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平成 18 年３月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

  平成 18 年 2 月 10 日 

上場会社名 株式会社アイ・ビー・イー （コード番号：2347    東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.ibe.jp/ ）   

代 表 者    代表取締役  菅原 仁 ＴＥＬ：（ 03 ）3556  ― 2614    
問合せ先責任者    常務取締役  橋本 佳往 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日 ～ 平成 17 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況                          （百万円未満切捨） 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 

純 利 益       
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年 3 月期第 3 四半期 833 △37.3 △808  ― △821  ― △1,431  ―

17 年 3 月期第 3 四半期 1,329  44.2 △493  ― △540  ― △323  ―

(参考)17 年 3 月期 2,834  31.8 230 22.2 188 27.7 100 25.1
 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

18 年 3 月期第 3 四半期 △63,442  70 ―    

17 年 3 月期第 3 四半期 △13,954  31     ―    

(参考)17 年 3 月期 4,772  90 4,606  39
 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 
（2）経営成績の進捗状況に関する定性的情報等 

当四半期における我が国経済は、緩やかながら増勢が続く輸出、堅調さを持続している個人消費や設備

投資、増加基調にある生産に支えられ景気回復の基調を維持しております。一方、米国経済の先行きに対

する不透明感や公的負担の増加による個人消費への影響などの不安材料も多く、今後の見通しにつきまし

ては決して楽観できない状況であります。 

このような状況の中、当社の主要業務領域である 「Video－IT」関連ビジネスを取り巻く環境においても、

各企業の予算運用の姿勢は依然として慎重でありますが、一方で急速なブロードバンドインフラや第 3世

代携帯電話の普及を背景に、デジタル映像の利用範囲は拡大してきております。一般事業会社においては

「Video－IT」を収益力向上の戦略的ツールとして導入しようという気運が高まってきており,「既存事業」

と「Video－IT」の融合が加速化してきております。また、放送・映像業界においては「放送と通信の融合」

という言葉に代表されるように、多メディア・多チャンネル展開の動きが本格化してきており、「Video－

IT」に関連する市場は順調に拡大してきております。 
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当社では、このような市場ニーズに応えるために、システムインテグレーション事業、プロダクト事業、

サービス事業を通じて、デジタル映像管理システム、ビデオコミュニケーションシステム等の提供を行っ

てまいりました。 

システムインテグレーション事業においては、映像コンテンツの有効利用を目論む放送・映像業界や、e

ラーニングの導入や講義等の映像資産の効率的管理・運用を検討している大学、「Video－IT」を導入して

収益力の向上や新たなビジネス機会の創造を目指す一般企業に対して営業活動を行ってまいりました。放

送・映像業界や大学マーケットにつきましては、技術優位性を活かし営業の成果をあげてまいりましたが、

大規模のシステム案件は年度末に検収完了する傾向が強くなっております。また、当第 3四半期会計期間

では一般企業の中でも新たに流通業界、製薬業界に対して積極的な展開を行うとともに、行政機関等にお

ける「Video－IT」ソリューション活用の促進にも注力してまいりましたが、現時点ではプロダクト販売や

限定的なシステム納品が中心となっております。これらの結果、当第 3 四半期会計期間においては、268 百

万円の売上計上となっております。  

 プロダクト事業においては、デジタルコンテンツ自動作成システム「EZ プレゼンテーター」や字幕放送

画面制作システム「Neon」等を中心に販売を行ってまいりました。この結果、プロダクト事業において 405

百万円の売上を計上いたしました。 

サービス事業では、ホテル向け VOD システム「VV ネット」サービスやネットカフェ向け VOD システム

「VideoTank」、システムインテグレーションの保守サービスを中心に 159 百万円の売上げを計上しており

ます。 

なお、事業別の売上状況につきましては、次のとおりです。 

  事業別売上高                                 
平成 18 年 3 月期

第 3 四半期 
平成 17 年 3 月期

第 3 四半期 前期（通期） 
 

金額 構成比 金額 構成比

対前年 
増減率 

金額 構成比

 百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

システムインテグレーション 268 32.2 667 50.2 △59.7 1,905 67.2

プ   ロ   ダ   ク   ト 405 48.7 399 30.1 1.5 519 18.3

サ     ー     ビ     ス 159 19.1 261 19.7 △39.1 409 14.5

合          計 833 100.0 1,329 100.0 △37.3 2,834 100.0

  (注) 当社は小規模組織であるため、組織上の事業区分は設けておりません。 
 

 特別損益の項目では、関連会社株式の投資損失引当金繰入額 296 百万円を中間会計期間に計上しており

ます。これは関係会社の事業計画の進捗が株式取得時に比較して遅れていることを勘案し、現時点での純

資産価額相当の評価を行い、会計上の引当金を計上したものであります。 

 また、第 1四半期においては、当期より減損会計が強制適用されることに伴い、当社資産全般につき評

価の見直しを行いました。財務体質の強化を図るため、収益回収が長期化する懸念のある資産もしくは回

収が見込めないと判断される資産については帳簿価格を減額し、290 百万円の特別損失を計上しております。 

 これらの結果、当第 3 四半期会計期間において 586 百万円の特別損失を計上しております。 

以上により、当第 3 四半期の売上高は 833 百万円（前年同期比 495 百万円の減少）、経常損失は 821 百万

円（前年同期は経常損失 540 百万円）、第 3 四半期純損失は 1,431 百万円（前年同期は第 3 四半期純損失

323 百万円）となりました。  
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(3) 財政状態の変動状況                          （百万円未満切捨） 
 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 １株当たり 

株 主 資 本      
 百万円 百万円 ％ 円    銭

18 年 3 月期第 3 四半期 2,761 744 27.0 32,793  88

17 年 3 月期第 3 四半期 3,274 1,686 51.5 75,403  22

(参考)17 年 3 月期 4,126 2,110 51.1 94,372  08
 
(4) キャッシュ・フローの状況                       （百万円未満切捨） 

 営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年 3 月期第 3 四半期 △194 △144 239 400

17 年 3 月期第 3 四半期 428 △706 613 421

(参考)17 年 3 月期 982 △1,415 845 499
 
(5) 財政状態の変動状況に関する定性的情報等 

当第 3 四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下｢資金｣という。）は、売上債権の回収や特別

損失の計上、社債発行等の要因による収入の増加はあったものの、税引前第 3 四半期純損失や固定資産

の取得、仕入債務の減少、借入金返済による支出等の要因により、前事業年度末に比して 99,190 千円減

少し、当第 3四半期会計期末には 400,775 千円となりました。 

当第 3 四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりでありま

す。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第3四半期会計期間の営業活動の結果使用した資金は194,013千円（前第3四半期会計期間比622,428

千円の増加）となりました。キャッシュ・フロー増加要因として売上債権増減の結果として得られた資

金が 703,387 千円、投資損失引当金 296,000 千円、減価償却費 188,230 千円、商品出資金評価損 142,500

千円の計上がありましたが、支出要因の主なものとして税引前第 3 四半期純損失が 1,402,650 千円、仕

入債務減少 151,345 千円あったことが主な要因です。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 3 四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は 144,362 千円（前第 3 四半期会計期間

比 562,551 千円の減少）となりました。これは出資金勘定の増減による純収入が 243,160 千円あったも

のの、無形固定資産の取得による支出 185,001 千円、長期前払費用の増加による支出が 90,720 千円、貸

し付けによる支出 50,300 千円、投資有価証券の支出が 50,000 千円あったことが主な要因です。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第 3 四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は 239,185 千円（前第 3 四半期会計期間

比 374,061 千円の減少）となっております。これは短期借入金の減少 195,000 千円、社債の償還による

支出が 160,500 千円ありましたが、社債発行による収入が 585,170 千円あったことが主な要因です。 
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３．平成 18 年 3 月期の業績予想（平成 17 年 4 月 1 日 ～ 平成 18 年 3 月 31 日） 
(1) 業績予想 

1 株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益

中間 期末  
 百万円 百万円 百万円 円   銭 円   銭 円   銭

通     期 1,600 △770 △1,380 － 0 00 0 00
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△60,792 円 95 銭 
 
（2）業績予想に関する定性的情報等 

平成 18 年 3 月期につきましては、当社が放送局や先端研究開発分野で培った技術を、より多くの顧客に

対して提供し新たな「Video－IT」マーケットの創出を図るべく事業活動を推進しております。放送・映像

業界や文教マーケットに対してはデジタル映像管理システムや e ラーニングシステム等の販売を展開する

他、携帯電話やデジタルハイビジョンを利用したソリューションの提供にも注力してまいります。同時に

これらで培った技術をより効率的に利用できる形でのパッケージ化、コンポーネント化を推進し資本効率

の向上に努めてまいります。一般企業に向けては、多拠点間コミュニケーションの手段としてのブロード

バンド会議システムやビデオ・オンデマンドシステムを中心とした既存ソリューション販売を展開してい

く一方、市場を拡大するための新製品の開発に努めてまいります。また、放送・映像マーケット・文教マ

ーケットに次ぐ、専門特化したマーケット開拓を計画しており、特定の業界に向けたソリューション販売

を展開していく一方、新規マーケット獲得のためのアライアンスの強化にも努めてまいりましたが、現時

点では、段階導入、テスト導入、パッケージ販売という形での部分的な納入成果が中心となっており、シ

ステム導入件数は順調に増加しているものの、当初計画していた大型のシステム案件、サービスの受注に

関しては進捗が大幅に遅れており、先行投資の回収が先送りとなっております。現時点での商談状況を精

査した結果、当期末までの収益計上は当初予定を下回る見通しとなりましたので、平成 18 年 3 月期の業績

予想を本日公表のとおり、平成 17 年 11 月 9 日公表の予想数値を変更いたしました。 

（単位：百万円、％） 

    売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 2,900 200 △389

今回修正予想（Ｂ） 1,600 △770 △1,380

増減額（Ｂ－Ａ） △1,300 △970 △991

増 減 率 （ ％ ） △44.8 △585.0 △354.8

（ご参考） 

前期実績（平成 17 年 3 月期） 
2,834 188 100

 

今後につきましては、技術開発力・アライアンスの強化を早急に推進し、マーケットへの総合的な提案力

を高めていくことが重要課題であると考えております。そのための商品・製品開発・事業開発に現在注力

しており、収益力の向上に努めてまいります。 

 

（注）上記予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の

業績数値とは異なる結果となる可能性があります。 
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４．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期末 

（平成17年12月31日現在） 
前第３四半期末 

（平成16年12月31日現在） 

 
対前年 

同期比 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日現在） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産            

１．現金及び預金  400,775 421,947  499,966 

２．受取手形  4,620 3,123  ― 

３．売掛金  159,641 310,300  867,648 

４．たな卸資産  218,850 325,761  307,725 

５．繰延税金資産  ― 227,714  15,301 

６．その他 ※４ 148,259 210,829  85,186 

７．貸倒引当金  △829 △2,934  △6,073 

流動資産合計   931,317 33.7 1,496,742 45.7 △565,425  1,769,755 42.9

Ⅱ 固定資産            

１．有形固定資産 ※２ 71,188 99,557 △28,368 86,952 

２．無形固定資産            

(1)ソフトウェア  535,539 480,383  524,696 

(2)その他  509 11,753  509 

     計  536,048 492,137 43,911 525,206 

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券  195,180 ―  127,250 

(2)関係会社株式 ※１ 592,000 592,000  592,000 

(3)出資金  322,232 ―  695,387 

(4)関係会社長期貸付
金 

 146,000 ―  104,000 

(5)その他  270,427 595,721  227,369 

(6)貸倒引当金  △6,697 △1,303  △1,190 

(7)投資損失引当金  △296,000 ―  ― 

    計  1,223,142 1,186,418 36,724 1,744,816 

固定資産合計   1,830,379 66.3 1,778,113 54.3 52,266  2,356,975 57.1

資産合計   2,761,696 100.0 3,274,855 100.0 △513,158  4,126,730 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１．買掛金  120,115 88,568  271,460 

２．短期借入金 ※３ 300,000 345,000  495,000 

３．一年内返済予定長
期借入金 

※１ 59,280 66,775  63,435 

４．一年内償還予定社
債 

 393,000 233,000  273,000 

５．その他  155,673 202,414  210,669 

流動負債合計   1,028,068 37.2 935,758 28.6 92,310  1,313,565 31.9

Ⅱ 固定負債            

１．社債  929,500 542,500  610,000 

２．長期借入金 ※１ 51,000 110,280   92,440 

３．その他  8,706 ―   ― 

固定負債合計   989,206 35.8 652,780 19.9 336,426  702,440 17.0

負債合計   2,017,275 73.0 1,588,538 48.5 428,737  2,016,005 48.9
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当第３四半期末 

（平成17年12月31日現在） 
前第３四半期末 

（平成16年12月31日現在） 

 
対前年 

同期比 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日現在） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）            

Ⅰ 資本金   999,300 36.2 971,580 29.7 27,720  971,745 23.5

Ⅱ 資本剰余金            

１．資本準備金  778,640 750,920  751,085 

資本剰余金合計   778,640 28.2 750,920 22.9 27,720  751,085 18.2

Ⅲ 利益剰余金            

１．任意積立金  826 1,101  1,101 

２．第3四半期（当期）
未処分利益（△未
処理損失） 

 △1,044,134 △37,283  386,793 

利益剰余金合計   △1,043,308 △37.8 △36,182 △1.1 △1,007,126  387,895 9.4

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  9,790 0.4 ―   ―

資本合計   744,421 27.0 1,686,317 51.5 △941,896  2,110,725 51.1

負債・資本合計   2,761,696 100.0 3,274,855 100.0 △513,158  4,126,730 100.0

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐7‐ 
 

 

(2) 四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

 
 対前年  
 同期比 

 

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

区分 
注記
番号

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   833,655 100.0 1,329,177 100.0 △495,521  2,834,270 100.0

Ⅱ 売上原価   961,972 115.4 1,259,015 94.7 △297,043  1,903,344 67.2

売上総利益（△損
失）   △128,316 △15.4 70,161 5.3 △198,478  930,926 32.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   679,990 81.6 563,862 42.4 116,128  700,254 24.7

営業利益（△損失）   △808,307 △97.0 △493,700 △37.1 △314,606  230,672 8.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  41,569 5.0 6,410 0.4 35,159  17,360 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  55,144 6.6 53,611 4.0 1,533  59,195 2.1

経常利益（△損失）  △821,882 △98.6 △540,901 △40.7 △280,980 188,837 6.6

Ⅵ 特別利益 ※３
 

5,336 0.6 0.7 △3,993 
 

0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  586,104 70.3

9,330

10,999 0.8 575,104  

6,304

40,181 1.4

税引前第3四半期
（当期）純利益（△
損失） 

  △1,402,650 △168.3 △542,571 △40.8 △860,079  154,959 5.4

法人税、住民税及び
事業税  2,046 637  66,000 

法人税等調整額  26,506 28,552 3.4 △219,745 △219,107 △16.5 247,660 △11,653 54,346 1.9

第3四半期（当期）
純利益（△損失）   △1,431,203 △171.7 △323,464 △24.3 △1,107,739  100,612 3.5

前期繰越利益   387,068 286,180   286,180

第3四半期（当期）
未処分利益（△未処
理損失） 

  △1,044,134 △37,283   386,793
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(3) 四半期キャッシュフロー計算書 

  
当第３四半期会計期間
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日）
対前年同期比 

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

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャ
ッシュ・フロー 

    

税引前第3四半期
（当期）純利益（△
損失） 

 △1,402,650 △542,571  154,959 

減価償却費  188,230 148,826  210,650 

長期前払費用償却  10,500 10,500  18,450 

固定資産除却損  33 ―  431 

減損損失  31,737 ―  ― 

匿名組合費用  19,994    

出資金評価損  110,000 ―  ― 

商品評価損  142,500 ―  ― 

ソフトウェア除却
損 

 5,833 ―  ― 

貸倒引当金の増加
額（△減少額） 

 263 △9,330  △6,304 

投資損失引当金の
増加額 

 296,000 ―  ― 

受取利息  △7,684 △5,662  △8,029 

支払利息  12,364 15,373  19,576 

新株発行費  ― 6,413  6,413 

社債発行費  14,830 3,300  7,500 

投資有価証券評価
損 

 ― 10,999   

デリバティブ評価
損益 

 △20,167 22,793  17,430 

売上債権の減少額  703,387 990,255  436,031 

たな卸資産の増加
額 

 △53,624 △32,801  △14,765 

前渡金の減少額 
（△増加額） 

 △13,038 ―  34,736 

仕入債務の増加額
（△減少額） 

 △151,345 △79,361  103,530 

その他流動資産の
減少額 

 ― △84,557  ― 

その他流動負債の 
減少額 

 ― 40,249  ― 

その他の増加額 
（△減少額） 

 △11,643 ―  65,219 

小計  △124,480 494,426 △618,907 1,045,830 

利息の受取額  7,208 7,227  9,557 

利息の支払額  △9,333 △17,300  △18,698 

法人税等の支払額  △67,408 △55,939  △54,319 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △194,013 428,414 △622,428 982,369 
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当第３四半期会計期間
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日）

前第３四半期会計期間
（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日）
対前年同期比 

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

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャ
ッシュ・フロー 

     

有形固定資産の取
得による支出 

 △11,956 △13,933  △15,635 

無形固定資産の取
得による支出 

 △185,001 △273,490  △394,724 

投資有価証券の取
得による支出 

 △50,000 △50,000  △120,000 

関係会社株式の取
得による支出 

 ― △352,000  △352,000 

出資金の返戻によ
る収入 

 525,000 ―  ― 

出資金分配金によ
る収入 

 33,160 ―  ― 

出資金の払込によ
る支出 

 △315,000 ―  △525,000 

貸し付けによる支
出 

 △50,300 △201,000  △201,000 

貸付金の回収によ
る収入 

 456 216,249  232,373 

長期前払費用の増
加による支出 

 △90,720 △32,739  △39,313 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △144,362 △706,913 562,551 △1,415,299 

Ⅲ 財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

     

短期借入の減少額  △195,000 △255,000  △105,000 

長期借入金の返済
による支出 

 △45,595 △48,200  △69,380 

社債発行による収
入 

 585,170    196,700  392,500 

社債の返済による
支出 

 △160,500 △105,500  △198,000 

株式の発行による
収入 

 55,110 825,246  825,576 

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

 239,185 613,246 △374,061 845,696 

Ⅳ 現金及び現金同等物
に係る換算差額 

 ― ―  ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物
の増加額または減少
額（△） 

 △99,190 334,748 △433,939 412,767 

Ⅵ 現金及び現金同等物
の期首残高 

 499,966 87,199 412,767 87,199 

Ⅶ 現金及び現金同等物
の第3四半期期末（期
末）残高 

 400,775 421,947 △21,171 499,966 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31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.有価証券の評価基

準及び評価方法 

(1)有価証券 

①満期保有目的の債券 

 償却原価法を採用しておりま

す。 

②関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

③その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し売却原

価は移動平均法により算定）

を採用しております。 

 時価のないもの  

 移動平均法による原価法を採

用しております。 

(2)デリバティブ 

時価法 

(1)有価証券 

①満期保有目的の債券 

同左 

 

②関連会社株式 

同左 

 

③その他有価証券 

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの  

同左 

(2)デリバティブ 

同左 

(1)有価証券 

①満期保有目的の債券 

同左 

 

②関連会社株式 

同左 

 

③その他有価証券 

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(2)デリバティブ 

同左 

(3)たな卸資産 

①商品 

(3)たな卸資産 

①商品 

(3)たな卸資産 

①商品 

 先入先出法による原価法によ

っております。 

同左 同左 

 ②仕掛品 ②仕掛品 ②仕掛品 

 個別法による原価法によって

おります。 

同左 同左 

 ③貯蔵品 ③貯蔵品 ③貯蔵品 

 

 

先入先出法による原価法によ

っております。 

同左 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   ８～15年 

工具器具及び備品  

      ３～８年 

また、取得価額10万円以上

20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却してお

ります。 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

     同左 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 ①自社利用のソフトウェア 

社内における見込可能期間

（３～５年）による定額法に

よっております。 

②市場販売目的のソフトウェア

見込販売可能期間（３年）に

よる定額法によっておりま

す。 

① 自社利用のソフトウェア 

同左 

 

 

②市場販売目的のソフトウェ

ア 

同左 

① 自社利用のソフトウェア 

同左 

 

 

②市場販売目的のソフトウェ

ア 

同左 

 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 

同左  同左 

  

 

 

均等償却によっております。

主な償却期間は５年であり

ます。   
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項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

３.引当金の計上基準 

 

 

 

 

 

 

(1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等の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。 

(2)投資損失引当金 

 関連会社株式に対する損失

に備えるため、その財政状態等

を勘案して必要と認められる

額を計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)  ―――― 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)  ―――― 

４.リース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

     同左 同左 

５.四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資から

なっております。 

     同左 同左 

６.その他四半期財務諸

表(財務諸表)作成

の基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 

 

 

 

四半期財務諸表作成のための基本となる事項の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 

至 平成 16 年 12 月 31 日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成 17 年３月 31 日） 
「固定資産の減損に係る会計基準」
（「固定資産の減損に係る会計基準の
設定に関する意見書」（企業会計審議会 
平成 14 年 8 月 9 日））及び「固定資産
の減損に係る会計基準の適用指針」（企
業会計基準委員会 平成 15 年 10 月 31
日 企業会計基準適用指針第 6 号）が
平成 17 年 4 月 1 日以後開始する事業年
度から強制適用になったことに伴い、
当第 1 四半期会計期間から同会計基準
及び同会計指針を適用しております。 
これにより、営業損失、経常損失は、
14,050 千円減少し、税引前当期純損失
は、17,687 千円増加しております。 
 

―――― ―――― 
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表示方法の変更 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（第３四半期貸借対照表） 

 前第3四半期まで投資その他資産の

「その他」に含めて表示していまし

た「関係会社長期貸付金」は、当第3

四半期において資産の総額の100分

の５を超えたため区分掲記しまし

た。 

 なお、前第3四半期の「関係会社長

期貸付金」の金額は、120,000千円で

す。 

 

（第３四半期貸借対照表） 

 前第3四半期まで区分掲記していま

した「前渡金」および「短期貸付金」

は、当第3四半期において資産の総額

の100分の５以下となりましたので流

動資産の「その他」に含めて表示する

こととしました。 

 なお、当第3四半期のそれぞれの金額

は次のとおりです。 

  前渡金      10,008千円 

 短期貸付金    64,000千円 

   

前第3四半期まで区分掲記していま

した「投資有価証券」は、当第3四半期

において資産の総額の100分の５以下

となりましたので投資その他資産の

「その他」に含めて表示することとし

ました。 

 なお、当第3四半期の「投資有価証券」

の金額は、86,000千円です。 

 

―――― 

 （第３四半期キャッシュフロー計算書）

 営業活動におけるキャッシュフロー

の「前渡金の減少額」は当第3四半期に

おいて金額的重要性が乏しくなったた

め、「その他流動資産の増加額」に含め

ております。 

  なお、当第3四半期の「その他流動

資産の増加額」に含まれる「前渡金の

減少額」は25,723千円です。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期末 
（平成17年12月31日） 

前第３四半期末 
（平成16年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおり

であります。 

関係会社株式   222,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 

          39,280千円 

長期借入金      6,000千円 
   

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

関係会社株式   222,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 

     46,775千円 

長期借入金     45,280千円 

※１.担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおり 

であります。 

関係会社株式   222,000千円 

担保付債務は次のとおりであります。

一年内返済予定長期借入金 

           43,435千円 

長期借入金      32,440千円 

※２．有形固定資産の 

 減価償却累計額 
119,008千円 

  

 

※２．有形固定資産の 

 減価償却累計額 
79,967千円

  

 

※２．有形固定資産の 

   減価償却累計額 
91,997千円 千円

  

※３．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うために取引銀行４行と当座

貸越契約を締結しております。この契

約に基づく当第3四半期会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 
当座貸越極度額の総額  950,000千円 
借入実行残高      300,000千円 

  差引額        650,000千円 

―――― ※３．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うために取引銀行３行と当座

貸越契約および貸出コミットメント

契約を締結しております。この契約に

基づく当期末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 
当座貸越極度額および貸 
出コミットメントの総額 750,000千円
借入実行残高      295,000千円

   差引額        455,000千円 

※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い     ──── 

仮払消費税等と仮受消費税等は相

殺のうえ、金額的に重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。 

     同左  
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（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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

受取利息 5,932千円 

有価証券利息 1,751千円 

デリバティブ評価益 20,167千円 

受取助成金 12,136千円 
   

 

受取利息 4,754千円

有価証券利息 907千円
   

 

受取利息 6,204千円

有価証券利息 1,825千円

匿名組合収益 8,450千円
   

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

支払利息 8,226千円 

支払保証料 6,827千円 

社債発行費 14,830千円 

匿名組合費用 19,994千円 
   

 

支払利息  12,864千円

支払保証料 5,132千円

社債発行費 3,300千円

新株発行費 6,413千円

デリバティブ評価損 22,793千円
   

 

支払利息 16,116千円

支払保証料 7,115千円

新株発行費 6,413千円

社債発行費 7,500千円

デリバティブ評価損 17,430千円
   

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

貸倒引当金戻入益 5,336千円     
   

 

貸倒引当金戻入益  9,330千円
   

 

貸倒引当金戻入益 6,304千円
   

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 
 

投資損失引当金

繰入額 

296,000 千円 

商品評価損 142,500 千円 

出資金評価損 110,000 千円 

減損損失 31,737 千円 

ソフトウェア除却損 5,833 千円 
   

 

投資有価証券評

価損 

10,999 千円

   

 

投資有価証券評

価損 

39,749千円

   

※５．減損損失 

減損損失の内訳は以下のとおりです。 

用途 場所 種類 
減損損失 

(千円) 

画像管理

システム 本社 

所有権移転

外ファイナ

ンスリース 
31,737 

当社は減損損失を把握するにあた

り、事業をシステムインテグレーシ

ョン事業、プロダクト事業、サービ

ス事業に分類し、更にそれぞれのプ

ロジェクト・製品単位にグルーピン

グを実施しています。当該リース資

産については、市場環境の変化及び

機能の陳腐化により収益が悪化し

ているため、未経過リース料を基に

算定した帳簿価格を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失

として特別損失に計上しました。 

なお、回収可能価額は使用価値に

より測定しており、使用価値につい

ては、将来キャッシュ・フローを

3.5％で割引いて計算しています。 

―――― ―――― 

６．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 27,080千円 

無形固定資産 161,149千円 
   

 

有形固定資産 37,174千円

無形固定資産 111,651千円
   

 

有形固定資産 50,523千円

無形固定資産  160,126千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 現金及び現金同等物の第3四半期末

残高と四半期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第3四半期末

残高と四半期貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 
 

現金及び預金 400,775千円 

現金及び現金同等物 400,775千円 
   

 

現金及び預金 421,947千円

現金及び現金同等物 421,947千円
   

 

現金及び預金 499,966千円

現金及び現金同等物 499,966千円
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（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31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．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

及び第３四半期末残高相当額 

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第３四半期

末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 
 
 

取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却

累計額相

当額 

（千円） 

減損損失
累計額相
当額 

（千円）

第3四半

期 末 残

高 相 当

額 

（千円） 

有形固

定資産 
165,537 60,044 9,150 96,342 

ソフト

ウェア 
543,550 189,006 20,806 333,736 

合計 709,087 249,051 29,957 430,078 

   

 
 

取得価額

相当額 

（千円）

減価償却累

計額相当額

（千円） 

第3四半期

末 残 高 相

当額 

（千円） 

有形固

定資産 
165,537 29,043 136,493

ソフト

ウェア 
438,550 100,159 338,390

合計 604,087 129,203 474,884

   

 
 

取得価額

相当額 

（千円） 

減価償却累

計額相当額

（千円） 

期末残高

相当額 

（千円）

有形固

定資産
165,537 37,823 127,714

ソフト

ウェア
438,550 122,087 316,462

合計 604,087 159,910 444,176

   

２．未経過リース料第3四半期末残高相当

額 

２．未経過リース料第3四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 140,755千円 

１年超 319,418千円 

合計 
 

リース資産減損
勘定の残高 

460,174

17,687

千円 

 

千円 
   

 

１年内 119,411千円

１年超 364,970千円

合計 484,381千円
   

 

１年内 120,508千円

１年超 334,496千円

合計 455,004千円
   

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

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 110,860千円 

リース資産減損勘

定の取崩額 

14,050千円 

減価償却費相当額 102,621千円 

支払利息相当額 11,031千円 

減損損失 31,737千円 
   

 

支払リース料 76,998千円

減価償却費相当額 72,044千円

支払利息相当額 9,182千円
   

 

支払リース料 110,173千円

減価償却費相当額 102,752千円

支払利息相当額 12,802千円
   

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 
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（有価証券関係） 

当第３四半期末（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

その他の有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価 

（千円） 

四半期貸借対照

表計上額（千円） 

差 額 

（千円） 

(1)株式 40,000 60,000 20,000貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 小計 40,000 60,000 20,000

(2)その他 

投資信託 
50,000 47,930 △2,070貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 小計 50,000 47,930 △2,070

合計 90,000 107,930 17,930

 

 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期貸借対照表計上額（千円） 

（1）満期保有目的の債券 

   社債 

（2）関連会社株式 

   関連会社株式 

（3）その他有価証券 

   非上場株式 

 

56,250 

 

592,000 

 

31,000 

 

前第３四半期末（平成 16 年 12 月 31 日現在） 

 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期貸借対照表計上額（千円） 

（1）満期保有目的の債券 

   社債 

（2）関連会社株式 

   関連会社株式 

（3）その他有価証券 

   非上場株式（店頭売買株式を除く） 

 

67,500 

 

592,000 

 

18,500 

 

前事業年度末（平成 17 年 3 月 31 日現在） 

 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

（1）満期保有目的の債券 

   社債 

（2）関連会社株式 

   関連会社株式 

（3）その他有価証券 

   非上場株式 

 

56,250 

 

592,000 

 

71,000 
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（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期末（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

金利 スワップ取引 200,000 △7,845 △7,845

合計 200,000 △7,845 △7,845

 

 

前第３四半期末（平成16年12月31日現在） 

対象物の種類 取引の種類 契約額等 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 オプション取引 

(買建)コール米ドル 

オプション取引 

(売建)プット米ドル 

 

3,330 千米ドル

2,220 千米ドル

 

1,606 

 

△24,242 

 

1,606

△24,242

金利 スワップ取引 200,000 千円 △10,739 △10,739

合計 ― △33,375 △33,375

 

 

前事業年度末（平成 17 年３月 31 日現在） 

（1）通貨関連 

区分 種類 契約額等 時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引以外

の取引 

オプション取引 

(買建)コール米ドル 

オプション取引 

(売建)プット米ドル 

 

3,150 千米ドル

 

2,100 千米ドル

 

2,193

△19,512

 

2,193

△19,512

合計 ― ― △17,319

 

 

（2）金利関連 

区分 種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

市場取引以外

の取引 

金利スワップ取引 

変動受取・固定支払 

 

200,000

 

△10,692

 

△10,692

合計 200,000 △10,692 △10,692
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（持分法損益等） 

当第３四半期会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年 12 月 31 日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） （注）296,000

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 270,390

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 300,661

（注）当該金額は、投資損失引当金 296 百万円を控除後の金額であります。 

 

 

前第３四半期会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年12月31日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 592,000

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 570,929

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 21,070

 

 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 592,000

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 571,052

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 20,947
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（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31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 32,793円88銭

１株当たり第3四半 

期純損失金額 
△63,442円70銭 

  

 

 １株当たり純資産額 75,403円22銭

１株当たり第3四半 

期純損失金額 
△15,657円32銭

   

 

１株当たり純資産額 94,372円08銭

１株当たり当期純利益

金額 
4,772円90銭

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、潜在

株式があるものの、第３四半期純損失

が計上されているため、記載を省略し

ております。 

       同左 潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 

4,606円39銭

 

（注） １株当たり第３四半期（当期）純利益（損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定 

    上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
当第３四半期会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年12月31日)

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31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株当たり第３四半期（当期）純利益 

（損失）金額 
   

第3四半期（当期）純利益（△損失） 

（千円） 
△1,431,203 △323,464 100,612 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第3四半期（当期）純利益

（△損失）（千円） 
△1,431,203 △323,464 100,612 

期中平均株式数（株） 22,559 20,659 21,080 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額    

当期純利益調整額(千円) ― ― ― 

普通株式増加数（株） ― ― 762 

（うち新株予約権） ― ― （762）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第3四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

   （注）    （注）         ――― 

 

（注）潜在株式の種類  新株予約権 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

株主総会特別決議日 平成14年９月30日 同左 

新株予約権の残高 ６１０個 ７７９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 １,２２０株 １,５５８株 

発行価格 １６５,０００円 同左 

資本組入額 ８２,５００円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年9月14日から 

平成24年9月13日まで 
同左 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

―――― ―――― ―――― 

 
 
 
 


