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平成 19 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） 

平成 18 年８月 11 日 

上場会社名  株式会社フォーバルテレコム    （コード番号９４４５ 東証マザーズ） 

ＵＲＬ    http://www.forvaltel.co.jp/ 

問合せ先   代表者役職名 代表取締役社長    氏名 中島 將典 

責任者役職名 取締役経営管理本部長 氏名 山本 忠幸  TEL(03)3233－1301 

 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期連結財務諸表の作成基準           ：中間連結財務諸表作成基準 

② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無       ：無 

④ 会計監査人の関与                 ：有 

四半期連結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 19 年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年６月 30 日） 

(1)連結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 ％

平成19年３月期第1四半期 2,943 18.0 195 3.8 196 4.1 194 △4.3

平成18年３月期第1四半期 2,495 68.0 188 216.4 189 223.9 202 249.9

（参考） 平成 18 年３月期 11,024 42.4 859 82.6 868 92.2 841 15.8

 

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

平成19年３月期第1四半期 2,341.26 2,325.47

平成18年３月期第1四半期 2,454.81 2,424.90

（参考） 平成 18 年３月期 9,766.71 9,664.14

（注）１ 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。 

   ２ 各期の 1株当たり情報の基礎となった期中平均株式数（連結）は下記のとおりです。 

      平成 19 年３月期第 1四半期 83,008 株 

      平成 18 年３月期第１四半期 82,692 株 

      平成 18 年３月期      82,805 株 

http://www.forvaltel.co.jp/


 

－  － 

 

2

 [連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

当第１四半期連結会計期間における当社グループが位置する通信業界におきましては、ＡＤＳＬの普及を契機として進

展したブロードバンド化が、光ファイバーの急激な伸びによって一層顕著となりました。当社グループが主要ターゲット

としている中小法人におきましても、自社の情報通信環境のブロードバンド化に対する認識が高まっており、景況の回復

感と相まって、導入に踏み切る企業が着実に増加しております。 

このような中、当社グループは、中小法人向けの割安電話サービス「ｆｉｔコール」及び光ファイバー対応ＩＰ電話「Ｆ

Ｔフォン」の拡販に取り組むほか、ビリングサービス及び各種アドオン・サービスの強化を図ってまいりました。 

また、従来より提供しております法人向け旧音声系サービス事業においては、引続きサービスの効率的な運営に努めま

した。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、29 億 43 百万円（前年同期比 18.0％増）、営業利益は１億 95 百万

円（前年同期比 3.8％増）、経常利益は１億 96 百万円（前年同期比 4.1％増）、当期純利益は１億 94 百万円（前年同期比

4.3％減）となりました。 

≪新通信サービス事業≫ 

 「新通信サービス事業」におきましては、主に「ＦＴフォン」の拡販及び各種アドオンサービスの強化、また「おとく

ライン」サービスの新規獲得ユーザーの回線開通に注力した結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 22 億 73 百万円

（前年同期比 45.0％増）、営業利益は１億 67 百万円（前年同期比 10.9％増）となりました。 

≪旧音声系サービス事業≫ 

「旧音声系サービス事業」におきましては、前連結会計年度に引続き顧客ニーズが急増して採算性も高い「新通信サー

ビス事業」への移行を優先する施策を講じたことにより、当第１四半期連結会計期間の売上高は５億 77 百万円（前年同期

比 28.5％減）、営業利益は 19 百万円（前年同期比 41.7％減）となりました。 

≪その他事業≫ 

「その他事業」におきましては、ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社の事業再編の為、連結子会社の「情報通

信機器販売」及び「印刷」等による当第１四半期連結会計期間の売上高は 93 百万円（前年同期比 23.2％減）、営業利益は

７百万円（前年同期比 158.1％増）となりました。 
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(2)連結財政状態の変動状況                                 （百万円未満切捨） 

総資産 純資産 自己資本比率 
1 株当たり 

純資産 

百万円 百万円 ％ 円 銭

平成19年３月期第1四半期 3,453 1,682 47.5 19,752.44

平成18年３月期第1四半期 4,062 1,064 26.2 12,870.47

（参考） 平成 18 年３月期 3,509 1,721 49.1 20,346.14

（注）１．各期の 1株当たり情報の基礎となった期末発行済株式数は下記のとおりです。 

     平成 19 年３月期第 1四半期 83,154 株 

     平成 18 年３月期第１四半期 82,737 株 

     平成 18 年３月期      83,007 株 

２．平成 18 年３月期第１四半期及び平成 18 年３月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の

欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１株当たり純資産」の欄に記載

しております。 

 

(3)連結キャッシュ・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

平成19年３月期第1四半期 265 △149 △190 877

平成18年３月期第1四半期 △486 △10 △265 2,205

（参考） 平成 18 年３月期 △1,487 △285 △243 952
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[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

①資産、負債、純資産の状況 

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 27 億 36 百万円となり、前連結会計年度末比 106 百万円減少致

しました。これは主に、現金及び預金の減少（△74 百万円）によるものであり、その要因は「②キャッシュ・フローの状

況」を参照願います。 

（固定資産） 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は７億 17 百万円となり、前連結会計年度末比 50 百万円増加致し

ました。これは主に、投資有価証券の増加（47 百万円）によるものであります。 

（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は 17 億 16 百万円となり、前連結会計年度末比 22 百万円増加致し

ました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加（47 百万円）及び未払金の減少（△16 百万円）によるものであります。 

（固定負債） 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は 54 百万円となり、前連結会計年度末比 363 千円減少致しまし

た。これは主に、長期未払金の減少（△１百万円）及び退職給与引当金の増加（１百万円）によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は 16 億 82 百万円となり、前連結会計年度末比 78 百万円減少致し

ました。これは主に配当金の利益処分による利益剰余金の減少（２億 49 百万円）及び四半期純利益などによる利益剰余金

の増加（１億 94 百万円）によるものであります。 

（注）純資産の部は、前連結会計年度末の少数株主持分と資本の部の合計との対比で記載しております。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、８億 77 百万円となりました。当第１

四半期連結会計期間の各キャッシュ・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> 

営業活動の結果獲得した資金は、265 百万円（前年同期は 486 百万円の使用）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益が 196 百万円となり、仕入債務の増加が 47 百万円となったこと等によるもの

です。 

<投資活動によるキャッシュ・フロー> 

投資活動の結果使用した資金は、149 百万円（前年同期は 10 百万円の使用）となりました。 

これは主に、投資有価証券の取得による支出が 50 百万円となり、無形固定資産の取得による支出が 98 百万円となっ

たことによるものです。 

<財務活動によるキャッシュ・フロー> 

財務活動の結果使用した資金は、190 百万円（前年同期は 265 百万円の使用）となりました。 

これは主に、配当金の支払が 199 百万円となり、株式の発行による収入が９百万円となったことによるものです。 
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３.平成 19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）         （百万円未満切捨） 

売上高 経常利益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円

中  間  期 5,500 430 430

通     期 12,000 1,100 1,100

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）13,228 円 47 銭 

 

 また、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る現時点にお

ける仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

 

 

[業績予想に関する定性的情報等] 

平成 19 年３月期におきましては、前連結会計年度に引続き「ブロードバンド・サービス（光ファイバーによる接続サービ

ス＋ＩＰ電話＋付帯サービスなど）」の拡販をしてまいります。 

その施策として、通信事業者及びハードウェアメーカーと協力し、携帯端末との融合サービスの開発・提供を目指します。

また、これまで当社で培ってまいりました「ビリングプロバイダー（Billing  Provider）」としてのノウハウを、強力な販

売ネットワークを有する代理店各社へ積極的にＯＥＭ提供してまいります。 

当社グループは、常にお客様の「半歩先」のあるべき姿をイメージし、お客様の「半歩先のニーズ」に対応できるソリュ

ーションを提供しております。その「半歩先の提案」が情報通信における「新しいあたりまえ」となるものと考えておりま

す。 

 なお、業績の見通しにつきましては、現時点において連結及び単体とも変更ありません。 
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４．四半期連結財務諸表等 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円） 

前第１四半期 

連結会計期間末 

（平成 17 年６月 30 日現在） 

当第１四半期 

連結会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 18 年３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   2,205,620 877,964   952,326

２. 

 

受取手形及び

売掛金 
  1,278,099 1,689,820   1,736,609

３. たな卸資産   7,841 4,457   4,973

４. 未収入金   38,858 69,428   67,613

５. その他   85,736 130,003   115,325

 貸倒引当金   △35,776 △35,617   △34,024

 流動資産合計   3,580,380 88.1 2,736,056 79.2  2,842,824 81.0

Ⅱ 固定資産     

１. 有形固定資産 ※1  61,144 80,337   85,443

２. 無形固定資産     

(1) ソフトウエア － 231,787  222,582 

(2) その他 157,696 157,696 403 232,190  403 222,985

 無形固定資産合計    

３. 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  25,372 164,653  116,979 

(2) 差入保証金  1,544 1,500  1,500 

(3) 長期滞留債権  18,755 23,049  17,714 

(4) 長期前払費用  164,660 164,480  164,563 

(5) その他  72,152 74,247  75,271 

 貸倒引当金  △18,755 263,730 △23,049 404,881  △17,714 358,314

 固定資産合計   482,571 11.9 717,410 20.8  666,743 19.0

 資産合計   4,062,952 100.0 3,453,467 100.0  3,509,567 100.0
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（単位：千円） 

前第１四半期 

連結会計期間末 

（平成 17 年６月 30 日現在） 

当第１四半期 

連結会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 18 年３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. 

 

支払手形及び

買掛金 
  870,193 1,360,586   1,313,290

２. 未払金   508,153 200,794   217,705

３. 未払法人税等   2,317 3,442   8,851

４. 前受金   1,258,519 －   －

５. 賞与引当金   51,069 28,453   54,980

６. その他   176,014 123,102   98,996

 流動負債合計   2,866,267 70.6 1,716,379 49.7  1,693,825 48.2

Ⅱ 固定負債     

１. 繰延税金負債   474 1,020   1,966

２. 退職給付引当金  48,496 51,890   50,267

３. その他   9,702 1,386   2,425

 固定負債合計   58,672 1.4 54,296 1.6  54,659 1.6

 負債合計   2,924,939 72.0 1,770,675 51.3  1,748,484 49.8

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  73,148 1.8 － －  39,210 1.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   523,802 12.9 － －  530,211 15.1

Ⅱ 資本剰余金   23,802 0.6 － －  30,211 0.9

Ⅲ 利益剰余金   514,889 12.6 － －  1,153,633 32.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  2,369 0.1 － －  7,815 0.2

 資本合計   1,064,864 26.2 － －  1,721,872 49.1

 
負債,少数株主持分

及び資本合計 
  4,062,952 100.0 － －  3,509,567 100.0
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   （単位：千円） 

前第１四半期 

連結会計期間末 

（平成 17 年６月 30 日現在） 

当第１四半期 

連結会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日現在） 

期 別 

 

科 目 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（純資産の部） 

Ⅰ 株主資本 

 

 

％ ％ 

 

 

 

％

１. 資本金   － － 535,050 15.5  － －

２. 資本剰余金   － － 35,050 1.0  － －

３. 利益剰余金   － － 1,065,956 30.8  － －

 株主資本合計   － － 1,636,058 47.3  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１. その他有価証券評

価差額金 
  

－ － 6,435 0.2 

 
 

－ －

 評価・換算差額等合計   － － 6,435 0.2  － －

Ⅲ 少数株主持分  － － 40,297 1.2  － －

 純資産合計   － － 1,682,791 48.7  － －

 負債及び純資産合計   － － 3,453,467 100.0  － －
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（２）四半期連結損益計算書 

 （単位：千円） 

前第１四半期 

連結会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期 

連結会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３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   2,495,550 100.0 2,943,542 100.0  11,024,193 100.0

Ⅱ 売上原価   1,811,848 72.6 2,437,266 82.8  8,227,112 74.6

  売上総利益   683,702 27.4 506,275 17.2  2,797,080 25.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１. 貸倒引当金繰入額  8,711 6,928  18,484 

２. 給与・賞与  177,029 81,863  653,549 

３. 賞与引当金繰入額  22,064 5,835  39,543 

４． 情報処理費  - 32,056  68,107 

５. 委託業務費  72,819 73,022  216,091 

６. その他  214,986 495,611 19.9 111,241 310,947 10.6 941,345 1,937,122 17.6

 営業利益  188,090 7.5 195,328 6.6  859,957 7.8

Ⅳ 営業外収益     

１. 受取利息  7 39  69 

２. 受取配当金  37 55  105 

３. 受取手数料  900 900  3,600 

４． 保険配当金  181 261  392 

５. その他  458 1,584 0.1 511 1,767 0.1 6,417 10,585 0.1

Ⅴ 営業外費用     

１. 支払利息  400 -  440 

２. 新株発行費  204 59  603 

３. その他  24 629 0.0 218 277 0.0 746 1,790 0.0

 経常利益  189,045 7.6 196,817 6.7  868,752 7.9

Ⅵ 特別利益     

１. 貸倒引当金戻入益  130 -  - 

２. その他  - 130 0.0 - - - 5,736 5,736 0.1

Ⅶ 特別損失     

１. 固定資産除却損  308 -  25,966 

２. 投資有価証券売却損  88 -  - 

３. その他  - 396 0.0 - - - 71,692 97,658 0.9

税金等調整前四半期(当期)純利益  188,779 7.6 196,817 6.7  776,830 7.1

法人税及び住民税  665 1,386  5,315 

法人税等調整額 - 665 0.0 - 1,386 0.1 △18,653 △13,338 0.0

少数株主利益又は少数株主損失（△）  △14,879 △0.6 1,086 0.0  △51,569 △0.5

四半期(当期)純利益  202,994 8.1 194,344 6.6  841,738 7.6
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（３）四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書 

 四半期連結剰余金計算書                                     （単位：千円） 

前第１四半期連結会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

前連結会計年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日 

期 別 

 

科 目 
金 額 金 額 

（ 資本剰余金の部 ）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 22,705  22,705

Ⅱ 資本剰余金増加高  

 １．新株引受権の行使 1,097 1,097 7,506 7,506

Ⅲ 資本剰余金第１四半期末（期末）残高 23,802  30,211

  

（ 利益剰余金の部 ）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 482,715  482,715

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．第１四半期（当期）純利益 202,994 202,994 841,738 841,738

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金 137,820 137,820 

 ２．役員賞与 33,000 170,820 33,000 170,820

Ⅳ 利益剰余金第１四半期末（期末）残高 514,889  1,153,633

   

 

 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） （単位：千円） 

 株主資本 

     

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成 18 年３月 31 日残高 530,211 30,211 1,153,633 1,714,056 

当四半期中の変動額   

新株の発行 4,839 4,839 － 9,678 

剰余金の配当 － － △249,021 △249,021 

役員賞与 － － △33,000 △33,000 

四半期純利益 － － 194,344 194,344 

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額（純額） 
－ － － － 

当四半期中の変動額合計 4,839 4,839 △87,676 △77,998 

平成 18 年６月 30 日残高 535,050 35,050 1,065,956 1,636,058 

 

 評価・換算差額等   

     

 その他有価証券評

価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 7,815 7,815 39,210 1,761,082 

当四半期中の変動額   

新株の発行 － － － 9,678 

剰余金の配当 － － － △249,021 

役員賞与 － － － △33,000 

四半期純利益 － － － 194,344 

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額（純額） 

△1,379 △1,379 1,086 △292 

当四半期中の変動額合計 △1,379 △1,379 1,086 △78,291 

平成 18 年６月 30 日残高 6,435 6,435 40,297 1,682,791 
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                               （単位：千円） 

前第１四半期 

連結会計期間 

当第１四半期 

連結会計期間 

前連結会計年度の要約 

連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３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  

税金等調整前四半期(当期)純利益 188,779 196,817 776,830 

減価償却費 7,203 20,398 38,890 

連結調整勘定償却額 38,498 - 153,023 

貸倒引当金の増加額（△減少額） 719 6,928 △2,074 

賞与引当金の減少額 △8,041 △26,527 △4,154 

退職給付引当金の増加額 3,152 1,622 4,923 

受取利息及び配当金 △44 △94 △175 

受取手数料 △900 △900 △3,600 

支払利息 400 - 440 

投資有価証券売却損 88 - 88 

有形固定資産除却損 308 - 25,034 

売上債権の減少額（△増加額） △81,325 46,789 △539,835 

たな卸資産の減少額（△増加額） △300 516 2,567 

未収入金の減少額（△増加額） 28,937 △1,815 182 

その他流動資産の減少額（△増加額） 367,929 △14,338 360,600 

その他固定資産の増加額 △8,624 △5,240 △4,721 

仕入債務の増加額 26,987 47,296 470,083 

その他流動負債の増加額(△減少額) △1,012,689 257 △2,729,872 

その他固定負債の減少額 △1,039 △1,039 △8,316 

役員賞与の支払額 △33,000 - △33,000 

その他 207 59 9,676 

小  計 △482,753 270,730 △1,483,408 

利息及び配当金の受取額 44 94 175 

利息の支払額 △325 - △365 

法人税等の支払額 △3,748 △5,253 △3,653 

営業活動によるキャッシュ・フロー △486,782 265,572 △1,487,251 
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（単位：千円） 

前第１四半期 

連結会計期間 

当第１四半期 

連結会計期間 

前連結会計年度の要約 

連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 

自 平成 17 年４月 １日

至 平成 17 年６月 30 日

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

自 平成 17 年４月 １日

至 平成 18 年３月 31 日

期 別 

 

 

科 目 
金  額 金  額 金  額 

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 △10,191 △3,048 △71,728 

無形固定資産の取得による支出 △1,346 △98,132 △123,916 

投資有価証券の取得による支出 - △50,000 △102,800 

投資有価証券の売却による収入 193 - 18,883 

貸付金の回収による収入 54 681 271 

その他 900 900 △5,761 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,389 △149,598 △285,052 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額 △130,000 - △130,000 

株式の発行による収入 1,990 9,619 14,688 

 配当金の支払額 △137,820 △199,954 △137,302 

その他 - - 8,621 

財務活動によるキャッシュ・フロー △265,829 △190,335 △243,992 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △763,001 △74,361 △2,016,296 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,968,622 952,326 2,968,622 

Ⅵ 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高 ※ 2,205,620 877,964 952,326 
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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

期 別 

 

項 目 

前第 1 四半期連結会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第 1 四半期連結会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前連結会計年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日 

１．連結の範囲に関す

る事項 

連結子会社数 ４社 

連結子会社名 

㈱フォーバルコミュニケーション

ズ 

ビー・ビー・コミュニケーションズ

㈱ 

㈱トライ・エックス（広島社） 

㈱トライ・エックス（東京社） 

連結子会社数 ３社 

連結子会社名 

㈱フォーバルコミュニケーション

ズ 

ビー・ビー・コミュニケーションズ

㈱ 

㈱トライ・エックス 

 当社の連結子会社であります㈱

トライ・エックス（広島社）と㈱ト

ライ・エックス（東京社）は、平成

17 年 10 月１日に合併致しました。

 

同 左 

２．持分法の適用に関

する事項 

ビー・ビー・コミュニケーション

ズ㈱は、当社が同社の株式を追加取

得し連結子会社となったため、持分

法の適用範囲から除外しておりま

す。 

該当事項はありません。  

同 左 

３．連結子会社の四半

期決算日（決算日）

等に関する事項 

 すべての連結子会社の四半期決

算日の末日は、四半期連結決算日と

一致しております。 

 

同 左 

 すべての連結子会社の決算日の

末日は、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) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…当四半期連結決算日の市場価

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） 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…連結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 

時価のないもの 

同 左 

時価のないもの 

同 左 

 ②たな卸資産 

(ｲ)商品 

主として移動平均法による

低価法 

(ﾛ)貯蔵品 

移動平均法による原価法 

②たな卸資産 

(ｲ) 商品 

同 左 

 

(ﾛ)貯蔵品 

同 左 

②たな卸資産 

(ｲ)商品 

同 左 

   

(ﾛ)貯蔵品 

同 左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ①有形固定資産 

当社及び連結子会社は定率

法を採用しております。ただし、

連結子会社は平成 10 年 4 月 1

日以降に取得した建物(附属設

備を除く)は定額法によってお

ります。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

器具備品 ２年～20 年 

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 

 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、自社利

用のソフトウエア５年でありま

す。 

②無形固定資産 

同 左 

②無形固定資産 

同 左 

 ③長期前払費用 

 定額法により償却しておりま

す。 

③長期前払費用 

同 左 

③長期前払費用 

同 左 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 (3) 重要な繰延資産の処理方法 (3) 重要な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 

新株発行費 

同 左 
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期 別 

 

項 目 

前第 1 四半期連結会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第 1 四半期連結会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前連結会計年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日 

４．会計処理基準に関

する事項 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同 左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同 左 

 ②賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に備える

ため、支給見込額のうち当四半期

連結会計期間に負担すべき額を計

上しております。 

②賞与引当金 

同 左 

②賞与引当金 

従業員に支給する賞与に備える

ため、支給見込額のうち当連結会

計年度に負担すべき額を計上して

おります。 

 ③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

職給付債務の見込額に基づき、当

四半期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。 

③退職給付引当金 

同 左 

③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

職給付債務の見込額に基づき計上

しております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同 左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同 左 

 (6) その他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 

 税抜方式を採用しております。

(6) その他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 

同 左 

(6) その他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 

同 左 

５．四半期連結キャッ

シュ・フロー計算

書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）

における資金の範

囲 

手許現金及び要求払預金のほか、

取得日から３ヶ月以内に満期日が

到来する定期預金からなっており

ます。 

 

同 左 

 

同 左 
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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

前第１四半期連結会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期連結会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前連結会計年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日 

 

――――― 

 

――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、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。これにより税金等調整前

当期純利益は14,765千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき資産の金額か

ら直接控除しております。 

 

――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

当第１四半期連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成 17 年 12 月９日 企業会計基準適用指針

第８号 ）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

1,642,494 千円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り当第１四半期連結会計期間における四半

期連結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間連結財務諸表規則により

作成しております。 

 

――――― 
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（表示方法の変更） 

前第１四半期連結会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期連結会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

（連結貸借対照表） 

 前第１四半期連結会計期間末まで掲記しておりました「売掛金」

は、当第１四半期連結会計期間末において新たに受取手形の残高が

66,288 千円発生したため「受取手形及び売掛金」として表示して

おります。 

前第１四半期連結会計期間末まで掲記しておりました「買掛金」

は、当第１四半期連結会計期間末において新たに支払手形の残高が

63,347 千円発生したため「支払手形及び買掛金」として表示して

おります。 

 「前受金」は、前第１四半期連結会計期間末までは、流動資産の

「その他」に表示しておりましたが、当第１四半期連結会計期間末

において、負債,少数株主持分及び資本の総額の 100 分の５を超え

たため区分掲記しました。 

なお、前第１四半期連結会計期間末の「前受金」は 477 千円であ

ります。 

（連結貸借対照表） 

「ソフトウエア」は、前第１四半期連結会計期間末までは、無形

固定資産の「その他」に表示しておりましたが、当第１四半期連結

会計期間末において、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１四半期連結会計期間末の「ソフトウエア」は 27,032

千円であります。 

（連結損益計算書） 

―――――――― 

（連結損益計算書） 

「情報処理費」は、前第１四半期連結会計期間まで販売費及び一

般管理費の「その他」として表示しておりましたが、当第１四半期

連結会計期間において、販売費及び一般管理費の総額の 100 分の

10 を超えたため区分掲記しました。 

なお、前第１四半期連結会計期間の「情報処理費」の金額は、

14,187 千円であります。 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 

（平成 17 年６月 30 日現在） 

当第１四半期連結会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日現在） 

前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

         140,044 千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

         131,857 千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            124,751 千円

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数（株） 

当第１四半期連結会計期間

増加株式数（株） 

当第１半期連結会計期間 

減少株式数（株） 

当第１四半期連結会計期間末

株式数（株） 

発行済株式   

普通株式 83,007 147 － 83,154

合  計 83,007 147 － 83,154

（注）新株予約権の行使により 147 株増加しております。 

２．新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当金の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 18 年６月 22 日 

定時株主総会 
普通株式 249 利益剰余金 3,000 平成 18 年３月 31 日 平成 18年６月 23日

(2)基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末後となるもの 

 該当事項はありません。 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期連結会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前連結会計年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成 17 年６月 30 日現在） （平成 18 年６月 30 日現在） （平成 18 年３月 31 日現在）

            

 現金及び預金勘定 2,205,620 千円   現金及び預金勘定 877,964 千円 現金及び預金勘定 952,326 千円

 預入れ期間が３ヶ

月を超える定期預

金 

－千円 

  預入れ期間が３ヶ

月を超える定期預

金 

－千円

預入れ期間が３ヶ

月を超える定期預

金 

－千円

 現金及び預金同等

物 
2,205,620 千円 

  現金及び預金同等

物 
877,964 千円

現金及び預金同等

物 
952,326 千円
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（リース取引関係） 

前第１四半期連結会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期連結会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前連結会計年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

１.借主側 １.借主側 １.借主側 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び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、減損損失累計額相当額及び

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、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 

 

機械装置 

取得価額相当額       2,902 千円 

減価償却累計額相当額    2,757 千円 

四半期末残高相当額       145 千円 

機械装置 

 

――――― 

機械装置 

 

――――― 

器具備品 

取得価額相当額      28,484 千円 

減価償却累計額相当額   21,132 千円 

四半期末残高相当額     7,352 千円 

器具備品 

取得価額相当額       4,350 千円 

減価償却累計額相当額    4,350 千円 

四半期末残高相当額        －千円 

器具備品 

取得価額相当額     32,748 千円 

減価償却累計額相当額  26,766 千円 

期末残高相当額          5,982 千円 

ソフトウェア 

取得価額相当額     102,221 千円 

減価償却累計額相当額   92,962 千円 

四半期末残高相当額     9,258 千円 

ソフトウェア 

 

――――― 

ソフトウェア 

取得価額相当額     14,400 千円 

減価償却累計額相当額  13,919 千円 

期末残高相当額             480 千円 

合計 

取得価額相当額     133,608 千円 

減価償却累計額相当額  116,852 千円 

四半期末残高相当額    16,755 千円 

合計 

取得価額相当額       4,350 千円 

減価償却累計額相当額    4,350 千円 

四半期末残高相当額        －千円 

合計 

取得価額相当額      47,148 千円 

減価償却累計額相当額   40,686 千円 

期末残高相当額           6,462 千円 

②未経過リース料四半期末残高相当額 

 

１年内                  163,246 千円 

１年超            332,257 千円 

合 計             495,503 千円 

②未経過リース料四半期末残高相当額等 

 未経過リース料四半期末残高相当額 

１年内                  150,499 千円 

１年超                  179,944 千円 

合 計                  330,443 千円 

②未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内            153,388 千円 

１年超            220,951 千円 

合 計            374,339 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           8,270 千円 

減価償却費相当額         7,590 千円 

支払利息相当額            227 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 

支払リース料           2,463 千円 

減価償却費相当額         2,256 千円 

支払利息相当額             57 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 

支払リース料          23,202 千円 

減価償却費相当額        21,385 千円 

支払利息相当額            544 千円 

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。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

④減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

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。 

⑤利息相当額の算定方法 

同 左 

 

 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

 

⑤利息相当額の算定方法 

同 左 

 

 

 

（減損損失について） 

同 左 

 

 

２.貸主側 ２.貸主側 ２.貸主側 

未経過リース料四半期末残高相当額 

１年内            146,443 千円 

１年超            347,031 千円 

合 計            493,475 千円 

未経過リース料四半期末残高相当額 

１年内            151,175 千円 

１年超            195,856 千円 

合 計            347,031 千円 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内            149,978 千円 

１年超            234,102 千円 

合 計            384,080 千円 

（注）上記は全て転貸リース取引に係る貸

主側の未経過リース料四半期末残高相当額

であります。なお、当該転貸リース取引は、

おおむね同一の条件で第三者にリースして

おりますので、ほぼ同額の残高が上記借主

側の未経過リース料四半期末残高相当額に

含まれております。 

（注） 

同 左 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（注）上記は全て転貸リース取引に係る貸

主側の未経過リース料期末残高相当額であ

ります。なお、当該転貸リース取引は、お

おむね同一の条件で第三者にリースしてお

りますので、ほぼ同額の残高が上記借主側

の未経過リース料期末残高相当額に含まれ

ております。 

（減損損失について） 

同 左 
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（有価証券関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成 17 年６月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

（１）株式 27,478 25,372 △2,105 

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 27,478 25,372 △2,105 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成 18 年６月 30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

（１）株式 9,346 11,853 2,506 

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 9,346 11,853 2,506 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 
152,800 

 

前連結会計年度末（平成 18 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

（１）株式 9,346 14,179 4,833 

（２）債券 － － － 

（３）その他 － － － 

合計 9,346 14,179 4,833 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 
102,800 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成 17 年６月 30 日現在） 

 該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間末（平成 18 年６月 30 日現在） 

 該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末（平成 18 年３月 31 日現在） 

 該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

1.事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年６月 30 日）                 （単位：千円） 

旧音声系サービス事業  

国際 
事業 

移動体 

事業 

国内 
事業 

その他

新通信サー

ビス事業 

その他 

事業 
計 

消去又は

全社 
連結 

売上高    

（１）外部顧客に対

する売上高 
63,840 14,853 713,937 14,479 1,567,078 121,362 2,495,550 － 2,495,550

（２）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

20 － 281 － 5,159 428 5,890 (5,890) －

計 63,861 14,853 714,218 14,479 1,572,237 121,791 2,501,441 (5,890) 2,495,550

営業費用 58,858 11,868 693,977 9,053 1,420,787 118,806 2,313,350 (5,890) 2,307,460

営業利益 5,003 2,984 20,240 5,425 151,450 2,985 188,090 － 188,090

（注）事業区分の方法及び各区分に属する主なサービスの名称 

事業は市場及び販売方法の類似性により、セグメンテーションしております。 

事業区分 主要なサービス 

旧音声系サービス事業 

 国際事業 法人向け国際電話サービス 

 移動体事業 法人向け携帯電話サービス 

 国内事業 市外電話再販サービス・市内電話再販サービス 

 その他 ＷＥＢホスティングサービス他 

新通信サービス事業 法人向けＶｏＩＰサービス他 

その他事業 情報通信機器販売・普通印刷業 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日）                 （単位：千円） 

旧音声系サービス事業  

国際 
事業 

移動体 

事業 

国内 
事業 

その他

新通信サー

ビス事業 

その他 

事業 
計 

消去又は

全社 
連結 

売上高    

（１）外部顧客に対

する売上高 
45,293 42,330 479,019 10,686 2,273,036 93,175 2,943,542 － 2,943,542

（２）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － 2,631 3,265 5,897 (5,897) －

計 45,293 42,330 479,019 10,686 2,275,668 96,440 2,949,439 (5,897) 2,943,542

営業費用 39,048 41,251 468,803 8,595 2,107,675 88,735 2,754,111 (5,897) 2,748,214

営業利益 6,244 1,079 10,216 2,090 167,992 7,705 195,328 － 195,328

（注）事業区分の方法及び各区分に属する主なサービスの名称 

事業は市場及び販売方法の類似性により、セグメンテーションしております。 

事業区分 主要なサービス 

旧音声系サービス事業 

 国際事業 法人向け国際電話サービス 

 移動体事業 法人向け携帯電話サービス 

 国内事業 市外電話再販サービス・市内電話再販サービス 

 その他 ＷＥＢホスティングサービス他 

新通信サービス事業 法人向けＶｏＩＰサービス、おとくラインサービス他 

その他事業 情報通信機器販売・普通印刷業 
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前連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日）                      （単位：千円） 

旧音声系サービス事業  

国際 
事業 

移動体 

事業 

国内 
事業 

その他

新通信サー

ビス事業 

その他 

事業 
計 

消去又は

全社 
連結 

売上高    

（１）外部顧客に対

する売上高 
223,793 67,196 2,536,169 52,314 7,679,573 465,146 11,024,193 － 11,024,193

（２）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － 1,751 － 24,641 8,366 34,759 (34,759) －

計 223,793 67,196 2,537,920 52,314 7,704,214 473,513 11,058,952 (34,759) 11,024,193

営業費用 194,047 53,915 2,461,365 21,584 7,034,991 433,091 10,198,995 (34,759) 10,164,235

営業利益 29,746 13,281 76,555 30,729 669,223 40,421 859,957 － 859,957

（注）事業区分の方法及び各区分に属する主なサービスの名称 

事業は市場及び販売方法の類似性により、セグメンテーションしております。 

事業区分 主要なサービス 

旧音声系サービス事業 

 国際事業 法人向け国際電話サービス 

 移動体事業 法人向け携帯電話サービス 

 国内事業 市外電話再販サービス・市内電話再販サービス 

 その他 ＷＥＢホスティングサービス他 

新通信サービス事業 法人向けＶｏＩＰサービス他 

その他事業 情報通信機器販売・普通印刷業 

 

 

２．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年６月 30 日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．海外売上高 

前第１四半期連結会計期間（自平成 17 年４月１日 至平成 17 年６月 30 日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年６月 30 日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期連結会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期連結会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前連結会計年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日 

１株当たり純資産額      12,870.47 円 

１株当たり四半期純利益金額 

2,454.81 円 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益金額 

2,424.90 円 

１株当たり純資産額      19,752.44 円

１株当たり四半期純利益金額 

2,341.26 円

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益金額 

2,325.47 円

１株当たり純資産額      20,346.14 円

１株当たり当期純利益金額    9,766.71 円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額    9,664.14 円

当社は平成 17 年３月 31 日付で株式１株

につき３株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前第１四半期連結会計期

間における１株当たり情報については、以

下のとおりであります。 

 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成 16 年４月１日 

至 平成 16 年６月 30 日) 

１株当たり純資産額          5,301.26 円 

１株当たり四半期純利益金額    934.15 円 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益金額    919.41 円 

 

前連結会計年度 

(自 平成 16 年４月１日 

至 平成 17 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額      12,074.08 円 

１株当たり当期純利益金額    9,540.71 円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額    9,416.92 円 

 

――――― 

当社は平成 17 年５月 20 日付で株式１株

につき３株の株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前連結会計年度における

１株当たり情報については、以下のとおり

であります。 

 

１株当たり純資産額      12,074.08 円

１株当たり当期純利益金額    9,540.71 円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額    9,416.92 円

（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。 

 
前第１四半期連結会計期間

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期連結会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前連結会計年度 

至 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３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 202,994 千円 194,344 千円 841,738 千円 

普通株主に帰属しない金額          －           － 33,000 千円 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)      （33,000 千円）

普通株式に係る 

四半期（当期）純利益 
202,994 千円 194,344 千円 808,738 千円 

期中平均株式数 82,692 株 83,008 株 82,805 株 

    

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 － － － 

普通株式増加数 1,020 株 564 株 315 株 

（うち新株引受権） （1,020 株） （564 株） （315 株） 

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

益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

――――― 

商法第 280 条ノ 20 及び商法第

280 条ノ 21 に基づく新株予約

権１種類（新株予約権の数 171

株） 

同 左 
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（重要な後発事象） 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

当社は、平成 17 年５月 19 日開催の当社取締役会において、商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 及び平成 17 年６月 22 日開催の当社第

10 回定時株主総会決議に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権について、以下の通り発行することを決議致しました。 

１． 新株予約権の発行日               平成 17 年８月１日 

２． 新株予約権の発行数               186 個（新株予約権１個当たりの目的たる株式数１株） 

３． 新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額   523,898 円 

４． 新株予約権の行使期間              平成 19 年８月１日から平成 22 年７月 31 日まで 

５． 新株予約権の行使による発行価額中資本組入額   １株当たり 261,949 円 

６． 新株予約権の割当の対象者            当社および当社子会社の取締役および従業員合計 70 名 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

 当社の連結子会社である株式会社トライ・エックス（以下、「トライ・エックス」という）は、平成 18 年７月 25 日開催の臨時取締役会に

おいて、株式会社新英（以下、「新英」という）の株式を 100％取得し、子会社化することを決議致しました。主な内容については以下のと

おりであります。 

１．当該子会社の概要 

（１）商号      ：株式会社トライ・エックス 

（２）代表者     ： 高経営責任者 谷井 剛 

（３）所在地     ：広島県呉市本通四丁目５番 17 号 

（４）設立年月日   ：昭和 58 年 12 月 20 日 

（５）主な事業の内容 ：オン・デマンド印刷業 

（６）大株主構成及び所有割合：当社 97.48％ 

２．異動の理由 

新英は、特注のファイル・バインダーを短納期で小ロットから製作・販売しております。新英とトライ・エックスが各々に有する顧客層

は相互に自社のサービスを販売可能なユーザー・セグメントであり、顧客層を共有することによって両社の事業が効率的に発展可能である

との判断に到りました。 

シナジー効果により、グループの販売力強化が可能と考えております。 

３．異動する孫会社の概要 

（１）商号      ：株式会社新英 

（２）代表者     ：代表取締役 阿部 正直 

（３）所在地     ：東京都新宿区新小川町１－16 

（４）設立年月日   ：昭和 43 年 11 月９日 

（５）主な事業の内容 ：文具製品（ファイル・バインダー等）製造 

（６）決算期     ：９月 

（７）従業員数    ：22 名（平成 18 年３月 31 日現在） 

（８）資本の額    ：1,000 万円 

（９）発行済株式総数 ：16,000 株 

（10）大株主構成及び所有割合：阿部 正直 8,502 株 53％ 阿部 勝子 5,195 株 32％ 他 
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（11） 近事業年度における業績の動向                         （単位：千円） 

 平成 16 年９月期 平成 17 年９月期 

売 上 高 892,607 935,005 

売 上 総 利 益 287,773 292,538 

営 業 利 益 44,420 53,487 

経 常 利 益 43,391 53,511 

当 期 純 利 益 26,073 30,599 

総 資 産 1,109,575 1,162,764 

純 資 産 918,516 941,916 

４．株式の取得先 

阿部 正直 8,502 株  

阿部 勝子 5,195 株 

他、   2,303 株 

計  16,000 株 

５．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式数 

 ① 異動前の所有株式数    0 株（所有割合    0％）（議決権の数    0 株） 

 ② 取得株式数     16,000 株（取得価額 660 百万円）（議決権の数 16,000 株） 

 ③ 異動後の所有株式数 16,000 株（所有割合   100％）（議決権の数 16,000 株） 

６．日程 

平成 18 年７月 25 日 取締役会決議 

平成 18 年７月 26 日 株券引渡し日 

 

前連結会計年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
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平成 19 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（個別） 

平成 18 年８月 11 日 

上場会社名  株式会社フォーバルテレコム    （コード番号９４４５ 東証マザーズ） 

ＵＲＬ    http://www.forvaltel.co.jp/ 

問合せ先   代表者役職名 代表取締役社長    氏名 中島 將典 

責任者役職名 取締役経営管理本部長 氏名 山本 忠幸  TEL(03)3233－1301 

 

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 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。 

 

３．平成 19 年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年４月１日～平成 18 年６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 ％

平成19年３月期第1四半期 2,548 36.5 154 △25.7 156 △25.5 155 △25.8

平成18年３月期第1四半期 1,867 25.7 208 251.0 209 259.4 209 260.6

（参考） 平成 18 年３月期 9,086 29.3 946 46.7 951 51.6 924 △19.8

 

1 株当たり四半期 

（当期）純利益 

円 銭

平成19年３月期第1四半期 1,870.50

平成18年３月期第1四半期 2,531.73

（参考） 平成 18 年３月期 10,767.42

（注）１ 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。 

   ２ 各期の 1株当たり情報の基礎となった期中平均株式数は下記のとおりです。 

      平成 19 年３月期第 1四半期 83,008 株 

      平成 18 年３月期第１四半期 82,692 株 

      平成 18 年３月期      82,805 株 

 

http://www.forvaltel.co.jp/
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(2)財政状態の変動状況                                   （百万円未満切捨） 

総資産 純資産 自己資本比率 
1 株当たり 

純資産 

百万円 百万円 ％ 円 銭

平成19年３月期第1四半期 3,572 2,107 59.0 25,346.66

平成18年３月期第1四半期 4,035 1,495 37.1 18,080.06

（参考） 平成 18 年３月期 3,696 2,226 60.2 26,421.04

（注）各期の 1株当たり情報の基礎となった期末発行済株式数は下記のとおりです。 

      平成 19 年３月期第 1四半期 83,154 株 

      平成 18 年３月期第１四半期 82,737 株 

      平成 18 年３月期      83,007 株 

 

 

３．平成 19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）           （百万円未満切捨） 

売上高 経常利益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円

中  間  期 4,700 350 350

通     期 10,500 950 950

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）11,424 円 59 銭 

 

４．配当状況 

・現金配当 

１株当たり配当金（円） 

中間期末 期末 年間 

平成 18 年３月期 0.00 3,000.00 3,000.00

平成 19 年３月期（実績） － － －

平成 19 年３月期（予想） － 4,000.00 4,000.00
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５．四半期財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

前第１四半期会計期間末 

（平成 17 年６月 30 日現在） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日現在） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成 18 年３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  1,821,019 579,533  711,646 

２. 売掛金  950,652 1,394,074  1,423,416 

３. たな卸資産  119 75  106 

４. 未収入金  27,933 18,450  34,604 

５. その他  124,036 123,733  119,517 

 貸倒引当金  △18,392 △15,165  △13,675 

 流動資産合計   2,905,369 72.0 2,100,701 58.8  2,275,614 61.6

Ⅱ 固定資産     

１. 有形固定資産 ※1 22,344 35,300  38,624 

２. 無形固定資産     

(1) ソフトウェア - 227,062  218,158 

(2) 電話加入権 - 160  160 

(3) その他 24,115 -  - 

 無形固定資産合計 24,115 227,222  218,318 

３. 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  10,512 164,653  116,979 

(2) 関係会社株式  853,000 853,000  853,000 

(3) 長期滞留債権  21,855 26,369  21,034 

(4) 長期前払費用  164,253 164,396  164,416 

(5) 差入保証金  1,500 1,500  1,500 

(6) その他  54,880 25,524  28,483 

 貸倒引当金  △21,855 △26,369  △21,034 

 投資その他資産合計 1,084,146 1,209,074  1,164,379 

 固定資産合計   1,130,607 28.0 1,471,597 41.2  1,421,321 38.4

 資産合計   4,035,977 100.0 3,572,299 100.0  3,696,936 100.0
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（単位：千円） 

前第１四半期会計期間末 

（平成 17 年６月 30 日現在） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日現在） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成 18 年３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  678,055 1,176,032  1,192,858 

２. 未払金  475,327 153,972  160,341 

３. 未払法人税等  1,363 2,826  6,650 

４. 前受金  1,258,519 -  - 

５. 賞与引当金  14,336 10,351  29,182 

６. その他  83,403 88,345  48,706 

 流動負債合計   2,511,006 62.2 1,431,528 40.1  1,437,738 38.9

Ⅱ 固定負債     

１. 繰延税金負債  474 1,020  1,966 

２. 退職給付引当金 28,606 32,073  31,100 

 固定負債合計   29,080 0.7 33,093 0.9  33,066 0.9

 負債合計   2,540,087 62.9 1,464,622 41.0  1,470,805 39.8

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   523,802 13.0 － －  530,211 14.3

Ⅱ 資本剰余金     

１. 資本準備金  23,802 －  30,211 

 資本剰余金合計   23,802 0.6 － －  30,211 0.8

Ⅲ 利益剰余金     

１. 利益準備金 17,082 －  17,082 

２. 四半期（当期）未処分利益 930,511 －  1,645,759 

 利益剰余金合計   947,593 23.5 － －  1,662,841 45.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金  691 0.0 － －  2,866 0.1

 資本合計   1,495,890 37.1 － －  2,226,131 60.2

 負債資本合計   4,035,977 100.0 － －  3,696,936 100.0
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（単位：千円） 

前第１四半期会計期間末 

（平成 17 年６月 30 日現在） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日現在） 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成 18 年３月 31 日現在） 

期 別 

 

科 目 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（純資産の部）  ％ ％  ％

Ⅰ 株主資本     

１. 資本金  － － 535,050 15.0  － －

２. 資本剰余金    

 (1)資本準備金 － 35,050  － 

 資本剰余金合計   － － 35,050 1.0  － －

３. 利益剰余金    

 (1)利益準備金 － 45,284  － 

 (2)その他利益剰余金    

 繰越利益剰余金 － 1,490,803  － 

 利益剰余金合計   － － 1,536,087 43.0  － －

 株主資本合計   － － 2,106,189 59.0  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１. その他有価証券評価差額金  － － 1,486 0.0  － －

 評価・換算差額金等合計  － － 1,486 0.0  － －

 純資産合計   － － 2,107,676 59.0  － －

 負債純資産合計  － － 3,572,299 100.0  － －
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（２）四半期損益計算書 

                                                 （単位：千円） 

前第１四半期会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前事業年度の 

要約損益計算書 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３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   1,867,623 100.0 2,548,602 100.0  9,086,445 100.0

Ⅱ 売上原価   1,453,882 77.8 2,183,151 85.7  7,160,525 78.8

  売上総利益   413,740 22.2 365,451 14.3  1,925,920 21.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  205,115 11.0 210,528 8.3  979,809 10.8

 営業利益  208,625 11.2 154,923 6.0  946,111 10.4

Ⅳ 営業外収益 ※2  1,668 0.0 1,567 0.1  6,238 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※3  549 0.0 272 0.0  669 0.0

 経常利益  209,745 11.2 156,217 6.1  951,680 10.5

Ⅵ  特別損失 ※4  88 0.0 - -  23,277 0.3

税引前四半期(当期)純利益  209,657 11.2 156,217 6.1  928,402 10.2

法人税及び住民税   302 0.0 950 0.0  3,800 0.0

四半期(当期)純利益  209,354 11.2 155,267 6.1  924,602 10.2

前期繰越利益   721,156 1,335,536   721,156

四半期(当期)未処分利益  930,511 1,490,803   1,645,759
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（３）四半期個別株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年６月 30 日）               （単位：千円） 

 株主資本 

  資本剰余金 利益剰余金  

     その他利益

剰余金 

  

 資本金 資本準備金 資本剰余金

合計 

利益準備金 繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

株主資本合

計 

平成 18 年３月 31 日残高 530,211 30,211 30,211 17,082 1,645,759 1,662,841 2,223,264

当四半期中の変動額    

新株の発行 4,839 4,839 4,839 － － － 9,678

剰余金の配当 － － － 28,202 △277,223 △249,021 △249,021

役員賞与 － － － － △33,000 △33,000 △33,000

四半期純利益 － － － － 155,267 155,267 155,267

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額（純額） 

－ － － － － － －

当四半期中の変動額合計 4,839 4,839 4,839 28,202 △154,955 △126,753 △117,074

平成 18 年６月 30 日残高 535,050 35,050 35,050 45,284 1,490,803 1,536,087 2,106,189

 

 評価・換算差額等  

    

    

 その他有価証

券評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 2,866 2,866 2,226,131

当四半期中の変動額  

新株の発行 － － 9,678

剰余金の配当 － － △249,021

役員賞与 － － △33,000

四半期純利益 － － 155,267

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額（純額） 

△1,379 △1,379 △1,379

当四半期中の変動額合計 △1,379 △1,379 △118,454

平成 18 年６月 30 日残高 1,486 1,486 2,107,676
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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） 

期 別 

 

項 目 

前第 1 四半期会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第 1 四半期会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前事業年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 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 

(1) 有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

同 左 

(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 

…四半期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）

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

②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） 

 時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同 左 

時価のないもの 

同 左 

 (2) たな卸資産 

①商品 

移動平均法による低価法 

②貯蔵品 

移動平均法による原価法 

(2) たな卸資産 

①商品 

同 左 

②貯蔵品 

同 左 

(2) たな卸資産 

①商品 

同 左 

②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、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

器具備品 ２年～20 年 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

器具備品 ４年～15 年 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

器具備品 ２年～20 年 

 (2) 無形固定資産 

 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、自社利

用のソフトウエア５年でありま

す。 

(2) 無形固定資産 

同 左 

(2) 無形固定資産 

同 左 

 (3) 長期前払費用 

 定額法により償却しておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同 左 

(3) 長期前払費用 

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 

新株発行費 

同 左 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

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 

 従業員に支給する賞与に備え

るため、支給見込額のうち当四

半期に負担すべき額を計上して

おります。 

(2) 賞与引当金 

同 左 

(2) 賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に備え

るため、支給見込額のうち当事

業年度に負担すべき額を計上し

ております。 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当会計年度末における退職

給付債務の見込額に基づき当四

半期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。 

(3) 退職給付引当金 

同 左 

(3) 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

給付債務の見込額に基づき計上

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．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 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同 左 

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） 

前第 1 四半期会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第 1 四半期会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前事業年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日 

 

――――― 

 

――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、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。これにより税引前当

期純利益は 13,335 千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき資産の金額か

ら直接控除しております。 

 

――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 

当第１四半期会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月９

日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指針第８

号 ）を適用しております。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金

額は 2,107,676 千円であります。 

 

――――― 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により

当第１四半期会計期間における四半期貸借

対照表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しておりま

す。 

 

 

（表示方法の変更） 

前第 1 四半期会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

（貸借対照表） （貸借対照表） 

 「前受金」は、前第１四半期末まで流動負債の「その他」に表示

しておりましたが、当第１四半期末において、負債資本の総額の

100 分の５を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前第１四半期末の「前受金」は 477 千円であります。 

 「ソフトウェア」は、前第１四半期末まで無形固定資産の「その

他」に表示しておりましたが、当第１四半期末において、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１四半期末の「ソフトウェア」は 10,620 千円であり

ます。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 

（平成 17 年６月 30 日現在） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 18 年６月 30 日現在） 

前事業年度 

（平成 18 年３月 31 日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

29,953 千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

21,285 千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

17,961 千円

 

（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前事業年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産     1,707 千円 

無形固定資産     1,856 千円 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産     3,324 千円 

無形固定資産     12,413 千円 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産     8,314 千円 

無形固定資産     7,166 千円 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

  受取手数料       900 千円 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

  受取手数料       900 千円 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

  受取手数料      3,600 千円 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

  支払利息         342 千円 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

――――― 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息          342 千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

  投資有価証券売却損      88 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 

減損損失         13,335 千円 

固定資産除却損       5,353 千円 
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（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間、当第１四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、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。

前第１四半期会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前事業年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

１．借主側 １．借主側 １．借主側 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び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、減損損失累計額相当額及び

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、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額 

 

機械装置 

取得価額相当額       2,902 千円 

減価償却累計額相当額    2,757 千円 

四半期末残高相当額       145 千円 

機械装置 

 

――――― 

機械装置 

 

――――― 

ソフトウエア 

取得価額相当額     102,221 千円 

減価償却累計額相当額    92,962 千円 

四半期末残高相当額      9,258 千円 

ソフトウエア 

 

――――― 

ソフトウエア 

取得価額相当額      14,400 千円 

減価償却累計額相当額   13,919 千円 

期末残高相当額         480 千円 

合計 

取得価額相当額      105,123 千円 

減価償却累計額相当額    95,720 千円 

四半期末残高相当額      9,403 千円 

合計 

 

――――― 

合計 

取得価額相当額      14,400 千円 

減価償却累計額相当額   13,919 千円 

期末残高相当額         480 千円 

②未経過リース料四半期末残高相当額 

 

１年内                  157,069 千円 

１年超            330,443 千円 

合 計            487,513 千円 

②未経過リース料四半期末残高相当額等 

 未経過リース料四半期末残高相当額 

１年内            150,499 千円 

１年超             179,944 千円 

合 計            330,443 千円 

②未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内            150,129 千円 

１年超            217,889 千円 

合 計            368,019 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      6,222 千円 

減価償却費相当額    5,752 千円 

支払利息相当額        93 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 

支払リース料            480 千円 

減価償却費相当額          480 千円 

支払利息相当額                －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 

支払リース料          15,741 千円 

減価償却費相当額       14,676 千円 

支払利息相当額           153 千円 

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。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

④減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

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。 

⑤利息相当額の算定方法 

同 左 

 

 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

 

⑤利息相当額の算定方法 

同 左 

 

 

 

（減損損失について） 

同 左 

 

 

２．貸主側 ２．貸主側 ２．貸主側 

未経過リース料四半期末残高相当額 

１年内             146,443 千円 

１年超             347,031 千円 

合 計             493,475 千円 

未経過リース料四半期末残高相当額 

１年内             151,175 千円 

１年超             195,856 千円 

合 計             347,031 千円 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内             149,978 千円 

１年超             234,102 千円 

合 計             384,080 千円 

（注）上記は全て転貸リース取引に係る貸

主側の未経過リース料四半期末残高相当額

であります。なお、当該転貸リース取引は、

おおむね同一の条件で第三者にリースして

おりますので、ほぼ同額の残高が上記借主

側の未経過リース料四半期末残高相当額に

含まれております。 

（注） 

同 左 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

（注）上記は全て転貸リース取引に係る貸

主側の未経過リース料期末残高相当額であ

ります。なお、当該転貸リース取引は、お

おむね同一の条件で第三者にリースしてお

りますので、ほぼ同額の残高が上記借主側

の未経過リース料期末残高相当額に含まれ

ております。 

（減損損失について） 

同 左 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前事業年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日 

１株当たり純資産額      18,080.06 円 

１株当たり四半期純利益金額 

2,531.73 円 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益金額 

2,500.88 円 

１株当たり純資産額      25,346.66 円

１株当たり四半期純利益金額 

1,870.50 円

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益金額 

1,857.89 円

１株当たり純資産額      26,421.04 円

１株当たり当期純利益金額 

10,767.42 円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

10,654.35 円

当社は平成 17 年３月 31 日付で株式１株

につき３株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前第１四半期会計期間に

おける 1 株当たり情報については、以下の

とおりであります。 

 

前第１四半期会計期間 

(自 平成 16 年４月１日 

至 平成 16 年６月 30 日) 

１株当たり純資産額       5,301.33 円 

１株当たり四半期純利益金額   934.89 円 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益金額   920.14 円 

 

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      17,196.26 円 

１株当たり当期純利益金額   15,403.35 円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 15,203.50 円 

――――― 当社は平成 17 年５月 20 日付で株式１株

につき３株の株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前事業年度における 1 株

当たり情報については、以下のとおりであ

ります。 

 

１株当たり純資産額      17,196.26 円

１株当たり当期純利益金額   15,403.35 円

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額   15,203.50 円

（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。 

 

前第１四半期会計期間 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 17 年６月 30 日 

当第１四半期会計期間 

自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 18 年６月 30 日 

前事業年度 

自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３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 209,354 千円 155,267 千円 924,602 千円 

普通株主に帰属しない金額                    －           － 33,000 千円 

(うち利益処分による役員賞与金)                   (－) (－)      （33,000 千円）

普通株式に係る 

四半期（当期）純利益 
209,354 千円 155,267 千円 891,602 千円 

期中平均株式数 82,692 株 83,008 株 82,805 株 

    

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 － － － 

普通株式増加数 1,020 株 564 株 315 株 

（うち新株引受権） （1,020 株） （564 株） （315 株） 

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

益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

－ 

商法第 280条ノ 20及び商法第

280 条ノ 21 に基づく新株予約

権１種類（新株予約権の数 171

株） 

同 左 
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（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17年６月 30 日） 

当社は、平成 17 年５月 19 日開催の当社取締役会において、商法第 280 条ノ 20 及び第 280 条ノ 21 及び平成 17 年６月 22 日開催の当社第

10 回定時株主総会決議に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権について、以下の通り発行することを決議致しました。 

７． 新株予約権の発行日               平成 17 年８月１日 

８． 新株予約権の発行数               186 個（新株予約権１個当たりの目的たる株式数１株） 

９． 新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額   523,898 円 

１０． 新株予約権の行使期間              平成 19 年８月１日から平成 22 年７月 31 日まで 

１１． 新株予約権の行使による発行価額中資本組入額   １株当たり 261,949 円 

１２． 新株予約権の割当の対象者            当社および当社子会社の取締役および従業員合計 70 名 

 

当第１四半期会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18年６月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 


