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平成 18 年 2 月 14 日 
各 位 

平成 18 年 3 月期 第 3 四半期業績状況（非連結） 
 

上場会社名 株式会社 ビジネス・ワン 
                          代表取締役社長 中島 啓 
                     （コード：４８２７ Ｑ－Ｂｏａｒｄ） 

                            本店所在地 長崎県長崎市若葉町１番２５号 
                          問 合 せ 先 総 務 部 部 長 本秀 誠 
                           Ｔ Ｅ Ｌ 095-849-4240（代表） 

 
１．業績 
（1）平成 18 年 3 月期第 3四半期の業績（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日） 

（千円未満切捨） 

 
平成 17 年 3 月期 

第 3四半期 
平成 18 年 3 月期 

第 3四半期 
対前年 
増減率 

前年（通期） 

売 上 高 
千円 

140,010 
千円 

185,089 
％ 

32.2 
千円 

207,290 

営 業 損 失 81,087 47,893 － 88,887 
経 常 損 失 93,776 33,410 － 96,785 
第 3 四半期（当期）純損失 40,007 759,578 － 44,937 

総 資 産 額 1,527,628 704,266 △53.9 1,493,405 
株 主 資 本 1,417,705 655,405 △53.8 1,412,753 
 
（注） 平成 18 年 3 月期第 3四半期及び平成 17年 3 月期第 3四半期の財務諸表については、福岡証 

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別添；四 
半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づき、三優監査法人の第 3四半期財務諸表 
に対する手続きを受けております。 

 
 
（2）事業の種類別売上高 

（千円未満切捨） 

平成 17 年 3 月期 
第 3四半期 

平成 18 年 3 月期 
第 3四半期 

対前年 
増減率 

前年（通期） 
 

金 額 構成比 金 額 構成比 － 金 額 構成比 
パッケージ 
ソフトウェア事業 

千円 
109,033 

％ 
77.9 

千円 
127,776 

％ 
69.0 

％ 
17.2 

千円 
162,264 

％ 
78.3 

受託開発事業 30,977 22.1 35,818 19.4 15.6 45,026 21.7 

ネットワークソリ
ューション事業 

－ － 21,493 11.6 － － － 

合 計 140,010 100.0 185,089 100.0 32.2 207,290 100.0 
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２．業績の概況（平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日） 
  当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、引き続き全体の景気は緩やかな上昇傾向であり、企業収益の改善

により、設備投資は増加しております。雇用情勢は厳しさが残るものの、個人所得の増加に伴い、個人消費も緩や
かに増加している状況です。一方、原油価格の動向が不明確なため、今後の景気に与える影響が懸念されます。 
このような経済状況下において、当社におきましては、昨年より推し進めておりました収益構造の改革を強化す

べく、従来の主力事業であるパッケージソフトウェア事業、昨年よりコマーシャル・アールイーグループのグルー
プウェア中心に本格化した受託開発事業、ＡＯＳテクノロジーズ株式会社との業務提携により、本年度より立ち上
げたネットワークソリューション事業の３事業体制による事業展開を行ってまいりました。 
その結果、売上高は 185,089 千円（前年同期比 32.2％増）、営業損失は 47,893 千円（前年同期は 81,087 千円の

損失）、経常損失 33,410 千円（前年同期は 93,776 千円の損失）となりました。 
また、当期より減損会計を導入したことにより、特別損失として減損損失 11,727 千円を計上したこと及び投資

有価証券評価損 711,000 千円を計上した結果、第３四半期純損失は 759,578 千円となりました。 
 
  事業の種類別セグメントの業績は、以下の通りとなりました。 
① パッケージソフトウェア事業 

  前期から取り組んでおります顧客への直接販売活動を中心とした積極的な受注活動を展開した結果、ＨＹＰＥＲ
写楽々・消防くん等のドキュメント系ソフトならびにサポートパック・スクール等の保守事業を中心に売上高は前
年比で向上いたしましたが、新製品の開発に注力し、研究開発費が増加したこと等により、利益を計上できるまで
には至りませんでした。当事業の業績は、売上高 127,776 千円、営業損失 13,825 千円となりました。 
 
② 受託開発事業 

  株式会社コマーシャル・アールイーのグループウェア開発案件中心に第３四半期に売上を集中して計上し、前年
を上回る売上高を計上し、利益を計上できるまでになりました。当事業の業績は、売上高 35,818 千円、営業利益
2,780 千円となりました。 

 
 ③ ネットワークソリューション事業 
  当期から、新たな収益源として当事業を開始し、積極的に受注活動を展開し、中間期より売上高は伸びたものの、
大口案件を受注できなかったため、大幅な売上高の向上に至りませんでした。また、受託開発事業と違い、販売経
費が多いため、大幅な損失を計上しております。当事業の業績は、売上高 21,493 千円、営業損失 36,847 千円とな
りました。 

 
３．当期の見通し（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日） 
  わが国経済については、全体的に緩やかな景気回復傾向が続いているものの、ＩＴ業界を取り巻く環境は年々厳
しくなっており、当社においては、収益構造の改革を強化している段階で、まだ収益的に不安定な状況が続いてお
ります。 

  このような状況ではありますが、従来の当社の顧客になかった大口顧客からの継続的な受託案件を受注するなど、
一部では今後につながる成果も出てきております。今後は引き続きパッケージソフトウェア事業・受託開発事業・
ネットワークソリューション事業の３事業において、より一層積極的な受注活動を展開していく所存です。 

  しかしながら、当期の見通しといたしましては、上記業績の概況に記載しましたとおり、投資有価証券評価損 711
百万円を計上したこと等により、平成 18 年 2 月 9 日公表の業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ
に記載のとおり、通期売上高 241 百万円、経常損失 58 百万円、当期純損失 785 百万円を見込んでおります。 

   
 ※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。予想にはさまざまな不確
定要素が含まれており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依
拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 
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第３四半期財務諸表等 
（1）第３四半期財務諸表 

① 第３四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※２ 235,819   211,239   157,211   

２．受取手形  1,946   560   1,209   

３．売掛金  31,253   54,878   46,322   

４．有価証券  －   10,059   －   

５．たな卸資産  3,995   2,783   8,376   

６．前払費用  1,443   2,161   1,145   

７．未収入金  －   232   26,056   

８．未収還付法人税等  208   25   210   

９．その他  799   299   296   

10．貸倒引当金  △212   △50   △212   

流動資産合計   275,254 18.0  282,190 40.1  240,616 16.1 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 71,618   64,070   72,056   

(2) 車両運搬具  291   2,125   260   

(3) 工具器具備品  9,181   7,461   10,033   

(4) 土地 ※２ 33,000   30,953   33,000   

有形固定資産合計  114,092   104,610   115,350   

２．無形固定資産           

(1) ソフトウェア  11,983   8,062   12,301   

(2) ソフトウェア仮
勘定 

 343   274   274   

(3) 電話加入権  1,714   84   1,714   

無形固定資産合計  14,041   8,420   14,290   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  1,109,111   307,800   1,106,613   

(2) 関係会社株式  13,600   －   15,000   

(3) 長期前払費用  430   397   418   

(4) 敷金  1,097   248   516   

(5) 保証金  －   600   600   

投資その他の資産
合計 

 1,124,240   309,045   1,123,147   

固定資産合計   1,252,373 82.0  422,076 59.9  1,252,788 83.9 

資産合計   1,527,628 100.0  704,266 100.0  1,493,405 100.0 
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前第３四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金  3,298   1,231   3,058   

２．１年以内返済予定
長期借入金 

※２ 6,000   6,000   6,000   

３．未払金  7,858   7,654   23,427   

４．未払費用  3,346   3,389   3,892   

５．未払法人税等  3,401   3,205   7,936   

６．未払消費税等 ※４ 69   2,551   524   

７．預り金 ※２ 58,793   2,596   643   

８．繰延税金負債  －   23   －   

９．賞与引当金  1,600   1,603   6,384   

10．受注損失引当金  －   －   3,700   

11．その他  1,965   2,377   3,510   

    流動負債合計   86,333 5.7  30,633 4.3  59,077 4.0 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ 23,500   17,500   21,500   

２．繰延税金負債  89   727   74   

固定負債合計   23,589 1.5  18,227 2.6  21,574 1.4 

負債合計   109,922 7.2  48,861 6.9  80,652 5.4 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   788,404 51.6  789,020 112.0  788,404 52.8 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  633,504   634,120   633,504   

資本剰余金合計   633,504 41.5  634,120 90.0  633,504 42.4 

Ⅲ 利益剰余金           

１．任意積立金  17,939   －   17,939   

２．第３四半期（当期）
未処理損失 

 22,275   768,844   27,204   

利益剰余金合計   △4,335 △0.3  △768,844 △109.1  △9,265 △0.6 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   132 0.0  1,108 0.2  110 0.0 

資本合計   1,417,705 92.8  655,405 93.1  1,412,753 94.6 

負債資本合計   1,527,628 100.0  704,266 100.0  1,493,405 100.0 
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② 第３四半期損益計算書 

  
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） 

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） 

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

区分 
注記 
番号 金額（千円） 

百分比 
（％） 金額（千円） 

百分比 
（％） 金額（千円） 

百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   140,010 100.0  185,089 100.0  207,290 100.0 

Ⅱ 売上原価   42,524 30.4  61,446 33.2  60,237 29.1 

売上総利益   97,485 69.6  123,642 66.8  147,053 70.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   178,573 127.5  171,536 92.7  235,940 113.8 

営業損失   81,087 △57.9  47,893 △25.9  88,887 △42.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１  831 0.6  19,415 10.5  5,941 2.9 

Ⅴ 営業外費用 ※２  13,519 9.7  4,931 2.7  13,839 6.7 

経常損失   93,776 △67.0  33,410 △18.1  96,785 △46.7 

Ⅵ 特別利益 ※３  52,610 37.6  － －  52,610 25.4 

Ⅶ 特別損失 ※４ 
※５ 

 1,590 1.1  723,969 391.1  190 0.1 

税引前第３四半期
（当期）純損失 

  42,755 △30.5  757,379 △409.2  44,365 △21.4 

法人税、住民税及
び事業税 

 1,114   2,199   4,434   

法人税等調整額  △3,862 △2,748 △1.9 － 2,199 1.2 △3,862 571 0.3 

第３四半期（当期）
純損失   40,007 △28.6  759,578 △410.4  44,937 △21.7 

前期繰越利益又は
損失（△） 

  17,732   △9,265   17,732  

第３四半期（当期）
未処理損失 

  22,275   768,844   27,204  
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

―――――― 

 

 当社は、前事業年度において継続企業の

前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

の記載をいたしましたが、当第３四半期会

計期間においても営業損失47,893千円（前

第３四半期会計期間は81,087千円の損失）、

経常損失33,410千円（前第３四半期会計期

間は93,776千円の損失）、第３四半期純損

失759,578千円（前第３四半期会計期間は

40,007千円の損失）と継続的に重要な営業

損失、経常損失及び第３四半期純損失を計

上しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を打破すべく、現在収

益構造の改革を実施中であり、その進捗状

況については、以下の通りとなっておりま

す。 

前期から取り組んでおりますパッケージ

ソフトウェアの顧客を含めた、販社に依存

しない直接販売活動を推進いたしました結

果、ドキュメント系ソフトならびに保守中

心に売上高を計上いたしました。また、従

来の当社の顧客になかった大口顧客からの

継続的な受託開発案件の獲得など、新しい

兆しも出てきております。 

今後も同顧客からの受託案件を売上計上

していくとともに、同業他社への受注活動

も図っていく所存です。 

さらに、株式会社コマーシャル・アール

イーからの大口受託案件も並行して行い、

売上を計上しております。 

結果、パッケージソフトウェア事業、受

託開発事業ともに前期を上回る売上高を計

上しております。 

 上記の既存事業に加え、新たな収益源と

して期首よりＡＯＳテクノロジーズ株式会

社製の各種ネットワークシステム販売を軸

としたネットワークソリューション事業を

開始し、積極的な受注活動を展開した結果、

前四半期より売上高を伸ばしましたが、大

型商業物件や大型ベットタウンなどの大口

案件が成約に結びつかなかったため、売上

高は計画を大幅に下回りました。 

 

 当社は、当期において営業損失88,887千

円（前期は79,013千円の損失）、経常損失

96,785千円（前期は72,508千円の損失）、

当期純損失44,937千円（前期は77,437千円

の損失）と継続的に重要な営業損失、経常

損失及び当期純損失を計上しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 このような状況を解消すべく以下の経営

計画を実行してまいります。 

１．システム受託開発の採算性の向上 

当期において受託開発部門を立ち上げ、

積極的に受注獲得を行ってきました。立ち

上げ間もない事業であったことにより開発

業務の効率化が図れなかったことや受注の

採算管理が十分でなかったため、利益面で

の貢献は十分ではありませんでした。 

これを解消すべく、受注案件の採算管理

の徹底、開発業務の効率化により利益率の

向上を図る所存です。 

２．パッケージソフトウェアの新規開発と

販売強化 

新製品開発に注力するとともに新規代理

店の開拓による拡販と並行し、直接販売活

動を強化することにより、利益率の高いパ

ッケージソフトウェア売上高の回復、成長

を推進していく所存です。 

３．ＡＯＳテクノロジーズ株式会社との提

携効果による新たな収益柱の構築 

平成16年10月に資本参加、業務提携をし

たＡＯＳテクノロジーズ株式会社の製品の

販売による収入を新たな収益源として確保

するための営業活動を積極的に行っていく

所存です。 

４．システム開発技術者の有効活用 

当期において、組織上、パッケージソフ

トウェア部門と受託開発部門それぞれに開

発人員を配置しておりましたが、効率的な

業務分担のためには、開発部門を統合する

ことが必要であると判断し、組織を変更す

ることによりシステム開発技術者の有効活

用による原価低減を図る所存です。 
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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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

―――――― 

 

 しかし、継続して交渉中の案件も複数存

在しており、また12月には株式会社リテッ

クコンサルタンツと建設現場のネットワー

クカメラによる動画配信に関する業務提携

に基本合意しており、現在、早期の製品受

注に向けて、活動展開中です。 

 全体として、当第３四半期会計期間にお

いては、売上高が前年同期比32.2％増加す

るなど徐々に改善の兆しは見えますが、引

き続き収益構造の改革を推し進めて、一刻

も早く当該事象を解消できるよう努めて参

ります。 

 また、当社は、前事業年度に引き続き株

式会社コマーシャル・アールイーの連結グ

ループ会社として、同社から人材面、営業

面、財務面など広範囲に亘る支援を受けな

がら、自律的な業績回復を達成する所存で

す。 

第３四半期財務諸表は、継続企業を前提

として作成されており、このような重要な

疑義の影響を第３四半期財務諸表には反映

されておりません。 

 

また、当社は、株式会社コマーシャル・

アールイーの連結グループ会社として、人

材面、営業面、財務面など広範囲に亘る支

援を受けながら、自律的な業績回復を達成

する所存であります。 

財務諸表は、継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響

を財務諸表には反映されておりません。 
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第３四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
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） 

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 (1) 有価証券 (1) 有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式 ―――――― 子会社株式 

 移動平均法に基づく原価法  移動平均法に基づく原価法 

 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 

 第３四半期決算末日の市場

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） 

同  左    決算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 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) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

 仕掛品 仕掛品    仕掛品 

 個別法による原価法によっ

ております。 

同  左 同  左 

貯蔵品 原材料 貯蔵品  

最終仕入原価法による原価

法によっております。 

同  左 同  左 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備は除く）については定額

法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備は除く）については定額

法によっております。 

なお、主な耐用年数について

は、以下のとおりであります。 

建物 ７～47年 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備は除く）については定額

法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額        

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。 

 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

 定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に、市

場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込み販売可能期

間（３年）に基づいておりま

す。 

同  左 同  左 

３．繰延資産の処理方法 ―――――― 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

新株発行費 

同  左 

４．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 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込み額を計上

しております。 

同  左 同  左 
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項目 
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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充て

るため、将来の支払見込額の

うち当第３四半期会計期間

の負担額を計上しておりま

す。 

同  左 従業員の賞与の支給に充て

るため、将来の支払見込額の

うち当事業年度の負担額を

計上しております。 

 ―――――― ―――――― (3) 受注損失引当金 

   システム受託開発の損失発

生に備えるため、期末におけ

る受注プロジェクトの開発

原価の発生見込額が受注金

額を超過する可能性が高い

プロジェクトのうち、当該超

過額を合理的に見積もるこ

とが可能なものについて、損

失見込額を計上しておりま

す。 

(1) 消費税等の会計処理 (1) 消費税等の会計処理 (1) 消費税等の会計処理 ５．その他第３四半期財務諸

表（財務諸表）作成のた

めの重要な事項 

税抜方式を採用しておりま

す。 

同  左 同  左 

 (2) 連結納税制度の適用 ―――――― (2) 連結納税制度の適用 

   連結納税制度を適用してお

ります。 

 連結納税制度を適用してお

ります。 

 (3) 税額計算に際しての諸準備金

等の取扱い 

―――――― ―――――― 

   第３四半期会計期間に係る

納付税額及び法人税等調整

額は、当期において予定して

いる利益処分による特別償

却準備金の取崩しを前提と

して、当第３四半期会計期間

に係る金額を計算しており

ます。 
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会計処理方法の変更 

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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準（｢固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書｣（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び｢固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針｣（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）に従い、当第３四半期

会計期間から同会計基準及び同適用指針を

適用しております。 

 これにより営業損失及び経常損失はそれ

ぞれ299千円減少し、税引前第３四半期純損

失が11,427千円増加しております。 

 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。 

―――――― 

 

 
追加情報 

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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（外形標準課税） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に

公布され、平成16年４月１日以降開始する

事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当第３四半期会計期間から

「法人事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務上の取

り扱い」（平成16年2月13日企業会計基準委

員会実務対応報告第12号）に従い、法人事

業税の付加価値割および資本割2,132千円

を販売費および一般管理費に計上しており

ます。 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（外形標準課税） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に

公布され、平成16年４月１日以降開始する

事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当期から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取り扱い」（平成16

年2月13日企業会計基準委員会実務対応報

告第12号）に従い、法人事業税の付加価値

割および資本割3,348千円を販売費および

一般管理費に計上しております。 

 



 
 
 

11

注記事項 

（第３四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31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は、

21,929千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

27,764千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

24,326千円であります。 

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供してる債務は次のとおりであ

ります。 

担保に供してる債務は次のとおりであ

ります。 

担保に供してる債務は次のとおりであ

ります。 
 

現金及び預金 57,050千円

土地 33,000千円

 計 90,500千円
  

 
建物 64,070千円

土地 30,953千円

 計 95,023千円
  

 
建物 70,810千円

土地 33,000千円

 計 103,810千円
  

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務 
 

預り金 56,304千円

１年以内返済予定長期借入金 6,000千円

長期借入金 23,500千円

計 85,804千円
  

 
１年以内返済予定長期借入金 6,000千円

長期借入金 17,500千円

計 23,500千円
  

 
１年以内返済予定長期借入金 6,000千円

長期借入金 21,500千円

計 27,500千円
  

―――――― ３．当社得意先のリース債務763千円に対 

して債務保証を行っております。 

―――――― 

   

※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ―――――― 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、未払消費税等として表示して

おります。 

同  左  
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（第３四半期損益計算書関係） 

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） 

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．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 
    

受取手数料 7,921千円

匿名組合分配金 7,189千円

投資有価証券売却益 4,064千円
  

 
匿名組合分配金 5,096千円

  

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 
 

新株発行費 12,929千円
  

 
支払手数料 3,922千円

  

 
新株発行費 12,929千円

  
※３．特別利益の主要項目 ―――――― ※３．特別利益の主要項目 
 

匿名組合利益 52,452千円
  

    
匿名組合投資利益 52,452千円

  
―――――― ※４．特別損失の主要項目 ―――――― 

   
投資有価証券評価損 711,000千円

減損損失 11,727千円
  

  

―――――― ※５．減損損失 ―――――― 

   当第３四半期会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計上してお

ります。 

場所 用途 種類 金額 

建物 1,139千円

東京都中央区 支店 工具器具

備品 

502千円

建物 4,372千円

土地 2,046千円

車輌 

運搬具 

165千円

工具器具

備品 

1,866千円
長崎県長崎市 本社 

電話 

加入権 

1,634千円

  当社は、事業の種類別セグメントを基礎

として資産のグルーピングを行っておりま

す。また、本社ビル等は共用資産としてお

ります。 

  全ての事業について、営業損益が継続し

てマイナスとなっているため、各事業資産

及び共用資産について、帳簿価額を回収可

能額まで減額し、当該減少額を減損損失

（11,727千円）として特別損失に計上いた

しました。 

  なお、当第３四半期会計期間において減

損損失の測定に使用した回収可能価額は正

味売却価額であり、不動産については不動

産鑑定評価額、その他の固定資産について

は当社又は第三者による合理的な見積額を

基礎に処分費用見込額を控除して算定して

おります。 
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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） 

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） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 
 

有形固定資産 5,588千円

無形固定資産 6,923千円
  

 
有形固定資産 6,293千円

無形固定資産 5,526千円
  

 
有形固定資産 7,985千円

無形固定資産 9,202千円
     

 
（リース取引関係） 
 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） 
  リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。 
 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） 
  リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。 
 前事業年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。 
 
（有価証券関係） 
前第３四半期会計期間末（平成 16 年 12 月 31 日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 第３四半期貸借対照表
計上額（千円） 差額（千円） 

債券    

社債 20,000 20,222 222 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

 前第３四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

 第３四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 901,000 

匿名組合出資金 187,889 

 
当第３四半期会計期間末（平成 17 年 12 月 31 日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 第３四半期貸借対照表
計上額（千円） 差額（千円） 

債券    

社債 10,000 10,059 59 

その他 116,000 117,800 1,800 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

 当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

 第３四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 190,000 

 （注） 当第 3四半期会計期間において、その他有価証券で時価のない株式に対して 711,000 千円減損処理を行っ
ております。 
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前事業年度末（平成 17 年３月 31 日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 貸借対照表計上額 
（千円） 差額（千円） 

債券    

社債 20,000 20,184 184 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

 前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

 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） 901,000 

匿名組合出資金 185,428 

 
（デリバティブ取引関係） 
 前第３四半期会計期間、当第３四半期会計期間及び前事業年度において、当社はデリバティブ取引を全く利
用しておりませんので、該当事項はありません。 
 
（持分法損益等） 
 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） 
  該当事項はありません。 
 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） 
  該当事項はありません。 
 前事業年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 
  該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

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） 

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 34,225.89円 

１株当たり第3四半期純損失 1,690.86円 
  

 
１株当たり純資産額 15,808.52円 

１株当たり第3四半期純損失 18,333.15円 
  

 
１株当たり純資産額 34,106.34円 

１株当たり当期純損失 1,598.90円 
  

なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益については、１株

当たり第３四半期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。 

同 左 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、１株当たり

当期純損失が計上されているため、

記載しておりません。  

 
 
 
（注） １株当たり第３四半期（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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)

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（当期）純損失（千円） 40,007 759,578 44,937 

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）純損
失（千円） 40,007 759,578 44,937 

期中平均株式数（株） 23,661 41,432 28,105 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期
（当期）純損失の算定に含めなかった潜
在株式の概要 

新株予約権３種類 

新株予約権の数 

1,837株 

新株予約権３種類 

新株予約権の数 

1,800株 

新株予約権３種類 

新株予約権の数 

1,837株 

 
 
（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 


