵ 特別利益           

投資有価証券売却益  20,365   7,700   20,365   

特別利益計   20,365 0.1  7,700 0.0  20,365 0.1 

Ⅶ 特別損失           

投資有価証券評価損  55,450   ―   73,709   

投資有価証券売却損  13,106   ―   13,155   

会員権評価損  9,950   750   22,350   

特別損失計   78,506 0.4  750 0.0  109,214 0.3 

税引前当期純利益 
又は税引前中間 
純損失(△) 

  △19,262 △0.1  △166,410 △0.9  81,887 0.2 

法人税、住民税 
及び事業税 ※３ 20,000   18,000   39,000   

法人税等調整額 ※３ △60,290 △40,290 △0.2 70,161 88,161 0.5 △25,003 13,996 0.0 

中間(当期)純利益 
又は中間純損失 
(△) 

  21,028 0.1  △254,571 △1.4  67,891 0.2 

前期繰越損失   △2,352,048   ―   △2,352,048  

中間(当期) 
未処理損失   2,331,020   254,571   2,284,157  
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③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

当中間会計期間に係る中間キャッシュ・フロー計算書については、当中間連結会計期間に係る

中間連結キャッシュ・フロー計算書として記載しております。 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益又は 
税引前中間純損失(△)  △19,262 81,887 

減価償却費  99,019 200,668 

賞与引当金の増加額  2,000 26,000 

貸倒引当金の減少額  △56,223 △54,432 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少額)  6,002 △40,447 

退職給付引当金の増加額  52,280 255,293 

受取利息及び受取配当金  △10,426 △11,626 

支払利息及び社債利息  16,160 36,539 

手形売却損  1,166 ― 

投資有価証券売却益  △20,365 △20,365 

投資有価証券売却損  13,106 13,155 

投資有価証券評価損  55,450 73,709 

有形固定資産売却益  △7,791 ― 

会員権売却損  300 ― 

会員権評価損  9,950 22,350 

売上債権の減少額  2,478,915 1,192,831 

たな卸資産の増減額(△は増加額)  △333,392 695,365 

仕入債務の減少額  △917,895 △560,600 

未払退職金の減少額  △2,132,814 △2,031,963 

その他  △370,344 △145,451 

小計  △1,134,164 △267,086 

利息及び配当金の受取額  10,417 11,602 

利息の支払額  △19,451 △42,516 

法人税等の支払額  △39,030 △39,031 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,182,228 △337,031 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入れによる支出  ─ △156,000 

投資有価証券取得による支出  △10,213 △109,394 

投資有価証券売却による収入  144,522 144,847 

有形固定資産取得による支出  △2,715 △2,715 

有形固定資産売却による収入  19,163 18,863 

無形固定資産取得による支出  △9,618 △12,103 

会員権売却による収入  31,500 31,500 

貸付けによる支出  ─ △10,000 

貸付金の回収による収入  ─ 400 

その他  21,729 35,156 

投資活動によるキャッシュ・フロー  194,367 △59,445 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の返済による支出  △200,000 △200,000 

長期借入れによる収入  300,000 300,000 

長期借入金の返済による支出  ─ △30,000 

社債償還による支出  △60,000 △120,000 

自己株式売買による収支  △2,169 △5,032 

配当金の支払額  △458 △459 

財務活動によるキャッシュ・フロー  37,372 △55,492 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額(△)  △950,489 △451,970 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,635,568 2,635,568 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  1,685,079 2,183,598 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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子会社株式及び関連会社株
式： 

    移動平均法による原価法 

  ②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) 
   時価のないもの 
    移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株
式： 

       同左 

  ②その他有価証券： 
   時価のあるもの 
       同左 

 
 
 

 
   時価のないもの 
       同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株
式： 

       同左 

  ②その他有価証券： 
   時価のあるもの 
    会計期間末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額
は全部資本注入法により処
理し、売却原価は移動平均

法により算定) 
   時価のないもの 
       同左 

 (2) たな卸資産 

①機器及び材料： 
個別法による原価法 

②仕掛品：個別法による原価法 

③貯蔵品：移動平均法による原
価法 

 (2) たな卸資産 

  ①機器及び材料：同左 
 

②仕掛品：同左 

  ③貯蔵品：同左 

 (2) たな卸資産 

  ①機器及び材料：同左 
 

②仕掛品：同左 

  ③貯蔵品：同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 
   定率法によっております。 
   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 
建物      ：10～47年 
工具器具及び備品：５～15年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 
       同左 

２ 固定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 

自社利用目的のソフトウェア 
社内における利用可能期間
(５年)に基づく定額法によ

っております。 

 (2) 無形固定資産 

自社利用目的のソフトウェア 
       同左 

 (2) 無形固定資産 

自社利用目的のソフトウェア 
       同左 

市場販売目的のソフトウェア 
見込販売数量に基づく償却

額と残存見込販売有効期間
(当初における見込販売有
効期間は３年)に基づく均

等償却額とのいずれか大き
い額を計上する方法によっ
ております。 

市場販売目的のソフトウェア 
       同左 

市場販売目的のソフトウェア 
       同左 

   その他の無形固定資産 
定額法によっております。 

   その他の無形固定資産 
       同左 

   その他の無形固定資産 
   同左 

 (3) 長期前払費用 

期限内均等償却の方法によ
っております。 

 (3) 長期前払費用 

       同左 

 (3) 長期前払費用 

       同左 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について
は貸倒実績率により計上し、
貸倒懸念債権等の特定債権に
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。 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
       同左 

３ 引当金の計上基準 
 (1) 貸倒引当金 
       同左 

 (2) 賞与引当金 
   従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計
上しております。 

 (2) 賞与引当金 
       同左 

 (2) 賞与引当金 
       同左 

 (3) 製品保証引当金 
   製品のアフターサービスの費

用支出に備えるため、過年度
の実績を基礎に、将来の見込
みを加味した額を計上してお
ります。 

 (3) 製品保証引当金 
       同左 

 (3) 製品保証引当金 
       同左 

 (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。 

   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(５年)による定額法
により按分した額をそれぞれ
発生事業年度から費用処理し
ております。 

   また、当中間会計期間から執
行役員制度を導入し、執行役
員の退職慰労金内規を新設し
たことに伴い、執行役員に係
る退職慰労金の中間期末要支
給額の100％を退職給付引当
金に含めて処理することとし
ております。なお、当中間会
計期間末の退職給付引当金に
含まれる執行役員の退職慰労
金中間期末要支給総額は
4,025千円であります。 

 (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。 

   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(５年)による定額法
により按分した額をそれぞれ
発生事業年度から費用処理し
ております。 

   また、執行役員の退職金の支
給に備えるため、内規に基づ
く中間会計期間末要支給額の
100％を計上しております。 

 (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、当事業年度末
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。 

   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(５年)による定額法
により按分した額をそれぞれ
発生事業年度から費用処理し
ております。 

   また、当事業年度から執行役
員制度を導入し、執行役員の
退職慰労金内規を新設したこ
とに伴い、執行役員に係る退
職慰労金の期末要支給額の
100％を退職給付引当金に含
めて処理することとしており
ます。なお、当事業年度末の
退職給付引当金に含まれる執
行役員の退職慰労金期末要支
給総額は12,075千円でありま
す。 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

 (5) 役員退職慰労引当金 
   役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく中間

期末要支給額の100％を計上
しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 
       同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 
   役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末

要支給額の100％を計上して
おります。 

 (6) 手数料返還引当金 
   販売後、所定期間内の解約に

伴う販売手数料の返還に備え
るため、過去の実績を基礎と
して計上しております。 

 (6) 手数料返還引当金 
       同左 

 (6) 手数料返還引当金 
       同左 

４ リース取引の処理方法 
  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

４ リース取引の処理方法 
       同左 

４ リース取引の処理方法 
       同左 

５ ヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 
   金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしており
ますので、特例処理を採用し
ております。 

５ ヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 
       同左 

５ ヘッジ会計の方法 
 (1) ヘッジ会計の方法 
       同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段：金利スワップ 
   ヘッジ対象：借入金の利息 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

       同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

       同左 

 (3) ヘッジ方針 

   当社の社内管理規程に基づ
き、金利変動リスクを回避す
る目的で行っております。 

 (3) ヘッジ方針 

       同左 

 (3) ヘッジ方針 

       同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
   金利スワップ取引について

は、金利スワップの特例処理

の要件を満たしており、その
判定を以って有効性の評価を
省略しております。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
       同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
       同左 
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前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

  中間キャッシュ・フロー計算書

上資金の範囲に含めた現金及び
現金同等物は、手許現金及び要
求払預金の他、取得日より３ヶ

月以内に満期日が到来する譲渡
性預金及び取得日より３ヶ月以
内に償還日が到来する容易に換

金可能で、かつ、価格変動につ
いて僅少なリスクしか負わない
公社債投資信託からなります。 

６ 
────── 

６ キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金の範囲 

  キャッシュ・フロー計算書上資

金の範囲に含めた現金及び現金
同等物は、手許現金及び要求払
預金の他、取得日より３ヶ月以

内に満期日が到来する譲渡性預
金及び取得日より３ヶ月以内に
償還日が到来する容易に換金可

能で、かつ、価格変動について
僅少なリスクしか負わない公社
債投資信託からなります。 

 

７ その他中間財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計
処理は、税抜方式によってお
ります。 

７ その他中間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 

       同左 

７ その他財務諸表作成のための基
本となる重要な事項 

 (1) 消費税等の会計処理 

       同左 
 

   (2) 自己株式及び法定準備金取崩

等に関する会計基準 
   当事業年度から「企業会計基

準第１号 自己株式及び法定

準備金の取崩等に関する会計
基準」(平成14年２月21日 
企業会計基準委員会)を適用

しております。この変更に伴
う損益の影響はありません。 

   なお、財務諸表等規則の改正

により、当事業年度における
貸借対照表の資本の部につい
ては、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 
 (3) １株当たり当期純利益に関す

る会計基準等 

   当事業年度から「１株当たり
当期純利益に関する会計基
準」(企業会計基準委員会 

平成14年９月25日 企業会計
基準第２号)及び「１株当た
り当期純利益に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基
準委員会 平成14年９月25日 
企業会計基準適用指針第４

号)を適用しております。 
   なお、同会計基準及び適用指

針の適用に伴う影響について

は、(１株当たり情報)注記事
項に記載のとおりでありま
す。 
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追加情報 
 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

自己株式及び法定準備金取崩等会計
基準 

当中間会計期間から「企業会計
基準第１号 自己株式及び法定
準備金の取崩等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平
成14年２月21日)を適用してお
ります。この変更に伴う損益の

影響はありません。なお、中間
財務諸表等規則の改正により当
中間会計期間における中間貸借

対照表の資本の部については、
改正後の中間財務諸表等規則に
より作成しております。 

これに伴い、前中間会計期間ま
で流動資産に計上しておりまし
た「自己株式」は、当中間会計

期間においては、資本に対する
控除項目として資本の部の末尾
に表示しております。なお、前

中間会計期間は、流動資産の
「その他」に含まれており、そ
の金額は2,947千円でありま

す。 

 
────── 

 
────── 

 
────── 

繰延資産の処理方法 
過年度(平成14年３月期)におい
て、社債発行費は支出時に全額

費用処理としておりましたが、
資金調達の効果が翌期以降にも
及ぶことから、資金調達に係る

費用を合理的に期間配分するた
め、当事業年度より３年間で毎
期均等額を償却する方法に変更

いたしました。この結果、過年
度(平成14年３月期)に採用した
方法に比べ、経常損失及び税引

前中間純損失はそれぞれ5,375
千円減少しております。 

 
────── 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成14年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

前事業年度末 
(平成15年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

758,784千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

750,662千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

777,897千円 
※２ 担保資産 
  担保提供資産 

定期預金 156,000千円 

建物 535,688千円 

土地 590,600千円 

投資有価証券 152,251千円 

関係会社株式 236,544千円 

合計 1,671,083千円 

  上記に対応する債務額 

短期借入金 900,000千円

長期借入金 300,000千円
無担保社債に 
対する銀行保証 540,000千円

 

※２ 担保資産 
  担保提供資産 

定期預金 56,000千円 

建物 516,367千円 

土地 717,222千円 

投資有価証券 332,909千円 

関係会社株式 39,260千円 

合計 1,661,759千円 

  上記に対応する債務額 

短期借入金 560,000千円

長期借入金 180,000千円
無担保社債に 
対する銀行保証 720,000千円

 

※２ 担保資産 
  担保提供資産 

定期預金 156,000千円

建物 529,276千円

土地 717,222千円

投資有価証券 121,956千円

関係会社株式 171,424千円

合計 1,695,878千円

  上記に対応する債務額 

短期借入金 960,000千円

長期借入金 210,000千円
無担保社債に 
対する銀行保証 480,000千円

 
 ３ 偶発債務 
   次の関係会社について、金融

機関からの借入に対し債務保

証を行っております。 

保証先 保証金額 
㈱大和ソフト 
ウェアリサーチ 300,000千円
 

 ３    ───── 
 

 ３ 偶発債務 
   次の関係会社について、金融

機関からの借入に対し債務保

証を行っております。 

保証先 保証金額 
㈱大和ソフト 
ウェアリサーチ 265,000千円

 
 ４    ───── 
 

 ４    ─────  ４ 手形割引高 

受取手形割引高 271,009千円
 

※５ 消費税等の取扱い 
   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の
「その他」に含めて表示して
おります。 

※５ 消費税等の取扱い 
同左 

※５    ───── 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 55千円

受取配当金 10,371千円

受取家賃 5,428千円

受取手数料 4,839千円
 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 444千円

有価証券利息 17千円

受取配当金 14,215千円

受取家賃 5,264千円

受取手数料 4,642千円
 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 118千円

受取配当金 11,508千円

受取家賃 11,263千円

受取手数料 9,041千円
 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 14,181千円

手形売却損 1,166千円

社債利息 1,978千円

組合出資持分損失 3,284千円

固定資産除却損 1,178千円
 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 16,619千円

社債利息 1,595千円

社債発行費償却 1,075千円

組合出資持分損失 6,692千円

固定資産除却損 6,067千円
 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 32,756千円

社債利息 3,782千円
 

※３ 中間会計期間に係る納付税額
及び法人税等調整額は、当事
業年度におけるプログラム準

備金の取崩及び積立予定額を
反映して計算しております。 

※３    ───── 
 

※３    ───── 
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 20,521千円

無形固定資産 77,313千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 19,008千円

無形固定資産 78,321千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 40,848千円

無形固定資産 157,487千円
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

当中間会計期間に係る中間キャッシュ・フロー計算書関係の注記については、当中間連結会計

期間に係る中間連結キャッシュ・フロー計算書関係の注記として記載しております。 
 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,685,079千円

現金及び現金同等物 1,685,079千円
  

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,339,598千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △156,000千円

現金及び現金同等物 2,183,598千円
  

 



―  ― 48 

(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15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及び中間
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及び中間
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及び期末
残高相当額 

  

工具器
具及び 
備品 
(千円) 

 
ソフト 
ウェア
(千円) 

 
合計 
(千円) 

取得 
価額 

相当額 
 312,230 88,698 400,928 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

 260,110 66,755 326,865 

中間期
末残高 
相当額 

 52,120 21,943 74,063 

 

  

工具器
具及び 
備品 
(千円) 

 
ソフト 
ウェア
(千円) 

 
合計 
(千円) 

取得 
価額 

相当額 
 199,334 72,740 272,074 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

 152,790 62,422 215,213 

中間期
末残高 
相当額 

 46,544 10,317 56,861 

 

  

工具器
具及び 
備品 
(千円) 

 
ソフト 
ウェア
(千円) 

 
合計 
(千円) 

取得 
価額 

相当額 
 272,692 88,698 361,391 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

 218,125 73,371 291,496 

期末 
残高 
相当額 

 54,567 15,327 69,895 

 
(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 74,718千円

１年超 75,159千円

合計 149,877千円
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相
当額 

１年内 50,965千円

１年超 54,925千円

合計 105,891千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 64,332千円

１年超 66,547千円

合計 130,880千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当
額及び支払利息相当額 
支払リース料 49,743千円
減価償却費 
相当額 

34,422千円

支払利息 
相当額 3,528千円

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当
額及び支払利息相当額 
支払リース料 38,985千円
減価償却費 
相当額 

24,609千円

支払利息 
相当額 2,421千円

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当
額及び支払利息相当額 
支払リース料 93,618千円
減価償却費 
相当額 

60,769千円

支払利息 
相当額 6,226千円

 
(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 
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10％と仮
定し定率法で計算した額
に10/9を乗じる方法によ
っております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法 
減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法 
減価償却費相当額の算定方法 

同左 

   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。 

   利息相当額の算定方法 
同左 

   利息相当額の算定方法 
同左 

２ オペレーティング・リース取引 
   未経過リース料 

１年内 1,983千円

１年超 826千円

合計 2,810千円
  

２ オペレーティング・リース取引 
   未経過リース料 

１年内 826千円

１年超 －千円

合計 826千円
  

２ オペレーティング・リース取引 
   未経過リース料 

１年内 1,818千円

１年超 －千円

合計 1,818千円
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(有価証券関係) 

当中間会計期間に係る有価証券関係の注記(子会社及び関連会社株式で時価のあるものを除く)

については、当中間連結会計期間に係る有価証券関係の注記として記載しております。 

前中間会計期間末 (平成14年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

(1)子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

(2)その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

株式 545,319 658,942 113,623 

その他 167,901 119,581 △48,319 

合計 713,220 778,523 65,303 

(注) 当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式投資信託について55,450千円減損処理を行っ
ております。なお、当該有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて30％以上下

落した場合には「著しく下落した」ものとし、時価の推移及び発行体の財政状態等の検討により回復可能
性を総合的に判断しております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

子会社株式 73,497 

関連会社株式 326,200 

合計 399,697 

(2)その他有価証券 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 212,691 

 

当中間会計期間末 (平成15年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 



―  ― 50 

前事業年度末 (平成15年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

(1)子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

(2)その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 619,669 564,536 △55,132 

その他 169,241 109,754 △59,487 

合計 788,910 674,290 △114,619 

(注) 当事業年度において、その他有価証券の上場株式について10,509千円、長期投資信託について63,200千円
減損処理を行っております。なお、当該有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得原価に比

べて30％以上下落した場合には「著しく下落した」ものとし、時価の推移及び発行体の財政状態等の検討
により回復可能性を総合的に判断しております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

子会社株式 73,497 

関連会社株式 326,200 

合計 399,697 

(2)その他有価証券 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 218,107 
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(デリバティブ取引関係) 

当中間会計期間に係るデリバティブ取引関係の注記については、当中間連結会計期間に係るデ

リバティブ取引関係の注記として記載しております。 

前中間会計期間(自平成14年４月１日至平成14年９月30日) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。 

 

前事業年度(自平成14年４月１日至平成15年３月31日) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から

除いております。 
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(持分法損益等) 

当中間会計期間に係る持分法損益等については、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を

作成しているため記載しておりません。 
 

前中間会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

利益基準、利益剰余金基準の各基準に与える影響から判
断して、合理的な判断を妨げるような重要な影響を及ぼ

さないため、注記を省略しております。 

 
同左 
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１株当たり純資産額 408円40銭 401円66銭 402円39銭 

１株当たり中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 1円68銭 △20円34銭 5円42銭 

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益は、潜在株
式が存在していないた
め、記載しておりませ
ん。 

同左 潜在株式調整後１株当た
り当期純利益は、潜在株
式が存在しないため、記
載しておりません。 
当事業年度から「企業会
計基準第２号 １株当た
り当期純利益に関する会
計基準」(企業会計基準委
員会 平成14年９月25日)
及び「企業会計基準適用
指針第４号 １株当たり
当期純利益に関する会計
基準の適用指針」(企業会
計基準委員会 平成14年
９月25日)を適用しており
ます。なお、当事業年度
において、従来と同様の
方法によった場合の(１株
当たり情報)については、
影響はありません。 

(注) １ (追加情報) 
前中間会計期間(自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日) 
当中間会計期間から「企業会計基準第２号 １株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 
平成14年９月25日)及び「企業会計基準適用指針第４号 １株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成14年９月25日)を適用しております。 
なお、同会計基準及び適用指針を前中間会計期間及び前事業年度に適用して算定した場合の１株当たり情報につ
いては、それぞれ以下のとおりであります。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

１株当たり純資産額 525円04銭 410円79銭 

１株当たり中間(当期) 
純損失(△) 

△104円85銭 △222円71銭 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

― ― 

 

２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)(千円) 21,028 △254,571 67,891 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益又は中間純損失(△) 
(千円) 

21,028 △254,571 67,891 

普通株式の期中平均株式数
(株) 12,545,184 12,518,603 12,536,744 
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(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

 

 
 
 

有価証券報告書 
及びその添付書類 
 

事業年度 
(第50期) 

 

自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日 
 

 
平成15年６月26日 
関東財務局長に提出。 
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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15年12月17日 

大興電子通信株式会社 

取締役会 御中 

朝 日 監 査 法 人 

 

代表社員 
関与社員 

 公認会計士  神  谷  英  一  印 

 

関与社員  公認会計士  磯  貝  和  敏  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

れている大興電子通信株式会社の平成15年４月１日から平成16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15年４月１日から平成15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、大興電子通信株式会社及び連結子会社の平成15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15年４月１日から平成15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関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

 

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

その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 
 



中 間 監 査 報 告 書 
 

 

平成14年12月19日 

大興電子通信株式会社 

代表取締役社長 牧 野 誠 毅 殿 

朝 日 監 査 法 人 

 

代表社員 
関与社員 

 公認会計士  神  谷  英  一  印 

 

関与社員  公認会計士  磯  貝  和  敏  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

れている大興電子通信株式会社の平成14年４月1日から平成15年３月31日までの第50期事業年度の中間会

計期間(平成14年４月1日から平成14年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、

中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。 

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中

間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中

間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、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、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用

されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「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)の定めるところに準拠しているものと認められた。 

よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が大興電子通信株式会社の平成14年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成14年４月1日から平成14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関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

 

以 上 

 
 

 
 
※ 上記は、当社(半期報告書提出会社)が、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15年12月17日 

大興電子通信株式会社 

取締役会 御中 

朝 日 監 査 法 人 

 

代表社員 
関与社員 

 公認会計士  神  谷  英  一  印 

 

関与社員  公認会計士  磯  貝  和  敏  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

れている大興電子通信株式会社の平成15年４月１日から平成16年３月31日までの第51期事業年度の中間

会計期間(平成15年４月１日から平成15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、大興電子通信株式会社の平成15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15年４月１日から平成15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関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

 

以 上 

 
 

 
 
※ 上記は、当社(半期報告書提出会社)が、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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