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平成 18 年 10 月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 
平成 18 年９月 15 日 

上場会社名 株式会社ジー・エフ （コード番号：3751 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.gf-net.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代 表 取 締 役 社 長 仲吉 昭治 ＴＥＬ：（03）5978－2261        

              常務取締役広報室長 岡田 博之 
 
 
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 最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 18 年 10 月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年 11 月１日 ～ 平成 18 年７月 31 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況 

 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 10 月期第３四半期 1,742 △3.3 △13 － △22 － △12 －

17 年 10 月期第３四半期 1,802 30.9 135 △3.1 116 △7.4 67 1.6

(参考)17 年 10 月期 2,547 337 306  179 

 

 
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 10 月期第３四半期 △988 18 － －

17年 10 月期第３四半期 5,487 64 － －

(参考)17 年 10 月期 14,570 63 － －

 (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。 
    

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期におけるわが国経済は、公共投資は減少傾向にあるものの、内外需要の増加が続く中で、 

生産は増加を続け、個人消費も増加基調にある、景気の緩やかな拡大が続く中で推移しました。 

 このような経済環境において当社は、システム商品の拡販に向けて、商品紹介セミナー開催回数の増加

を中心とした広告宣伝活動に注力するとともに、営業体制の強化を目的とした人員の積極的な採用を行い、

また商品力の強化を目的として各種ベンチャー企業との業務提携・資本提携を推進いたしました。 

しかし、足下の業績におきましては、積極的な広告宣伝活動によりセミナー参加企業数を増加すること

ができたことに対して、システム商品の販売に必要な提案営業のできる人材育成と、販売効率向上のため

のシステム商品の業種別・用途別パッケージ化がともなわず、販売費並びに人件費の積極投入に対して売

上が低調に終わり、一時的に営業効率が大幅に低下いたしました。この結果、当第３四半期の業績は、前

年同期を下回る大変厳しいものとなりました。 

売上高は 1,742 百万円（前年同期比 3.3%減）と低調でありましたが、販売費及び一般管理費は 1,321

百万円（前年同期比 1.3%増）となり、営業損失 13百万円（前年同期 営業利益 135 百万円）、経常損失 22

百万円（前年同期 経常利益 116 百万円）、四半期純損失 12 百万円（前年同期 四半期純利益 67 百万円）

となりました。 
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 なお、区分別売上高の概況は、次のとおりであります。 
                             

平成 17 年 10 月期 
第３四半期 

平成 18 年 10 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 販 売 1,398 77.6 1,285 73.8 △8.1 1,949 76.5

サ ー ビ ス 収 入 134 7.5 133 7.6 △1.2 206 8.1

加 盟 金 収 入 242 13.4 230 13.2 △5.0 342 13.4

そ の 他 27 1.5 93 5.4 239.2 49 2.0

合 計 1,802 100.0 1,742 100.0 △3.3 2,547 100.0

（注）売上高には、消費税等は含まれておりません。 

 

＜システム販売＞ 

 システム商品紹介セミナー開催回数の増加を中心とした広告宣伝費の増加に対して、営業体制の強化が

ともなわず、１開催あたりの受注効率が低下し、前年同期比 8.1%減の 1,285 百万円となりました。 

＜サービス収入＞ 

システム販売台数が低調であったことにともない、サポート商品の販売が減少し、前年同期比 1.2%減の  

133 百万円となりました。 

＜加盟金収入＞ 

 システム販売が低調であったことにともない、前年同期比 5.0%減の 230 百万円となりました。 

＜その他＞ 

 ＩＰ電話サービスの収入が順調に伸長し、前年同期比 239.2%増の 93 百万円となりました。 

 
(2) 連結財政状態の変動状況 

 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

18 年 10 月期第３四半期 1,677 788 46.1 62,682 49 

17 年 10 月期第３四半期 1,515 709 46.8 57,510 90 

(参考)17 年 10 月期 1,549 821 53.0 66,595 07 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 10 月期第３四半期 △195 △219 178 605 

17 年 10 月期第３四半期 △27 △132 △6 750 

(参考)17 年 10 月期 205 △140 △139 841 

 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況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３四半期連結会計期間において営業活動で使用した資金は 195 百万円となりました。 

  これは、主にたな卸資産の増加によるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結会計期間において投資活動の結果、使用した資金は 219 百万円となりました。 

  これは、主に資本提携にともなう投資有価証券の取得と、定期預金の預入によるものであります。 

 （財務活動におけるキャッシュ・フロー） 

  当第３四半期連結会計期間において財務活動の結果、得られた資金は 178 百万円となりました。 

  これは、主に長期借入金並びに短期借入金の純増によるものであります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計期末に比べて 

236 百万円減少し 605 百万円となりました。 
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３．平成 18 年 10 月期の連結業績予想（平成 17 年 11 月１日 ～ 平成 18 年 10 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 2,500 22 7 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）607 円 78 銭 
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 

コールセンター市場を含むＣＲＭ関連市場は 2004 年度以降 2008 年度まで平均成長率 14.5%と堅調な拡

大が予測されており（ミック経済研究所調べ）、コールセンターにおける採用並びに人件費コストの向上

傾向は、当社の低コストテレマーケティングシステムの導入需要を広げるものと推測しております。 

当第３四半期におきましては、商品説明セミナーの開催と当社のビジネスモデルの社会的認知度向上の

ための積極的な宣伝活動を行いましたが、これらの効果が業績に反映できますのは来期以降と予測してお

ります。また、営業員の増員と提案営業能力の向上のための教育等に時間を要し、業績が低調に推移いた

しました。拡大が予想される市場を着実に開拓するための課題といたしまして、営業管理制度の見直しと

教育研修の充実による営業員の能力向上をはかるとともに、本年 10 月にリリース予定の御用聞き専用シ

ステムなど、業種別・用途別システム商品の開発並びに低価格システムの商品ラインを充実させることに

よって、販売ターゲット領域の拡大と販売チャネルの開拓を推進し、販売効率の向上に積極的取り組み、

業績の向上をはかる方針であります。 

平成 18 年 10 月期の連結業績予想につきましては、当第３四半期の売上高実績を勘案し、平成 17 年 12

月 15 日に公表いたしました予想に対して、連結業績予想を売上高 2,500 百万円、経常利益 22 百万円、当

期純利益 7百万円に修正いたしました（前回公表 売上高 3,300 百万円、経常利益 430 百万円、当期純利

益 245 百万円）。当社の業績予想につきましても同様の理由から、売上高 2,500 百万円、経常利益 22 百万

円、当期純利益 7百万円に修正いたしました（前回公表 売上高 3,300 百万円、経常利益 430 百万円、当

期純利益 245 百万円）。 

 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定

な要素を含んでおりますので、この業績予想に全面的に依拠して投資判断を行うことはお控えください。 
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４．最近の経営成績及び財政状態の状況 

 

 (1) 四半期連結財務諸表 

① 四半期連結貸借対照表 

 

 
前第３四半期連結会計期間末

（平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年７月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17年10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   829,081 702,442   925,193

２．受取手形及び売掛金   292,923 257,398   248,812

３．有価証券   1,003 1,004   1,003

４．たな卸資産   91,800 103,044   48,975

５．未収還付法人税等   － 67,102   －

６．その他   61,318 109,771   82,392

貸倒引当金   △ 2,377 △ 6,507   △ 1,000

流動資産合計   1,273,751 84.1 1,234,255 73.6  1,305,377 84.3

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１  35,736 49,250   35,337

２．無形固定資産   18,879 23,996   19,366

３．投資その他の資産     

  (1)投資有価証券  100,241 271,896  100,266 

  (2)その他  87,098 99,003  89,419 

貸倒引当金  △ 425 186,914 △ 510 370,389  △ 615 189,070

固定資産合計   241,530 15.9 443,635 26.4  243,773 15.7

資産合計   1,515,282 100.0 1,677,891 100.0  1,549,151 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年７月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17年10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   128,293 97,499   98,746

２．短期借入金   300,000 318,340   190,000

３．一年内返済予定 

長期借入金 
  70,900 48,668   62,436

４．未払金   164,212 199,064   124,811

５．債務保証損失引当金   8,579 15,319   16,522

６．賞与引当金   24,000 27,500   48,000

７．その他 ※４  54,858 51,764   146,015

流動負債合計   750,843 49.6 758,155 45.2  686,531 44.3

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   14,808 102,498   －

２．退職給付引当金   3,588 4,971   4,069

３．役員退職慰労引当金   14,900 17,800   15,300

４．その他   4,700 6,227   4,700

固定負債合計   37,996 2.5 131,496 7.8  24,069 1.6

負債合計   788,839 52.1 889,652 53.0  710,601 45.9

（少数株主持分）     

  少数株主持分   16,757 1.1 － －  16,767 1.1

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   364,750 24.1 － －  364,750 23.5

Ⅱ 資本剰余金   165,400 10.9 － －  165,400 10.7

Ⅲ 利益剰余金   179,456 11.8 － －  291,540 18.8

Ⅳ その他有価証券評価 

差額金 
  77 0.0 － －  92 0.0

資本合計   709,684 46.8 － －  821,783 53.0

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
  1,515,282 100.0 － －  1,549,151 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年７月31日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成17年10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

 (％)

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   － － 364,750 21.7  － －

 ２．資本剰余金   － － 165,400 9.9  － －

 ３．利益剰余金   － － 242,326 14.4  － －

  株主資本合計   － － 772,476 46.0  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １．その他有価証券評価 

差額金 
  － － 1,025 0.1  － －

評価・換算差額等合計   － － 1,025 0.1  － －

Ⅲ 少数株主持分   － － 14,737 0.9  － －

純資産合計   － － 788,239 47.0  － －

負債純資産合計   － － 1,677,891 100.0  － －
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② 四半期連結損益計算書 

 

 
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年11月１日 
  至 平成17年10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   1,802,827 100.0 1,742,813 100.0  2,547,755 100.0

Ⅱ 売上原価   362,737 20.1 434,292 24.9  532,459 20.9

売上総利益   1,440,090 79.9 1,308,520 75.1  2,015,295 79.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,304,901 72.4 1,321,581 75.8  1,677,749 65.9

営業利益又は営業損

失(△) 
  135,189 7.5 △ 13,060 △0.7  337,546 13.2

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  787 674  1,027 

２．受取配当金  3 3  3 

３．受取保証料  3,545 422  3,640 

４．受取家賃  1,405 4,916  1,873 

５．受取手数料  368 706  454 

６．その他  701 6,811 0.4 241 6,966 0.4 748 7,747 0.3

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  4,348 2,883  5,445 

２．商品評価損  12,505 11,050  16,095 

３．債務保証損失引当金

繰入額 
 8,579 640  16,522 

４．新株発行費  504 －  504 

５．貯蔵品処分損  － 1,803  － 

６．その他  － 25,937 1.5 243 16,621 1.0 － 38,567 1.5

経常利益又は経常損

失(△) 
  116,062 6.4 △ 22,715 △1.3  306,726 12.0

Ⅵ 特別利益     

 １．貸倒引当金戻入益  1,150 1,150 0.1 － －  1,406 1,406 0.1

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産売却除却損 ※２ 1,363 1,363 0.1 306 306 0.0 3,690 3,690 0.1

税金等調整前第３四

半期(当期)純利益又

は第３四半期純損失
  115,849 6.4 △ 23,022 △1.3  304,442 12.0

法人税、住民税及び 

事業税 
 33,400 1,300  135,000 

法人税等調整額  14,851 48,251 2.6 △ 11,860 △ 10,560 △0.6 △ 10,248 124,751 4.9

少数株主損失   120 0.0 267 0.0  110 0.0

第３四半期(当期)純

利益又は第３四半期

純損失(△) 

  67,717 3.8 △ 12,194 △0.7  179,801 7.1
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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変動計算書 

イ 四半期連結剰余金計算書 

 

 
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年11月１日 
  至 平成17年10月31日）

区分 
注記

番号 
金   額（千円） 金   額（千円） 金   額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   165,400  －  165,400 

Ⅱ 資本剰余金第３四半期

末(期末)残高 
  165,400  －  165,400 

    

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   130,249  －  130,249 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．第３四半期(当期)純

利益 
 67,717 67,717 － － 179,801 179,801 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．配当金  18,510 18,510 － － 18,510 18,510 

Ⅳ 利益剰余金第３四半期

末(期末)残高 
  179,456  －  291,540 
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   ロ 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年 11 月１日 至 平成 18 年７月 31 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 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

 

株主資本 

合計 

平成 17 年 10 月 31 日残高 364,750 165,400 165,400 291,540 291,540 821,690

当第３四半期連結会計期間

中の変動額 
   

 剰余金の配当 － － － △ 37,020 △ 37,020 △37,020

 第３四半期純損失 － － － △ 12,194 △ 12,194 △12,194

株主資本以外の項目の当

第３四半期連結会計期間

中の変動額（純額） 

－ － － － － －

当第３四半期連結会計期間

の変動額合計 
－ － － △ 49,214 △ 49,214 △49,214

平成 18 年７月 31 日残高 364,750 165,400 165,400 242,326 242,326 772,476

 
                              （単位：千円） 

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 17 年 10 月 31 日残高 92 92 16,767 838,550 

当第３四半期連結会計期間

中の変動額 
  

 剰余金の配当 － － － △37,020 

 第３四半期純損失 － － － △12,194 

株主資本以外の項目の当

第３四半期連結会計期間

中の変動額（純額） 

932 932 △2,030 △1,097 

当第３四半期連結会計期間

の変動額合計 
932 932 △2,030 △50,311 

平成 18 年７月 31 日残高 1,025 1,025 14,737 788,239 
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④ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第３四半期連結会計期間

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日）

区分 
注記

番号 
 金  額（千円）  金  額（千円） 金  額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
    

税金等調整前第３四半期(当

期)純利益又は第３四半期純

損失(△) 

 115,849 △ 23,022 304,442 

減価償却費  13,517 15,505 18,514 

貸倒引当金の増減額  △ 1,150 5,402 △ 2,337 

賞与引当金の増減額  △ 9,000 △ 20,500 15,000 

退職給付引当金の増減額  865 901 1,346 

役員退職慰労引当金の増減額  2,000 2,500 2,400 

債務保証損失引当金の増減額  8,579 △ 1,203 16,522 

受取利息及び配当金  △ 790 △ 678 △ 1,030 

支払利息  4,348 2,883 5,445 

商品評価損  12,505 － － 

固定資産売却除却損  1,363 306 3,690 

売上債権の増減額  57,439 △ 8,586 101,551 

たな卸資産の増減額  △ 77,939 △ 57,207 △ 26,574 

仕入債務の増減額  10,117 △ 1,247 △ 19,428 

未払消費税等の増減額  △ 4,866 △ 19,438 6,449 

その他  △ 16,328 68,654 △ 75,310 

小計  116,512 △ 35,729 350,679 

利息及び配当金の受取額  999 680 1,236 

利息の支払額  △ 4,465 △ 3,086 △ 5,543 

法人税等の支払額  △ 141,027 △ 157,309 △ 141,130 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
 △ 27,981 △ 195,445 205,241 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・ 

フロー 
    

定期預金の預入による支出  △ 13,509 △ 13,513 △ 18,011 

有形固定資産の取得による

支出 
 △ 13,429 △ 16,000 △ 14,883 

無形固定資産の取得による

支出 
 △ 5,873 △ 8,160 △ 8,278 

投資有価証券の取得による 

支出 
 △ 100,000 △ 169,982 △ 100,000 

貸付けによる支出  － △ 7,550 － 

貸付金の回収による収入  2,300 3,858 3,313 

その他  △ 2,012 △ 7,757 △ 3,006 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
 △ 132,524 △ 219,106 △ 140,865 
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前第３四半期連結会計期間

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度の連結 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日）

区分 
注記

番号 
 金  額（千円）  金  額（千円） 金  額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 

フロー 
    

短期借入金の純増減額  86,000 128,340 △ 24,000 

長期借入れによる収入  － 150,000 － 

長期借入金の返済による支出  △ 81,489 △ 61,270 △ 104,761 

少数株主の払込による収入  7,500 － 7,500 

少数株主への払戻による支出  － △ 1,762 － 

配当金の支払額  △ 18,510 △ 37,020 △ 18,510 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
 △ 6,499 178,287 △ 139,771 

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減額  △ 167,005 △ 236,264 △ 75,395 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  917,053 841,658 917,053 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四

半期末(期末)残高 
※ 750,048 605,394 841,658 
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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 

項 目 
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日）

１．連結の範囲に関する

事項 

連結子会社の数   ２社 

連結子会社の名称  匿名組合

リース契約に対する債務保

証を目的としたオリックス㈱

及びオリックス・プレミアム㈲

との匿名組合を、平成17年１月

に新たに１社設立しており、当

第３四半期連結会計期間より

連結の範囲に含めております。

連結子会社の数   ２社 

連結子会社の名称  匿名組合

 

連結子会社の数   ２社 

連結子会社の名称  匿名組合

リース契約に対する債務保

証を目的としたオリックス㈱

及びオリックス・プレミアム㈲

との匿名組合を、平成17年１月

に新たに１社設立しており、当

連結会計年度より連結の範囲

に含めております。 

２．連結子会社の四半期

決算日等に関する事

項 

 連結子会社である匿名組合

の第３四半期決算日は５月31

日であります。 

 四半期連結財務諸表作成に

あたって、当該匿名組合は四半

期連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく四半期財務諸

表を使用しております。 

同左  連結子会社である匿名組合

の決算日は８月31日でありま

す。 

 連結財務諸表作成にあたっ

て、当該匿名組合は連結決算日

現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しておりま

す。 

３．会計処理基準に関す

る事項 

   

① 有価証券 

その他有価証券 

イ 時価のあるもの 

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

算定しております。）を

採用しております。 

① 有価証券 

 その他有価証券 

 イ 時価のあるもの 

   四半期連結決算日の市

場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定しております。）を採

用しております。 

① 有価証券 

その他有価証券 

イ 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し

ております。）を採用し

ております。 

ロ 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。

ロ 時価のないもの 

同左 

ロ 時価のないもの 

同左 

② デリバティブ 

時価法を採用しておりま

す。 

― ― 

(1) 重要な資産の評価

基準及び評価方法 

③ たな卸資産 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

③ たな卸資産 

同左 

③ たな卸資産 

同左 
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項 目 
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日）

① 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、平成10年11月１日

以降取得した取得価額10万

円以上20万円未満の少額減

価償却資産については、３

年間で均等償却する方法を

採用しております。 

主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

有形固定資産  ３～18年

① 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

  主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  有形固定資産  ２～18年

① 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

有形固定資産  ３～18年

② 無形固定資産 

イ 市場販売目的のソフト

ウェア 

見込販売量に基づく償

却額と３年を限度とする

残存有効期間に基づく均

等配分額とを比較し、い

ずれか大きい額を償却す

る方法を採用しておりま

す。 

② 無形固定資産 

イ 市場販売目的のソフト

ウェア 

同左 

② 無形固定資産 

イ 市場販売目的のソフト

ウェア 

同左 

(2) 重要な減価償却資

産の減価償却の方

法 

ロ 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。

ロ 自社利用のソフトウェア

同左 

ロ 自社利用のソフトウェア

同左 

(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 

 支出時に全額費用として処

理しております。 
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項 目 
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日）

① 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率を、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収の可能性

を検討し、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、将来の支給見込

額のうち当第３四半期連結

会計期間の負担額を計上し

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、将来の支給見込

額のうち当連結会計年度の

負担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、当第３四半期連結

会計期間末における退職給

付債務の見込額を計上して

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

込額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、当社役員退

職慰労金規程（内規）に基

づく当第３四半期連結会計

期間末要支給額を計上して

おります。 

④ 役員退職慰労引当金 

同左 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、当社役員退

職慰労金規程（内規）に基

づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。

(4) 重要な引当金の計

上基準 

⑤ 債務保証損失引当金 

  債務保証の履行による損

失に備えるため、その発生可

能性を勘案し、損失負担見込

額を計上しております。 

⑤ 債務保証損失引当金 

同左 

⑤ 債務保証損失引当金 

同左 

(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。 

同左 同左 
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項 目 
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日）

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によって

おります。 

― ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によって

おります。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利キャップ

ヘッジ対象…借入金 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利キャップ

ヘッジ対象…借入金 

③ ヘッジ方針 

金利変動リスクを回避す

ることを目的として、対象

債務の範囲内でヘッジを行

っております。 

 ③ ヘッジ方針 

金利変動リスクを回避す

ることを目的として、対象

債務の範囲内でヘッジを行

っております。 

(6) 重要なヘッジ会計

の方法 

④ ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

 ④ ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

(7) その他四半期連結

財務諸表（連結財

務諸表）作成のた

めの基本となる重

要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によってお

ります。 

同左 同左 

４．四半期連結キャッ

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、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 
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   会計処理の変更 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日） 

― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間より、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。 

これによる損益への影響はありませ

ん。 

― 

― （連結貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

 当第３四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。 

 これによる損益への影響はありませ

ん。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は773,501千円であります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当第３四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。 

― 

 

 

表示方法の変更 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

（四半期連結貸借対照表） 

 「投資有価証券」は、前第３四半期連結会計期間まで投資

その他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当第３四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いたしました。 

 なお、前第３四半期連結会計期間末の「投資有価証券」の

金額は189千円であります。 

（四半期連結貸借対照表） 

 「未収還付法人税等」は、前第３四半期連結会計期間まで

流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当第

３四半期連結会計期間末において重要性が増したため区分掲

記いたしました。 

 なお、前第３四半期連結会計期間末の「未収還付法人税等」

は12,449千円であります。 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間末 
（平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年10月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             43,086千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             53,519千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             43,761千円

 ２ 偶発債務 

   次の会社に対して債務保証を行

っております。 

   当社の連結子会社である匿名組

合が業として行う、当社の製品販売

に伴う得意先のリース債務に対し

て行う債務保証 

   得意先88社     163,745千円 

 ２ 偶発債務 

   次の会社に対して債務保証を行っ

ております。 

   当社の連結子会社である匿名組

合が業として行う、当社の製品販売

に伴う得意先のリース債務に対し

て行う債務保証 

   得意先90社     141,197千円

 ２ 偶発債務 

   次の会社に対して債務保証を行っ

ております。 

   当社の連結子会社である匿名組

合が業として行う、当社の製品販売

に伴う得意先のリース債務に対し

て行う債務保証 

   得意先86社     155,898千円

３ 運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行１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３四半期連結会計期間末

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 200,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 200,000千円
 

 ３ 運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行２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３四半期連結会計期間末

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 400,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 400,000千円
 

 ３ 運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行１行と当座貸越契約

を締結しております。この契約に基

づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額 200,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 200,000千円
 

※４ 四半期連結貸借対照表における 

消費税等の表示方法 

仮受消費税等と仮払消費税等

は相殺し、その差額は流動負債

の「その他」に含めて表示して

おります。 

※４ 四半期連結貸借対照表における 

消費税等の表示方法 

同左 

※４       ― 
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（四半期連結損益計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

広告宣伝費 352,434千円

給与手当 292,791千円

賞与引当金繰入

額 
22,040千円

役員退職慰労引
当金繰入額 

2,000千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

広告宣伝費 293,035千円

貸倒引当金繰入

額 
5,698千円

給与手当 318,414千円

賞与引当金繰入

額 
25,655千円

役員退職慰労引
当金繰入額 

3,100千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

広告宣伝費 414,706千円

給与手当 389,547千円

賞与引当金繰入

額 
43,117千円

役員退職慰労引
当金繰入額 

2,400千円
 

※２ 固定資産売却除却損の内訳 

建物 141千円

工具器具備品 1,222千円
 

※２ 固定資産売却除却損の内訳 

工具器具備品 138千円

ソフトウェア 167千円
 

※２ 固定資産売却除却損の内訳 

建物 141千円

工具器具備品 2,423千円

ソフトウェア 1,125千円
 

 

 

   （四半期連結株主資本変動計算書関係） 

    当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年 11 月１日 至 平成 18 年７月 31 日） 

    １．発行済株式に関する事項 

 前連結会計期間末 増加 減少 
当第３四半期連結 

会計期間末 

普通株式（株） 12,340 － － 12,340 

 

    ２．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 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成 18 年１月 26 日
定時株主総会 

普通株式 37,020 3,000 平成 17 年 10 月 31 日 平成 18年１月 27日

 

     (2) 基準日が当第３四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３四半

期連結会計期間後となるもの。 

       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３四半期連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期連結

会計期間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連結

会計期間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連結会計年

度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７月31日現在） 

現金及び預金勘定 829,081千円

有価証券勘定 1,003千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△80,037千円

現金及び現金同等物 750,048千円
 

（平成18年７月31日現在）      

現金及び預金勘定 702,442千円

有価証券勘定 1,004千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△98,052千円

現金及び現金同等物 605,394千円
 

（平成17年10月31日現在） 

現金及び預金勘定 925,193千円

有価証券勘定 1,003千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△84,538千円

現金及び現金同等物 841,658千円
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（リース取引関係） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10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 

(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 

 

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

四半期末

残高相当

額(千円) 

工具器
具備品 

13,671 5,784 7,887 

合計 13,671 5,784 7,887 
 

(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 

 

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

四半期末

残高相当

額(千円)

工具器
具備品

13,685 8,529 5,156

合計 13,685 8,529 5,156
 

(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) 

期末残高

相当額 

(千円) 

工具器
具備品 

13,671 6,468 7,203

合計 13,671 6,468 7,203
 

(2) 未経過リース料四半期末残高相当

額 

一年内 2,760千円

一年超  5,273千円

合計 8,033千円 

(2) 未経過リース料四半期末残高相当

額 

一年内 2,489千円

一年超  2,784千円

合計 5,273千円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

一年内 2,776千円

一年超  4,572千円

合計 7,349千円 

(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 2,078千円

減価償却費相当額 1,963千円

支払利息相当額 132千円 

(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 2,169千円

減価償却費相当額 2,052千円

支払利息相当額 92千円 

(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 2,802千円

減価償却費相当額 2,646千円

支払利息相当額 171千円 

(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 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

一年内 1,839千円

一年超  1,686千円

合計 3,525千円
 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

一年内 1,686千円

一年超  －千円

合計 1,686千円
 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

一年内 1,839千円

一年超  1,226千円

合計 3,066千円
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前第３四半期連結会計期間末 
（平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年10月31日） 

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）

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）

取得原価
（千円） 

連結貸借
対照表計
上額 

(千円)

差 額 
（千円）

株 式 110 241 130 123,410 125,331 1,920 110 266 155

合 計 110 241 130 123,410 125,331 1,920 110 266 155

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前第３四半期連結会計期間末
（平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年10月31日） 

 

四半期連結貸借対照表
計上額（千円） 

四半期連結貸借対照表
計上額（千円） 

連結貸借対照表計上額
（千円） 

その他有価証券    

非上場株式 100,000 146,565 100,000 

マネー・マネージメント・
ファンド 

1,003 1,004 1,003 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第３四半期連結会計期間（自平成 16 年 11 月１日 至平成 17 年７月 31 日） 

第３四半期連結会計期間末に残高がないため、該当事項はありません。 

 

     当第３四半期連結会計期間（自平成 17 年 11 月１日 至平成 18 年７月 31 日） 

      当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自平成 16 年 11 月１日 至平成 17 年 10 月 31 日） 

      期末残高がないため、該当事項はありません。 

 

 

   （ストック・オプション関係） 

     当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年 11 月１日 至 平成 18 年７月 31 日） 

      ストック・オプションの内容及び規模 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成 18 年１月 26 日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役、監査役、執行役員、従業員及び顧問 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 600 

付与日 平成 18 年２月 27 日 

権利確定条件 平成 18 年２月 16 日開催の取締役会において承認された者 

対象勤務期間 － 

権利行使期間 平成 20 年２月１日から平成 23 年１月 31 日まで 

権利行使価格（円） 479,158 

付与日における公正な評価単価

(円) 
－ 

 

 



 - 21 -

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自平成 16 年 11 月１日 至平成 17 年７月 31 日）、当第３

四半期連結会計期間（自平成 17 年 11 月１日 至平成 18 年７月 31 日）及び前連結会計年

度（自平成 16 年 11 月１日 至平成 17 年 10 月 31 日）において、当社グループはシステ

ムサービス事業の単一セグメントによる事業展開をしておりますので、該当事項はありま

せん。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自平成 16 年 11 月１日 至平成 17 年７月 31 日）、当第３

四半期連結会計期間（自平成 17 年 11 月１日 至平成 18 年７月 31 日）及び前連結会計年

度（自平成 16 年 11 月１日 至平成 17 年 10 月 31 日）において、本邦以外の国または地

域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前第３四半期連結会計期間（自平成 16 年 11 月１日 至平成 17 年７月 31 日）、当第３

四半期連結会計期間（自平成 17 年 11 月１日 至平成 18 年７月 31 日）及び前連結会計年

度（自平成 16 年 11 月１日 至平成 17 年 10 月 31 日）において、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３四半期連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日） 

１株当たり純資産額 57,510円90銭 

１株当たり第３四半
期純利益 

5,487円64銭 
 

１株当たり純資産額 62,682円49銭  

１株当たり第３四半
期純損失 

988円18銭  
 

１株当たり純資産額 66,595円07銭

１株当たり当期純利益 14,570円63銭
 

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、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

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

３四半期純損失であり、また、希薄化効

果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 当社は平成 17 年６月 17 日付をもっ

て、普通株式１株を２株に分割しており

ます。 

 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３四半期連結会計

期間における１株当たり情報は以下の

とおりとなります。 

 １株当たり純資産額 

33,435円49銭 

 １株当たり第３四半期 

純利益         6,446円78銭 

― 当社は平成 17 年６月 17 日付をもっ

て、普通株式１株を２株に分割しており

ます。 

 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株当たり情報は以下のとおりとな

ります。 

 １株当たり純資産額 

53,519円61銭

 １株当たり当期純利益 

10,804円23銭

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、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

  
（注）１株当たり第３四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第３四半期連結会計期間 

（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日）

第３四半期（当期）純利益又は

第３四半期純損失（△） 

（千円）

67,717 △ 12,194 179,801 

普通株主に帰属しない金額   

（千円） 
－ － － 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る第３四半期（当
期）純利益又は第３四半期純損
失（△）      （千円） 

67,717 △ 12,194 179,801 

期中平均株式数     （株） 12,340 12,340 12,340 

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

四半期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

― 平成18年１月26日定時株主

総会決議に基づき発行され

た新株予約権 600個（目的と

なる株式：普通株式 600株） 

― 

 

 

   （重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 

 

 

(2) その他 

    該当事項はありません。 
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平成 18 年 10 月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 
 平成 18 年９月 15 日 

上場会社名 株式会社ジー・エフ （コード番号：3751 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.gf-net.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代 表 取 締 役 社 長 仲吉 昭治 ＴＥＬ：（03）5978－2261        

              常務取締役広報室長 岡田 博之 
 

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 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
④ 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 10 月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年 11 月１日 ～ 平成 18 年７月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況 

 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 10 月期第３四半期 1,742 △3.3 △13 － △22 － △12 －

17 年 10 月期第３四半期 1,802 30.9 135 △3.1 116 △7.2 67 1.6

(参考)17 年 10 月期 2,547 337 306  179 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円 銭

18 年 10 月期第３四半期 △988 18

17 年 10 月期第 3四半期 5,487 64

(参考)17 年 10 月期 14,570 63

 (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。 
    

(2) 財政状態の変動状況 

 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

18 年 10 月期第 3四半期 1,647 773 46.9 62,682 49

17 年 10 月期第 3四半期 1,489 709 47.6 57,510 90

(参考)17 年 10 月期 1,515 821 54.2 66,595 07

  

３．平成 18 年 10 月期の業績予想（平成 17 年 11 月１日 ～ 平成 18 年 10 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 2,500 22 7 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）607 円 78 銭 
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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 

17 年 10 月期  0. 00 3,000. 00 3,000. 00

18 年 10 月期（実績） 0. 00 ― 

18 年 10 月期（予想） ―   500. 00
  500. 00
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４．最近の経営成績及び財政状態の状況 

 

 (1) 四半期財務諸表 

① 四半期貸借対照表 

 

 
前第３四半期会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年10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  656,941 545,966  752,772 

２．受取手形  － 4,850  － 

３．売掛金  292,923 252,548  248,812 

４．たな卸資産  91,800 103,044  48,975 

６．未収還付法人税等  － 67,102  － 

５．その他  62,137 110,735  83,396 

貸倒引当金  △ 2,377 △ 6,507  △ 1,000 

流動資産合計   1,101,426 73.9 1,077,739 65.4  1,132,956 74.7

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１ 35,736 49,250  35,337 

２．無形固定資産  18,879 23,996  19,366 

３．投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  100,241 271,896  100,266 

  (2) 関係会社出資金  146,987 126,460  139,130 

  (3) その他  87,098 99,003  89,419 

貸倒引当金  △ 425 △ 510  △ 615 

投資その他の資産計 
 

333,902 496,849  328,201 

固定資産合計 
 

 388,518 26.1 570,095 34.6  382,904 25.3

資産合計 
 

 1,489,944 100.0 1,647,835 100.0  1,515,861 100.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年10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  128,293 97,499  98,746 

２．短期借入金  300,000 318,340  190,000 

３．一年内返済予定 
長期借入金 

 70,900 48,668  62,436 

４．未払金  164,212 199,064  124,811 

５．賞与引当金  24,000 27,500  48,000 

６．その他 ※３ 54,858 51,764  146,015 

流動負債合計   742,264 49.8 742,836 45.1  670,009 44.2

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金  14,808 102,498  － 

２．退職給付引当金  3,588 4,971  4,069 

３．役員退職慰労引当金  14,900 17,800  15,300 

４．その他  4,700 6,227  4,700 

固定負債合計   37,996 2.6 131,496 8.0  24,069 1.6

負債合計   780,260 52.4 874,333 53.1  694,078 45.8

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   364,750 24.5 － －  364,750 24.1

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  165,400 －  165,400 

資本剰余金合計   165,400 11.1 － －  165,400 10.9

Ⅲ 利益剰余金     

１．第３四半期(当期) 
未処分利益  179,456 －  291,540 

利益剰余金合計   179,456 12.0 － －  291,540 19.2

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金   77 0.0 － －  92 0.0

資本合計   709,684 47.6 － －  821,783 54.2

負債及び資本合計   1,489,944 100.0 － －  1,515,861 100.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年10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
 (％)

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   － － 364,750 22.1  － －

 ２．資本剰余金     

  (1) 資本準備金  － 165,400  － 

   資本剰余金合計   － － 165,400 10.0  － －

 ３ 利益剰余金     

  (1) その他利益剰余金     

    繰越利益剰余金  － 242,326  － 

   利益剰余金合計   － － 242,326 14.7  － －

株主資本合計   － － 772,476 46.8  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券 
  評価差額金 

  － － 1,025 0.1  － －

評価・換算差額等合計   － － 1,025 0.1  － －

純資産合計   － － 773,501 46.9  － －

負債純資産合計   － － 1,647,835 100.0  － －
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② 四半期損益計算書 

 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年11月１日 
  至 平成17年10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   1,802,827 100.0 1,742,813 100.0  2,547,755 100.0

Ⅱ 売上原価   362,737 20.1 434,292 24.9  532,459 20.9

   売上総利益   1,440,090 79.9 1,308,520 75.1  2,015,295 79.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,304,901 72.4 1,321,578 75.8  1,677,749 65.9

   営業利益又は営業 
損失(△) 

  135,189 7.5 △ 13,058 △0.7  337,546 13.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,266 0.2 6,590 0.3  4,106 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  22,272 1.3 15,980 0.9  34,815 1.4

   経常利益又は経常 
損失(△) 

  116,183 6.4 △ 22,448 △1.3  306,836 12.0

Ⅵ 特別利益 ※３  1,150 0.1 － －  1,406 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  1,363 0.1 306 0.0  3,690 0.1

税引前第３四半期 
(当期)純利益又は 
第３四半期純損失 

 
 115,969 6.4 △ 22,754 △1.3  304,552 12.0

   法人税、住民税及び 
事業税 

 
33,400 1,300  135,000 

   法人税等調整額 
 

14,851 48,251 2.6 △ 11,860 △ 10,560 △0.6 △ 10,248 124,751 4.9

   第３四半期(当期) 
純利益又は第３四 
半期純損失 

 
 67,717 3.8 △ 12,194 △0.7  179,801 7.1

前期繰越利益 
 

 111,739 －   111,739

第３四半期（当期）
未処分利益 

 
 179,456 －   291,540
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  ③ 四半期株主資本等変動計算書 

   当第３四半期会計期間（自平成 17 年 11 月１日 至平成 18 年７月 31 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 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

平成 17 年 10 月 31 日残高 364,750 165,400 165,400 291,540 291,540 821,690

当第３四半期会計期間中の

変動額    

 剰余金の配当 － － － △ 37,020 △ 37,020 △ 37,020

 第３四半期純損失 － － － △ 12,194 △ 12,194 △ 12,194

 株主資本以外の項目の当

第３四半期会計期間中の

変動額（純額） 
－ － － － － －

当第３四半期会計期間の変

動額合計 － － － △ 49,214 △ 49,214 △ 49,214

平成 18 年７月 31 日残高 364,750 165,400 165,400 242,326 242,326 772,476

 
                        （単位：千円） 

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 17 年 10 月 31 日残高 92 92 821,783

当第３四半期会計期間中の

変動額 
 

 剰余金の配当 － － △ 37,020

 第３四半期純損失 － － △ 12,194

 株主資本以外の項目の当

第３四半期会計期間中の

変動額（純額） 

932 932 932

当第３四半期会計期間の変

動額合計 
932 932 △ 48,281

平成 18 年７月 31 日残高 1,025 1,025 773,501
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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 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日) 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

 ① 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

しております。）を採用し

ております。 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

 ① 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

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定し

ております。）を採用して

おります。 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

 ① 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

平均法により算定してお

ります。）を採用しており

ます。 

② 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 時価のないもの 

同左 

② 時価のないもの 

同左 

(2) デリバティブ 

時価法を採用しておりま

す。 

― ― 

１ 資産の評価基準及び

評価方法 

(3) たな卸資産 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

(3) たな卸資産 

同左 

(3) たな卸資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、平成10年11月１日

以降取得した取得価額10万

円以上20万円未満の少額減

価償却資産については、３

年間で均等償却する方法を

採用しております。 

主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

有形固定資産  ３～18年

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

  主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  有形固定資産  ２～18年

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

  主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  有形固定資産  ３～18年

(2) 無形固定資産 

イ 市場販売目的のソフト

ウェア 

見込販売量に基づく償

却額と３年を限度とする

残存有効期間に基づく均

等配分額とを比較し、い

ずれか大きい額を償却す

る方法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

イ 市場販売目的のソフト

ウェア 

同左 

(2) 無形固定資産 

 イ 市場販売目的のソフト

ウェア 

同左 

２ 固定資産の減価償却

の方法 

 ロ 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能

期間（５年）に基づく定

額法を採用しておりま

す。 

 ロ 自社利用のソフトウェア

同左 

 ロ 自社利用のソフトウェア

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 

 支出時に全額費用として処

理しております。 
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項 目 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日) 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率を、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収の可能性

を検討し、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、将来の支給見込

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。 

(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、将来の支給見込

額のうち当期の負担額を計

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、当第３四半期会計

期間末における退職給付債

務の見込額を計上しており

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、期末における退職給付債

務の見込額を計上しておりま

す。 

４ 引当金の計上基準 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、当社役員退

職慰労金規程(内規)に基づ

く当第３四半期会計期間末

要支給額を計上しておりま

す。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に

備えるため、当社役員退職慰労

金規程(内規)に基づく期末要

支給額を計上しております。 

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 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によって

おります。 

― (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によって

おります。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利キャップ

ヘッジ対象…借入金 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利キャップ

ヘッジ対象…借入金 

(3) ヘッジ方針 

金利変動リスクを回避す

ることを目的として、対象

債務の範囲内でヘッジを行

っております。 

 (3) ヘッジ方針 

金利変動リスクを回避す

ることを目的として、対象

債務の範囲内でヘッジを行

っております。 

６ ヘッジ会計の方法 

(4) ヘッジの有効性評価の方

法 

ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

 (4) ヘッジの有効性評価の方

法 

ヘッジ開始時から有効性

判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手

段の相場変動の累計を比較

し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

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 

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。 

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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   会計処理の変更 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日) 

― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、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。 

これによる損益への影響はありませ

ん。 

― 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当第３四半期会計期間から、「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。 

 これによる損益への影響はありませ

ん。 

 従来の「資本の部」に相当する金額は、

773,501千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当第３四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規則により作成

しております。 

 

 

 
   表示方法の変更 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日) 

（四半期貸借対照表） 

 「投資有価証券」は、前第３四半期会計期間まで投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当第

３四半期会計期間末において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記いたしました。 

 なお、前第３四半期会計期間末の「投資有価証券」の金

額は189千円であります。 

（四半期貸借対照表） 

 「未収還付法人税等」は、前第３四半期会計期間まで流動

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当第３四

半期会計期間末において重要性が増したため区分掲記いた

しました。 

なお、前第３四半期会計期間末の「未収還付法人税等」は

12,449千円であります。 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

前第３四半期会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度末 

(平成17年10月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             43,086千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             53,519千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

             43,761千円

 ２ 運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行１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。 

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 200,000千円
 

 ２ 運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行２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。 

当座貸越限度額 400,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 400,000千円
 

 ２ 運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行１行と当座貸越契約

を締結しております。この契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

 

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 200,000千円
 

※３ 四半期貸借対照表における消費 

税等の表示方法 

仮受消費税等と仮払消費税等は

相殺し、その差額は流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。 

※３ 四半期貸借対照表における消費 

税等の表示方法 

同左 

※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11月１日 

  至 平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日) 

※１ 営業外収益のうち主な項目 

受取家賃 1,405千円
 

※１ 営業外収益のうち主な項目 

受取家賃 4,916千円
 

※１ 営業外収益のうち主な項目 

受取利息 1,026千円

受取家賃 1,873千円
 

※２ 営業外費用のうち主な項目 

支払利息 4,348千円

商品評価損 12,505千円

匿名組合投資損失 4,913千円

新株発行費 504千円
 

※２ 営業外費用のうち主な項目 

支払利息 2,883千円

商品評価損 11,050千円

貯蔵品処分損 1,803千円

 
 

※２ 営業外費用のうち主な項目 

支払利息 5,445千円

商品評価損 16,095千円

匿名組合投資損失 12,770千円
 

※３ 特別利益のうち主な項目 

貸倒引当金戻入益 1,150千円
 

※３       ― 

 
 

※３ 特別利益のうち主な項目 

貸倒引当金戻入益 1,406千円
 

※４ 特別損失のうち主な項目 

固定資産売却除却損 1,363千円
 

※４ 特別損失のうち主な項目 

固定資産売却除却損 306千円
 

※４ 特別損失のうち主な項目 

固定資産売却除却損 3,690千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 10,590千円

無形固定資産 2,926千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 12,143千円

無形固定資産 3,362千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 14,794千円

無形固定資産 3,719千円
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(リース取引関係) 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日) 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び四半期

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) 

四半期末
残高相当
額(千円) 

工具器
具備品 

13,671 5,784 7,887 

合計 13,671 5,784 7,887 
 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び四半期

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) 

四半期末
残高相当
額(千円)

工具器
具備品

13,685 8,529 5,156

合計 13,685 8,529 5,156
 

１．リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
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) 

工具器 
具備品 

13,671 6,468 7,203

合計 13,671 6,468 7,203
 

(2) 未経過リース料四半期末残高相

当額 

一年内 2,760千円

一年超 5,273千円

合計 8,033千円
 

(2) 未経過リース料四半期末残高相

当額 

一年内 2,489千円

一年超 2,784千円

合計 5,273千円
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

一年内 2,776千円

一年超 4,572千円

合計 7,349千円
 

(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 2,078千円

減価償却費相当額 1,963千円

支払利息相当額 132千円
 

(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 2,169千円

減価償却費相当額 2,052千円

支払利息相当額 92千円
 

 (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 2,802千円

減価償却費相当額 2,646千円

支払利息相当額 171千円
 

 (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 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

一年内 1,839千円

一年超 1,686千円

合計 3,525千円
 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

一年内 1,686千円

一年超 －千円

合計 1,686千円
 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

一年内 1,839千円

一年超  1,226千円

合計 3,066千円
 

 
 

 

（有価証券関係） 

    前第３四半期会計期間末（平成17年７月31日）及び当第３四半期会計期間末（平成18年７月31日）、並びに

前事業年度（平成17年10月31日）のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。 
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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11月１日 

  至 平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日) 

１株当たり純資産
額 

57,510円90銭

１株当たり第３四
半期純利益 

5,487円64銭
 

１株当たり純資産
額 

62,682円49銭

１株当たり第３四
半期純損失 

988円18銭
 

１株当たり純資産
額 

66,595円07銭

１株当たり当期純
利益 

14,570円63銭
 

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、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

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

３四半期純損失であり、また、希薄化効

果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

当社は平成 17 年６月 17 日付をもっ

て、普通株式１株を２株に分割しており

ます。 

 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３四半期会計期間

における１株当たり情報は以下のとお

りとなります。 

 １株当たり純資産額 

33,435円49銭 

 １株当たり第３四半期 

純利益         6,446円78銭 

― 当社は平成 17 年６月 17 日付をもっ

て、普通株式１株を２株に分割しており

ます。 

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

株当たり情報はそれぞれ以下のとおり

となります。 

１株当たり純資産額 

53,519円61銭

 １株当たり当期純利益 

10,804円23銭

 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、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 

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

 

 

（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 

 

 

(2) その他 

該当事項はありません。 

 

 

 前第３四半期会計期間 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年７月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年11月１日 

  至 平成18年７月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年11月１日 

  至 平成17年10月31日)

第３四半期（当期）純利益又は 

第３四半期純損失（△）  (千円) 
67,717 △ 12,194 179,801 

普通株主に帰属しない金額 

(千円) 
－ － － 

(うち利益処分による役員賞与金) (－) (－) (－) 

普通株式に係る第３四半期(当期)
純利益又は第３四半期純損失(△) 
              (千円) 

67,717 △ 12,194 179,801 

期中平均株式数       (株) 12,340 12,340 12,340 

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３四半期純

利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要 

― 平成18年１月26日定時株主

総会決議に基づき発行され

た新株予約権 600個（目的

となる株式：普通株式 600

株） 

― 


