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平成平成平成平成18181818年年年年７７７７月期月期月期月期        第第第第３３３３四半期財務四半期財務四半期財務四半期財務・・・・業績業績業績業績のののの概況概況概況概況（（（（非連結非連結非連結非連結））））    
平成18年６月８日 

上場会社名 株式会社アルチザネットワークス （コード番号：６７７８ 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.artiza.co.jp/ ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長 床次 隆志 ＴＥＬ：(042)529－3494 

            責任者役職・氏名 管理本部長   清水 政人 
 
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７月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年８月１日 ～ 平成18年４月30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７月期第３四半期 1,244   14.4 121   18.0 121  20.6 77  21.2 

17年７月期第３四半期 1,088 △22.9 102 △69.7 100 △70.4 64 △66.4 

(参考)17年7月期  1,471  36  35  27 

 

 
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７月期第３四半期 828  42 828  30 

17年７月期第３四半期 683  66 681  88 

(参考)17年7月期 295  54 294  89 

 (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しております。 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期における国内の通信業界の動向につきましては、個人向け固定通信分野での低価格なブロードバン

ドサービスが定着している状況で、事業者間の激しい市場競合が継続しております。移動体通信分野では、事業者

間で格差があるものの、第３世代への加入者移行が順調に推移するなか、ナンバーポータビリティー制度導入を目

前に控え、積極的な販促活動が展開されるとともに、M&Aを通じた固定既存事業者の新規参入等、競争状況は激化

しております。法人向け固定通信分野では、総じてIT投資は回復基調にありますが、通信事業者間の競争状況は激

しく、サービスの低価格傾向は継続しております。 

海外の通信業界の動向につきましては、固定、移動体ともに、業界再編の動きが継続しております。米国におけ

る通信法改正を前提とした活発な関連企業の動きとともに、欧州における第３世代移動体通信の本格的なサービス

の普及、3G免許の交付が遅延している中国市場など、地域によって、需要動向に格差が見られる状況が継続するも

のと思われます。 

このような状況の中、当社では、以下の営業、マーケティング及び研究開発活動を行いました。 

① 第３世代移動体通信向け製品のバージョン・アップ及びHSDPA方式に対応した新製品開発及び販売 

② 無線分野の新製品開発及びマーケティング活動 

③ 欧州、中国等の海外市場における第３世代移動体通信向け製品の開発及び販売 

④ 国内IP電話向け製品の開発及び販売 

⑤ 次世代IPネットワークに対応した製品開発及び販売 

⑥ エンタープライズ市場をターゲットとしたネットワーク･マネジメント製品の商材開拓及び販売 

その結果、当第３四半期における事業セグメント別の売上高は、以下の通りとなりました。 
【プロトコル･テスト･ソリューション事業】 1,095百万円（前年同期比7.4％増） 

ATMシグナリング（移動体通信関連）919百万円（前年同期比11.2％増） 
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（国内） 

当事業セグメントの国内売上高は、前年同期比で増加となりました。HSDPA向けのリピートオーダーが順

調に推移したため、販売は好調を継続いたしました。その結果、当事業セグメントの国内売上高は876百万

円となりました。 

（海外） 

当事業セグメントの海外売上高は、前年同期比で大幅減少となりました。欧米系通信機器メーカ、中国に所

在する欧米系通信機器メーカへの販売を行いましたが、販売は低迷しました。その結果、当事業セグメントの

海外売上高は42百万円となりました。 

以上の結果、当事業セグメントの売上高は、国内・海外を合わせて、919百万円となりました。 

TDMシグナリング（IP電話関連） 121百万円（前年同期比22.1％減） 

当事業セグメントの売上高は、前年同期比で減少となりました。VoIP市場向けの販売を継続しております

が、製品端境期のため、販売が低迷しました。その結果、当事業セグメントの売上高は121百万円となりま

した。 

IPテスト（IP関連） 54百万円（前年同期比47.6％増） 

当事業セグメントの売上高は、前年同期比で増加となりました。主力製品ANProの販売が好調で、新製品

サービステスタもリピートオーダーが継続し、販売は好調を継続しました。その結果、当事業セグメントの

売上高は、54百万円となりました。 

 

【ネットワーク・マネジメント・ソリューション事業】 126百万円（前年同期比117.2％増） 

当事業セグメントの売上高は、前年同期比で大幅に増加しました。既納入のネットワーク監視システムのリピ

ートオーダーと共に、新商材であるセキュリティー関連の製品販売が増加し、販売は好調を継続しました。以上

の結果、当事業セグメントの売上高は、126百万円となりました。 

 

【その他】 22百万円（前年同期比139.0％増） 

当事業セグメントの売上高は22百万円となりました。 

 

以上の結果、当第３四半期の業績は、売上高1,244百万円（前年同期比14.4％増）経常利益は121百万

円（前年同期比20.6％増）四半期純利益は77百万円（前年同期比21.2％増）で増収増益となりました。 

 

(2) 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７月期第３四半期 4,636 4,417 95.3 47,111  93 

17年７月期第３四半期 4,579 4,369 95.4 46,603  17 

(参考)17年7月期 4,517 4,338 96.0 46,271  30 

    
(3) 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
四半期（期末）残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18年７月期第３四半期 6 △64 △3 2,961 

17年７月期第３四半期 △97 △339 △48 3,199 

(参考)17年７月期 △270 △341 △49 3,022 

 
［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期会計期間のキャッシュ・フローの状況は、営業活動により、６百万円の資金流入、投資活動によって

64百万円の資金流出、財務活動において３百万円の資金流出があり、その結果61百万円の資金流出となりました。 

以上の結果、当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、2,961百万円となりました。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

税引前四半期純利益121百万円に加え、減価償却費47百万円がありましたが、売上債権の増加138百万円、たな

卸資産の増加16百万円により、結果として営業活動によって流入した資金は６百万円（前年同期資金流出97百万

円）となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

有形固定資産取得による支出61百万円があり、その結果、投資活動によって流出した資金は64百万円（前年同

期資金流出339百万円）となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

長期借入金の返済による支出３百万円があり、その結果、財務活動によって流出した資金は３百万円（前年同

期資金流出48百万円)となりました。 
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３．平成18年７月期の業績予想（平成17年８月１日 ～ 平成18年７月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通     期 1,800 150 90 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   959円93銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

国内の通信業界の動向につきましては、固定通信分野において通信事業者間の競合状況は激化する一方で、移動

体通信分野での料金定額制、ナンバーポータビリティー制度の導入等の経営環境の変化に加え、無線LAN等の新技

術を積極的に活用する新興通信事業者の参入により、事業者各社の収益性低下が予想されるなか、通信事業者、通

信機器メーカの価格選好は強まり、設備投資においても選別的な姿勢が強まることが予想されます。 

海外の通信業界の動向につきましては、欧米の通信事業者、通信機器メーカの収益性改善により、移動体通信分

野を中心として、研究開発、新規サービスの積極化や新興国での加入者が順調に増加する一方で、先進国での移動

体通信分野での需要飽和による端末、サービス価格の競争激化によって、通信機器業界における価格競争も激化す

ると予想されます。 

なお、現時点における事業セグメント別の市場動向及び売上見込みに関しましては、以下のように考えておりま

す。 

【プロトコル・テスト・ソリューション事業】 

ATMシグナリング（移動体通信関連） 

（国内） 

想定以上に堅調に推移するHSDPA対応基地局向け製品のリピート･オーダーとともに、基地局のIP化に向け

た製品リリースにより、中間期修正後の売上計画1,157百万円を1,183百万円に増額修正いたします。 

（海外） 

中国市場及び欧州市場に対する一定の商談を想定しておりましたが、中国市場では、3G免許の交付遅延によ

って、メーカ各社の採算性が悪化しており、各社購入予算減額の影響による大型案件の失注、欧州市場では先

行している他社との激しい競合状況により、想定の売上目標の実現可能性が大幅に低下しております。このよ

うな状況を踏まえ、中間期修正後の売上計画156百万円を57百万円に減額修正いたします。 

以上の状況変化を織り込み、当セグメントの国内売上高は、1,183百万円、海外売上高は57百万円、国内外

を合算した通期売上予算は1,240百万円を見込んでおります。 

 

TDMシグナリング（IP電話関連） 

VoIP関連自社製品につきましては、製品バージョンアップ効果を見込み、堅調な推移を想定しておりました

が、大型商談受注に遅延の可能性がでております。また、今期から新規で取り組んでいる無線LAN関連、及び

トリプルプレー関連の海外テスタ新製品につきましても、販売活動を開始しておりますが、当初想定に比較し

て、売上予算の実現可能性が低下しております。このような状況を踏まえ、中間期修正後の売上計画255百万

円を166百万円に減額修正いたします。 

 

IPテスト（IP関連） 

主力製品『ANPro』、『サービステスタ』につきましては、新機能追加の効果もあり、堅調な推移が想定さ

れることから、中間期修正後の売上計画153百万円を205百万円に増額修正いたします。 

 

【ネットワーク・マネジメント・ソリューション事業】 

同分野の新商材開拓、市場投入を積極的に進めており、堅調な推移が想定されることから、中間期修正後の売上

計画157百万円を163百万円に増額修正いたします。 

 

【その他】 

上記セグメント分類に属さない中間期修正後の売上計画22百万円を26百万円に増額修正いたします。 

 

上述の事業セグメント毎の進捗状況及び直近の事業環境を前提とし、平成18年７月期の業績は、中間期修正後の

売上計画1,900百万円を1,800百万円（前期比22.3％増）に減額修正し、年度売上計画は減額となるものの、利益率

が低い製品販売の予算減額とともに、利益率が比較的高い製品販売の予算増額により、採算が向上することを前提

とし、経常利益は期初予算である120百万円を150百万円（前期比316.9％増）に増額修正、当期純利益は期初予算

の63百万円を90百万円（前期比224.9％増）に増額修正いたします。 

 

(注)本業績予想は、現在入手可能な情報から、当社の経営者の判断に基づき作成しております。従いまして、本業績予想のみに全

面的に依拠して投資判断を下すことは控えられるようお願い致します。また、実際の業績は、様々な要因により本業績予想と

は異なる結果となり得ることをご承知おきください。 
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４．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表   （単位：千円）

第15期 第３四半期 
（平成17年４月30日現在） 

第16期 第３四半期 
（平成18年４月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年７月31日現在） 

期  別 
 
 
科  目 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 （資産の部）   ％ ％ ％

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金  3,199,837 
 2,961,399  3,022,823  

２．受取手形  4,115 
 611  1,608  

３．売掛金  314,243 
 555,700  416,554  

４．たな卸資産  352,610 
 362,974  346,259  

５．その他  62,212 
 53,133  106,689  

 流動資産合計  3,933,017 85.9 3,933,819 84.9 3,893,934 86.2 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※１ 128,126 
 136,172  112,871  

２．無形固定資産  26,224 
 16,193  23,127  

３．投資その他の資産   
     

(1)その他  496,791 
 549,921  487,905  

貸倒引当金  △4,419 
 －  －  

計  492,372 
 549,921  487,905  

固定資産合計  646,722 14.1 702,287 15.1 623,904 13.8 

資産合計  4,579,740 100.0 4,636,106 100.0 4,517,839 100.0  
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   （単位：千円）

第15期 第３四半期 
（平成17年４月30日現在） 

第16期 第３四半期 
（平成18年４月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年７月31日現在） 

期  別 
 
 
科  目 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 （負債の部）   ％ ％ ％

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金  71,904  78,407  66,450  

２．一年以内返済予定の長期借入金  4,000  4,000  4,000  

３．未払法人税等  25,448  21,695  31,948  

４．賞与引当金  42,635  46,182  21,030  

５．その他 ※２ 58,378  64,748  49,152  

流動負債合計  202,367 4.4 215,033 4.6 172,581 3.8 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金  8,000  4,000  7,000  

固定負債合計  8,000 0.2 4,000 0.1 7,000 0.2 

負債合計  210,367 4.6 219,033 4.7 179,581 4.0 

        

 （資本の部）        

Ⅰ 資本金  1,359,350 29.7 1,359,350 29.3 1,359,350 30.1 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  1,497,450  1,497,450  1,497,450  

２．その他資本剰余金        

(1) 自己株式処分差益  3,097  3,097  3,097  

 資本剰余金合計  1,500,547 32.7 1,500,547 32.4 1,500,547 33.2 

Ⅲ 利益剰余金        

１．四半期(当期)未処分利益  1,610,580  1,651,878  1,574,208  

 利益剰余金合計  1,610,580 35.2 1,651,878 35.6 1,574,208 34.8 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △4,000 △0.1 2,401 0.1 1,257 0.0 

Ⅴ 自己株式  △97,105 △2.1 △97,105 △2.1 △97,105 △2.1 

 資本合計  4,369,373 95.4 4,417,073 95.3 4,338,258 96.0 

 負債・資本合計  4,579,740 100.0 4,636,106 100.0 4,517,839 100.0 
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（2）四半期損益計算書    （単位：千円）

  第15期 第３四半期 
 

自 平成16年８月１日 
至 平成17年４月30日 

第16期 第３四半期 
 

自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日 

前事業年度の 
要約損益計算書 

自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 

期  別 
 
 
 

科  目 
金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 

   
％ ％ ％

Ⅰ 売上高  1,088,156 100.0 1,244,987 100.0 1,471,773 100.0 

Ⅱ 売上原価  429,862 39.5 469,987 37.8 700,018 47.6 

 売上総利益  658,293 60.5 775,000 62.2 771,754 52.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    ※２ 555,473 51.1 653,672 52.5 735,520 49.9 

 営業利益  102,820 9.4 121,327 9.7 36,233 2.5 

Ⅳ 営業外収益  802 0.1 614 0.1 1,108 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※１ 2,965 0.2 587 0.1 1,360 0.1 

 経常利益  100,657 9.3 121,354 9.7 35,981 2.4 

Ⅵ 特別利益  403 0.0 － － 3,054 0.2 

Ⅶ 特別損失  138 0.0 － － 283 0.0 

 税引前四半期（当期）純利益 100,921 9.3 121,354 9.7 38,753 2.6 

 法人税、住民税及び事業税 70,300 6.5 56,000 4.5 74,685 5.0 

 法人税等調整額 △33,451 △3.1 △12,315 △1.0 △63,633 △4.3 

 四半期（当期）純利益 64,073 5.9 77,670 6.2 27,701 1.9 

 前期繰越利益 1,546,507  1,574,208  1,546,507  

 四半期（当期）未処分利益 1,610,580  1,651,878  1,574,208  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

（3）四半期キャッシュ・フロー計算書   （単位：千円） 

第15期 

第３四半期 

 

自 平成16年８月１日 

至 平成17年４月30日 

第16期 

第３四半期 

 

自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー 

計算書 

自 平成16年８月１日 

至 平成17年７月31日 

期  別 
 

科  目 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期(当期)純利益 100,921 121,354 38,753 

減価償却費 66,003 47,812 85,550 

貸倒引当金の減少額 △403 － △3,054 

賞与引当金の増加・減少（△）額 21,508 25,152 △97 

受取利息及び受取配当金 △159 △308 △263 

支払利息 248 58 272 

固定資産除却損 138 － 283 

売上債権の増加額 △51,518 △138,149 △154,602 

たな卸資産の増加額 △75,943 △16,715 △69,592 

仕入債務の増加・減少(△)額 △16,580 11,957 △22,035 

未払消費税等の増加・減少(△)額 △10,749 18,324 △10,796 

その他 △2,447 9,018 △6,578 

小計 31,018 78,505 △142,160 

利息及び配当金の受取額 136 413 136 

利息の支払額 △159 △60 △183 

法人税等の支払額 △128,731 △72,753 △128,732 

営業活動によるキャッシュ・フロー △97,737 6,106 △270,939 

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 △22,369 △61,031 △23,271 

無形固定資産の取得による支出 △3,632 △1,136 △5,144 

投資有価証券の取得による支出 △110,350 － △110,350 

長期性預金の預入による支出 △200,000 － △200,000 

その他 △2,685 △2,362 △3,084 

投資活動によるキャッシュ・フロー △339,038 △64,530 △341,850 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の減少額 △52,000 － △52,000 

長期借入金の返済による支出 △3,000 △3,000 △4,000 

自己株式処分による収入 6,277 － 6,277 

財務活動によるキャッシュ・フロー △48,722 △3,000 △49,722 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △485,498 △61,423 △662,512 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,685,335 3,022,823 3,685,335 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末 
(期末)残高           ※ 3,199,837 2,961,399 3,022,823 
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（四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項） 

 
期  別 

項  目 
 

第15期 第３四半期 
自 平成16年８月１日 
至 平成17年４月30日 

第16期 第３四半期 
自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日 

前事業年度 
自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 

１．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 

時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しております。 

(1) 有価証券 

同左 

(1) 有価証券 

同左 

 (2) たな卸資産 

製品及び商品 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

(2) たな卸資産 

製品及び商品 

同左 

 

(2) たな卸資産 

製品及び商品 

同左 

 

 仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

仕掛品 

同左 

仕掛品 

同左 

 原材料 

主要原材料については移

動平均法による原価法、補

助原材料については最終

仕入原価法を採用してお

ります。 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用し

ております。 

原材料 

同左 

 

 

 

 

貯蔵品 

同左 

原材料 

同左 

 

 

 

 

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 

  定率法を採用しておりま

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 

車両運搬具    ６年 

工具器具備品 ４～６年 

(1) 有形固定資産 

  定率法を採用しておりま

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 

  工具器具備品 ４～６年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

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

と見込有効期間（３年）の残

存期間に基づく均等配分額の

いずれか大きい額を計上する

方法によっております。 

 

(3) 長期前払費用 

  期限内において均等償却

しております。 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア(自社利用)

については、社内におけ

る見込利用可能期間(５

年)による定額法を採用し

ております。 

 

 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

(2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェア 

社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

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

と見込有効期間（３年）の残

存期間に基づく均等配分額の

いずれか大きい額を計上する

方法によっております。 

 

(3) 長期前払費用 

同左 
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期  別 
項  目 
 

第15期 第３四半期 
自 平成16年８月１日 
至 平成17年４月30日 

第16期 第３四半期 
自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日 

前事業年度 
自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  売掛債権等の貸倒損失に

備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上して

おります。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備

えるため、支給見込額の

当四半期負担額を計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

(2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備

えるため、支給見込額の

当期負担額を計上してお

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 

外貨建金銭債権債務は、四半

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。 

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．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 

 

６．四半期キャッシュ・

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 

７．その他四半期財務諸

表（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 

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。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 
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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

第15期 第３四半期 

自 平成16年８月１日 

至 平成17年４月30日 

第16期 第３四半期 

自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日 

前事業年度 

自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当四半期会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

 

（追加情報） 

第15期 第３四半期 

自 平成16年８月１日 

至 平成17年４月30日 

第16期 第３四半期 

自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日 

前事業年度 

自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 

（外形標準課税制度の導入に伴う事項） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15年

３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標

準課税制度が導入されたことに伴い、

当第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及び資本割につい

ては、販売費及び一般管理費に計上し

ております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

6,700千円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前四半期純利益は、6,700千円

減少しております。 

 （外形標準課税制度の導入に伴う事項） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15年

３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標

準課税制度が導入されたことに伴い、

当事業年度から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」(平成16

年２月13日企業会計基準委員会 実務

対応報告第12号)に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

8,815千円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、8,815千円減

少しております。 
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（4）注記事項等 

（四半期貸借対照表関係）   

第15期 第３四半期 
（平成17年４月30日現在） 

第16期 第３四半期 
（平成18年４月30日現在） 

前事業年度 
（平成17年７月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

           388,574千円 

※２ 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。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

           437,787千円 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

 

 

 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

           400,922千円 

※２   

 

 

 

 

（四半期損益計算書関係）   

第15期 第３四半期 
自 平成16年８月１日 
至 平成17年４月30日 

第16期 第３四半期 
自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日 

前事業年度 
自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 

※１ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息     248千円 

※１ 

  

※１ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息     272千円 

※２ 減価償却実施額 

   有形固定資産   44,115千円 

   無形固定資産 9,582 

        長期前払費用 3,107 

※２ 減価償却実施額 

   有形固定資産   36,903千円 

   無形固定資産 8,070 

        長期前払費用 2,877 

※２ 減価償却実施額 

   有形固定資産   59,225千円 

   無形固定資産 21,876 

        長期前払費用 4,448 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

第15期第３四半期 

自 平成16年８月１日 

至 平成17年４月30日 

第16期第３四半期 

自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日 

前事業年度 

自 平成16年８月１日 

至 平成17年７月31日 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残

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 

 (平成17年４月30日現在) 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残

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 

 (平成18年４月30日現在) 

※ 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 

(平成17年７月31日現在) 
 

現金及び預金勘定 3,199,837千円

現金及び現金同等物 3,199,837 

 

現金及び預金勘定 2,961,399千円

現金及び現金同等物 2,961,399 

 

現金及び預金勘定 3,022,823千円

現金及び現金同等物 3,022,823 
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（リース取引関係） 

第15期 第３四半期 
自 平成16年８月１日 
至 平成17年４月30日 

第16期 第３四半期 

自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日 

前事業年度 

自 平成16年８月１日 
至 平成17年７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 

リース取引の重要性が乏しいため、

記載を省略しております。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

 

               

 未経過リース料 

１年内  1,656千円 

１年超  2,346千円 

 合計  4,002千円 

 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失は

ありません。 

 

               

 

（有価証券関係） 

第15期 第３四半期（平成17年４月30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） 

その他有価証券 

 非上場外国株式 

 

             106,350 

 

 第16期 第３四半期（平成18年４月30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） 

その他有価証券 

 非上場外国株式 

 

             114,400 

 

 前事業年度（平成17年７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） 

その他有価証券 

 非上場外国株式 

 

             112,470 

 

（デリバティブ取引関係） 

第15期 第３四半期（自 平成16年８月１日 至 平成17年４月30日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 第16期 第３四半期（自 平成17年８月１日 至 平成18年４月30日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 前事業年度（自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

第15期 第３四半期（自 平成16年８月１日 至 平成17年４月30日） 

  該当事項はありません。 

 第16期 第３四半期（自 平成17年８月１日 至 平成18年４月30日） 

  該当事項はありません。 

 前事業年度（自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日） 

  該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

第15期 第３四半期 

自 平成16年８月１日 
至 平成17年４月30日 

第16期 第３四半期 

自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日 

前事業年度 

自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 

 
１株当たり純資産額 46,603円17銭  

 
１株当たり純資産額 47,111円93銭  

 
１株当たり純資産額 46,271円30銭  

 
１株当たり四半期純利

益金額 
683円66銭 

 

 
１株当たり四半期純利

益金額 
828円42銭 

 

 
１株当たり当期純利益

金額 
295円54銭 

 
 
潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額 
681円88銭 

 

 
潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額 
828円30銭 

 

 
潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
294円89銭 

 

 

 （注） １株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。 

 第15期 第３四半期 
自 平成16年８月１日 
至 平成17年４月30日 

第16期 第３四半期 
自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日 

前事業年度 
自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額 
   

四半期（当期）純利益（千円） 64,073 77,670 27,701 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る四半期（当期）

純利益（千円） 
64,073 77,670 27,701 

期中平均株式数（株） 93,722 93,757 93,731 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額 
   

四半期（当期）純利益調整額 

（千円） 
－ － － 

普通株式増加数（株） 244 14 208 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要 

平成15年10月30日 

定時株主総会決議 

新株予約権 861個 

平成15年10月30日 

定時株主総会決議 

新株予約権 818個 

 

平成16年10月28日 

定時株主総会決議 

新株予約権 980個 

平成15年10月30日 

定時株主総会決議 

新株予約権 829個  
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（重要な後発事象） 

第15期 第３四半期 

自 平成16年８月１日 
至 平成17年４月30日 

第16期 第３四半期 

自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日 

前事業年度 

自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 

 

              

 

             

１．平成17年９月16日開催の取締役会

にて、当社従業員60名に対して、商

法第280条ノ20及び商法第280条ノ21

の規定に基づき、ストックオプショ

ンとして新株予約権を付与すること

を決議しております。 

 〔ストックオプションの内容〕 

(1) 株式の種類    ：普通株式 

(2) 発行済新株予約権総数：1,000個 

(3) 新株予約権の発行価額：無償 

(4) 権利行使時の払込金額：１株当

たり109,696円 

(5) 新株予約権の行使期間：平成18

年11月１日から平成20年10月31

日まで 

(6) 新株予約権の譲渡制限：新株予

約権の譲渡については、取締役

会の承認を要する。 

 

 

 ２．平成17年10月27日開催の定時株主

総会において、当社取締役及び従業

員に対して、商法第280条ノ20及び商

法第280条ノ21の規定に基づき、スト

ックオプションとして新株予約権を

発行することができる旨を決議して

おります。 

 〔ストックオプションの内容〕 

(1) 株式の種類   ：普通株式 

(2) 新株予約権の予定総数：1,000個 

(3) 新株予約権の発行価額：無償 

(4) １株当たりの払込金額：新株予

約権を発行する日の属する月の

前月の各日（取引が成立しない

日を除く。）における東京証券

取引所の当社普通株式の終値の

平均値（１円未満の端数は切上げ

る。）、または発行日における終

値（当日に取引がない場合には、

それに先立つ直近日の終値とす

る。）のいずれか高い金額とす

る。 

(5) 新株予約権の行使期間：平成19

年11月１日から平成21年10月31

日まで 

(6) 新株予約権の譲渡制限：新株予

約権の譲渡については、取締役

会の承認を要する。 
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（5）部門別売上高 

（千円未満 切捨） 

平成17年７月期 
第３四半期 

平成18年７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 

  千円 ％ 千円 ％ ％ 千円 ％ 

ATMシグナリング 826,995 76.0 919,225 73.8 11.2 1,086,484 73.8 

TDMシグナリング 156,326 14.4 121,746 9.8 △22.1 191,925 13.1 

IPテスト 36,981 3.4 54,571 4.4 47.6 105,073 7.1 

プロトコル・ 
テスト・ 
ソリューション 
事業 

小計 1,020,303 93.8 1,095,543 88.0 7.4 1,383,483 94.0 

ネットワーク・マネジメント・
ソリューション事業 58,319 5.3 126,659 10.2 117.2 71,613 4.9 

その他 9,532 0.9 22,784 1.8 139.0 16,675 1.1 

合計 1,088,156 100.0 1,244,987 100.0 14.4 1,471,773 100.0 

 


