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平成 18 年 12 月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 
                               平成 18 年 11 月９日 

上場会社名 株式会社アッカ・ネットワークス （JASDAQ・コード番号：3764）

（ＵＲＬ http://www.acca.ne.jp ）  

問い合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 社長執行役員   坂田 好男 

 責任者役職・氏名 取締役 常務執行役員財務経理部長 廣野 公一   TEL：(03)4335-3727 

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 
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 ： 有 

連結（新規） 1 社 （除外） ― 社  持分法（新規） ― 社 （除外） ― 社 
 
２．平成 18 年 12 月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年１月１日 ～ 平成 18 年９月 30 日） 
（1）経営成績（連結）の進捗状況    （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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12月期第３四半期 29,394 ― 1,693 ― 1,689 ― 852 ― 

17年12月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

(参考)17年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

 
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12月期第３四半期 6,867 29 6,835 86

17年12月期第３四半期 ― ― ― ― 

(参考)17年12月期 ― ― ― ― 

(注) 当四半期連結会計期間より初めて四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期実績、
前年通期実績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

 
（2）財政状態（連結）の変動状況   （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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 12 月期第３四半期 26,287 17,283 65.7 139,058 12

17 年 12 月期第３四半期 ― ― ― ― 

(参考)17 年 12 月期 ― ― ― ― 

(注) 当四半期連結会計期間より初めて四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期実績、
前年通期実績は記載しておりません。 

 

【連結キャッシュ・フローの状況】    （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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 12 月期第３四半期 2,609 △3,067 △1,145 6,291

17 年 12 月期第３四半期 ― ― ― ― 

(参考)17 年 12 月期 ― ― ― ― 

(注) 当四半期連結会計期間より初めて四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期実績、

前年通期実績は記載しておりません。 
 

 



2 

[参 考] 

平成 18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年１月１日 ～ 平成 18 年 12 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 39,000 1,800 900

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 7,241 円 19 銭 

※ 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を

含んでおります。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績予想とは大きく異なる結果となり得る

ことをご承知おき下さい。 

 



3 

【経営成績及び財政状態】 

 

１．経営成績 

日本のブロードバンドアクセスサービスは、わが国が進める 2010 年をターゲットとしたユビキタ

スネット社会の達成に向けて、その役割はますます重要性が増してきています。 

有線によるブロードバンドアクセスでは、従来の DSL 回線によるサービスに加え、光回線を使用し

たサービスも都市部を中心に大きな伸びを示しています。また、無線によるブロードバンドアクセス

も、具体的なサービス開始に向けてさまざま検討が進んでいます。 

このような状況のもと当社グループは、企業向けデータ通信サービスにおいては、DSL の大口案件

の獲得と光サービスの提供エリア拡大に注力し、また、個人向けインターネット接続サービスにおい

ては、DSL の純減抑止と自社光サービスの顧客獲得に努めました。その結果、当第３四半期連結会計

期間の売上高は、29,394 百万円となりました。なお、全体の加入数は平成 18 年９月末現在 1,174 千

加入（平成 17 年９月末現在 1,297 千加入）となり前年９月末に比べ約 123 千加入減少しましたが、

注力している企業向けサービスは同月末比で約 8.9 千加入増加し、堅調に推移しました。損益面につ

きましては、予てより当社グループは今後の経営環境の変化に対応するため経営の更なる効率化を

重要課題の一つとして認識し、３月には全社構造改革委員会を発足させ、あらゆる領域で経営の効率

化や経費の削減に取り組んでいます。このような徹底した経費削減努力の成果および販売促進費の効

率的活用等により、当第３四半期連結会計期間の経常利益につきましては、1,689 百万円となりまし

た。四半期純利益につきましては、主として中間期に実施した繰延税金資産の取り崩しの影響により

852 百万円となりました。 

 

サービス別の当第３四半期連結会計期間における進捗状況は以下のとおりです。 

 

① 企業向けデータ通信サービス 

当第３四半期連結会計期間は、創業以来の ISP・NSP への DSL/光回線のホールセール（卸売り）と

いうビジネス形態に加え、ユーザの用途に応じた 適なネットワークサービスと提供プロセスによっ

て新たなパートナと連携するソリューション（課題解決）支援事業というビジネス形態の確立に注力

しました。また、中堅・中小事業所向けのサービス提供を開始し、新たな販売チャネルの開拓に努め、

提携パートナとの契約の実績を積み重ねてきています。また、M2M 事業は当期計画時の想定よりが１

年遅れで進行しておりますが、進行中の案件のプロジェクト管理をさらに徹底することにより、商用

化案件を増加させ、業績に貢献できる事業として育てるべく全力で取り組んでいます。 

既存の DSL/光回線のホールセール（卸売り）に関しましては、大口案件の獲得に注力してまいりま

した。 

企業向け光サービスは、現在４社のネットワークサービスプロバイダ（NSP）を経由してサービス

を提供していますが、さらなる顧客獲得のため提供先 NSP およびサービスメニューの拡大に努めてい

ます。 

また、同サービスをより多くのお客様に利用していただくため、提供エリアの拡大を急ピッチで進

めています。当第３四半期連結会計期間では光サービスの提供局を 102 局追加し、553 局となりまし

た。今年度中には累計約 700 局を開局し、ビジネスエリアのカバー率をさらに拡大し、事業基盤を整

備していきます。 

これらさまざまな施策により、７-９月での純増数は前年同期を大幅に上回って推移し、企業向け

サービス（M2M を含む）全体の加入数は平成 18 年９月末現在 48.3 千加入（平成 17 年９月末現在 39.4

千加入）と、前年９月末に比べ約 8.9 千加入増加しました。 

 

② 個人向けインターネット接続サービス 

当第３四半期連結会計期間は、都市部を中心に IP 電話と光アクセスを組み合わせた他社光サービ

スの拡大が加速する中、当社グループは９月から提携 ISP と連携して低速から中速域の顧客を狙った

DSL サービス新メニューによるキャンペーンを実施し、解約の抑止と新規顧客の獲得に一定の成果が

出てきています。光サービスについても、既に株式会社 UCOM の光ネットワークを活用したサービス

を行っており、現在、加入者の獲得に向けた販売促進活動や光サービスの提携 ISP の拡大活動を進め

ています。 

これらさまざまな施策や季節要因の解消により７-９月には純減は鈍化したものの、個人向けサー

ビス全体の加入数は、平成 18 年９月末現在 1,125 千加入（平成 17 年９月末現在 1,258 千加入）と、

前年９月末に比べ約 133 千加入減少しました。 
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（注）当社は当四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半

期との比較については記載しておりません。 

 

なお、事業別売上高は次のとおりです。 

 

事業別売上高 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

期 別 

 

区 分 
金額 構成比 

 百万円 ％ 

個人向けｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続ｻｰﾋﾞｽ 23,964 81.5 ブロードバンド・ 

アクセス・サービス 

企業向けﾃﾞｰﾀ通信ｻｰﾋﾞｽ 5,138 17.5 

小   計 29,103 99.0 

そ の 他 291 1.0 

合   計 29,394 100.0 

 

 

２．財政状態 

当第３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動による収入が 2,609

百万円、投資活動による支出が3,067百万円、財務活動による支出が1,145百万円となったことから、

現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は 6,291 百万円となりました。 

（注）当社は当四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期

との比較については記載しておりません。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

経営の効率化、経費削減による税金等調整前四半期純利益計上、及び減価償却費等の非資金損益

項目等による資金収入により、営業活動の結果増加した資金は 2,609 百万円となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

法人光サービス提供局の拡大やネットワーク信頼性確保に向け局内工事や機器設置等を実施し

たことなどにより、投資活動の結果使用した資金は 3,067 百万円となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金の一部繰上弁済を行ったことなどから、財務活動の結果使用した資金は 1,145 百万円

となりました。 

 

 

３．当期の見通し 

企業向け DSL/光回線のホールセール（卸売り）ついては、営業体制の抜本的見直しによる販売力

強化や光サービス提供エリアの拡大、大口案件の受注に注力しています。M2M 事業及び中堅・中小事

業所向けのソリューション（課題解決）事業につきましては、一日も早く業績に貢献できる事業に育

てるべく販売活動を展開しています。 

個人向けサービスは、４-６月に予想を上回る純減となったものの、９月から実施している低速か

ら中速域での顧客を狙った DSL サービス新メニューによるキャンペーンが一定の効果を上げてきて

おり、今後も提携 ISP と連携して魅力あるサービス開発ときめ細かなサービスで顧客満足度を高める

ことにより、解約の抑止と新規顧客獲得に努めてまいります。また、個人向け光サービスにつきまし

ては、このたび提供先 ISP にソネットエンタテインメント株式会社が加わることになり、現在 12 月

１日のサービス開始に向け準備を進めています。 



5 

また、次世代無線ブロードバンドアクセスとして期待されているモバイル WiMAX 事業免許取得に向

けた準備は、引き続き実施していきます。 

このような状況により、通期の売上高は 390 億円となる見通しです。損益面では、全社的なコスト

削減および販促費の効率的運用を推進した結果、既に当 3 四半期連結会計年度にて通期の前回予想を

上回る利益を出しており、経常利益は 18 億円となる見通しです。当期純利益は、上記の理由に加え、

主として中間期に実施した繰延税金資産の取り崩しの影響を勘案し、9億円となる見込みです。なお、

配当につきましては、期初の計画どおり期末配当 5,000 円を実施する方針です。 

 
以上により、平成 18 年 12 月期の業績につきましては、下記のとおり予想しております。 
 

平成 18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年１月１日 ～ 平成 18 年 12 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 39,000 1,800 900

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 7,241 円 19 銭 

※ 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を

含んでおります。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績予想とは大きく異なる結果となり得る

ことをご承知おき下さい。 
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〔添付資料〕 

四半期連結財務諸表等 

  当四半期連結会計期間より初めて四半期連結財務諸表を作成しておりますので、以下に掲げる四半期連

結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結株主資本等変動計算書及び四半期連結キャッシュ･フ

ロー計算書については、前年同四半期連結会計期間及び前連結会計年度との対比は行っておりません。 

 

１．（要約）四半期連結貸借対照表 

 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期末） 科 目 
注記 

番号 

金額(千円) 
構成比

(％) 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  6,291,279

２．売掛金  5,619,359

３．たな卸資産  278,937

４．繰延税金資産  425,145

５．その他  575,795

貸倒引当金  △53,570

流動資産合計  13,136,947 50.0

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産 ※１ 

(1)工具器具備品  4,044,529

(2)その他  604,217

計  4,648,747

２．無形固定資産  

(1)ソフトウェア  2,324,892

(2)電気通信施設利用権  5,514,719

(3)その他 ※３ 223,108

計  8,062,721

３.投資その他の資産  439,070

固定資産合計  13,150,539 50.0

資産合計  26,287,486 100.0

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期末） 科 目 
注記 

番号 

金額(千円) 
構成比

（％）

 (負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金  4,801,086

２．１年内返済予定の長期借入金  200,000

３．未払費用  1,351,360

４．未払法人税等  7,524

５．賞与引当金  165,956

６．その他 ※２ 767,583

流動負債合計  7,293,511 27.8

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金  1,600,000

２．退職給付引当金  101,100

３．その他  9,480

固定負債合計  1,710,580 6.5

負債合計  9,004,091 34.3

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  12,970,314 49.3

２．資本剰余金  3,460,273 13.2

３．利益剰余金  852,807 3.2

株主資本合計  17,283,394 65.7

純資産合計  17,283,394 65.7

負債・純資産合計  26,287,486 100.0

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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２．（要約）四半期連結損益計算書 

 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 科 目 
注記 

番号 

金額(千円) 
百分比

（％）

Ⅰ 売上高  29,394,642 100.0

Ⅱ 売上原価  22,857,297 77.8

売上総利益  6,537,345 22.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  ※１ 4,843,807 16.5

営業利益  1,693,537 5.7

Ⅳ 営業外収益  56,189 0.2

 １．受取利息  639

 ２．受取報奨金  39,722

 ３．その他  15,828

Ⅴ 営業外費用  60,048 0.2

１．支払利息  57,602

２．その他  2,445

経常利益  1,689,678 5.7

Ⅵ 特別損失  65,412 0.2

１．固定資産除却損 57,872

２．減損損失 7,539

税金等調整前四半期純利益 1,624,266 5.5

法人税、住民税及び事業税 4,462 0.0

法人税等調整額 766,997 2.6

四半期純利益 852,807 2.9

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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３.（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

当四半期（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 

株主資本 

 
資本金 

資  本 

剰余金 

利 益 

剰余金 

株主資本 

合  計 

純資産 

合 計 

平成 17 年 12 月 31 日残高(千円) 12,943,066 15,253,648 △11,820,622 16,376,092 16,376,092

四半期連結会計期間中の変動額   

新株の発行 27,247 27,247  54,494 54,494

欠損填補の為の資本剰余金取崩 △11,820,622 11,820,622 ― ―

四半期純利益 852,807 852,807 852,807

四半期連結会計期間中の変動額合計(千円) 27,247 △11,793,374 12,673,429 907,302 907,302

平成 18 年９月 30 日残高(千円) 12,970,314 3,460,273 852,807 17,283,394 17,283,394

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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５．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

区 分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１．税金等調整前四半期純利益 1,624,266

２．減価償却費 1,224,492

３．貸倒引当金の増加額 8,418

４．賞与引当金の増加額 98,810

５．退職給付引当金の減少額 △15,972

６．減損損失 7,539

７．受取利息 △639

８．支払利息 57,602

 ９．為替差損 14

 10．固定資産除却損 57,872

 11. 売上債権の減少額 199,234

 12. たな卸資産の減少額 186,617

 13. その他流動資産の増加額 △158,951

 14. 仕入債務の減少額 △83,318

 15. その他流動負債の減少額 △453,277

16. その他 △80,202

小 計 2,672,507

 17. 利息及び配当金の受取額 639

 18. 利息の支払額 △58,128

 19. 法人税等の支払額 △5,810

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,609,207

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１．有形固定資産の取得による支出 △1,551,008

２．無形固定資産の取得による支出 △1,282,771

３．投資その他の資産の取得による支出 △233,448

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,067,227

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１．株式の発行による収入 54,494

２．長期借入金の返済による支出 △1,200,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,145,505

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減少額 △1,603,524

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,894,804

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 6,291,279

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

 株式会社アッカ・ソリューションズ 

 

株式会社アッカ・ソリューションズは当

四半期連結会計期間において新たに設立

したため、連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 

３．連結子会社の四半期決算日等に

関する事項 

 連結子会社の四半期決算日と四半期連

結決算日は一致しております。 

(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 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっ

ております。 

②たな卸資産 

商品 

総平均法による原価法によってお

ります。 

貯蔵品 

終仕入原価法によっておりま

す。 

(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 

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は下記のとおり

であります。 

 建物     ３～15年 

工具器具備品 ３～10年 

賃貸用資産    ６年 

②無形固定資産 

ソフトウェア 

社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。

ノウハウ利用権 

見積利用可能期間に基づく均等償

却によっております。 

電気通信施設利用権 

定額法によっております。なお、

償却年数は20年であります。 

４．会計処理基準に関する事項 

③長期前払費用 

均等償却によっております。 
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項 目 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

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。

②賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給にあて

るため、支給見込額のうち、当四半期

連結会計期間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

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産残高の見込額に基づ

き、当四半期連結会計期間に発生して

いると認められる額を計上しており

ます。過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の年

数（11.2年）による定額法により費用

処理をしております。 

(追加情報) 

当社の加入するエヌ･ティ･ティ厚

生年金基金は確定給付企業年金法の

施行に伴い、厚生年金基金の代行部分

について、平成15年９月１日に厚生労

働大臣から将来分支給義務免除の認

可を受けました。 

当四半期連結会計期間末現在にお

いて測定された返還相当額（ 低責任

準備金）及び当該返還額（ 低責任準

備金）の支払が当四半期連結会計期間

末日に行われたと仮定して「退職給付

会計に関する実務指針（中間報告）」

（日本公認会計士協会会計制度委員

会報告第13号）第44-２項を適用した

場合に生じる損益の見込額は不明で

あります。 

(4) 重要な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、当四半

期連結会計期間末日の直物為替相

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。 
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項 目 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

(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。 

(6) 重要ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

金利スワップを行っており、金利ス

ワップの特例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 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金 

③ヘッジ方針 

資金取引に関する権限を定めた内

部規程に基づき、ヘッジ対象に係る金

利変動リスクをヘッジしております。

④ヘッジ有効性の評価方法 

金利スワップの特例処理によって

いるため、有効性の評価を省略してお

ります。 

(7) その他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 

 

①消費税及び地方消費税の処理方法 

税抜方式によっております。 

５．四半期連結キャッシュ・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。
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期末） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

749,660千円 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 

※３  無形固定資産の「その他」に含まれているノウハウ利用権は、Covad 

Communications Group,Incが独自に開発したOSSソフトウェアの日本にお

ける独占使用権の供与を受けるための対価及び当該ソフトウェアのカス

タマイズに要した支出であります。 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの 

     販売促進費     1,786,864千円 

   給与手当          650,521千円 

      賞与引当金繰入額       93,889千円 

   貸倒引当金繰入額    25,994千円 

退職給付費用      △534千円 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 
 当四半期連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 １.発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当四半期連結会計期間

増加株式数(株) 

当四半期連結会計期間

減少株式数(株) 

当四半期連結会計期間

末株式数(株) 

普通株式（注） 124,018 271 ― 124,289

  （注）増加数の内訳は、次のとおりであります。 

     ストック・オプションの行使による増加   271 株 

  

２．新株予約権及び自己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 

    該当事項はありません。 
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（四半期連結キャッシュ･フロー計算書関係） 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

現金及び現金同等物の当四半期連結会計期間末残高と当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 

現金及び預金勘定 6,291,279千円

現金及び現金同等物 6,291,279千円
 
 

（リース取引関係） 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

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、減損損失累計額相当

額及び四半期末残高相当額 

 工具器具備品 

取得価額相当額 20,654,464千円

減価償却累計額相当額 14,870,570千円

減損損失累計額相当額 7,539千円

四半期末残高相当額 5,776,354千円
 

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 4,233,016千円

１年超 1,749,601千円

合計 5,982,618千円

リース資産減損勘定の残高 7,539千円
 

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 5,133,197千円

減価償却費相当額 4,817,088千円

支払利息相当額 213,258千円

減損損失 7,539千円
 

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。

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の差額を利息相当額とし、各期

への配分については、利息法によっております。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当四半期連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

四半期連結会計期間末残高がないため、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

 当四半期連結会計期間（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

 １．ストック・オプションの内容及び規模 

当四半期連結会計期間において付与したストック・オプションは以下のとおりであります。 

  平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員 ２名 
当社取締役 ５名 

当社従業員 63名 

 ストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式 70株 普通株式 1,416株 

 付与日 平成18年３月10日 平成18年４月27日 

 権利確定条件 （注）２、３ （注）２、３ 

 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

 権利行使期間 
自 平成18年９月10日 

至 平成27年３月29日 

自 平成18年10月27日 

至 平成28年３月29日 

 権利行使価格（円） 393,300 339,200 

 公正な評価単価（付与日）（円）（注）４ ― ― 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．取締役及び従業員で新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、次に定める場

合には、新株予約権を行使できない。 

① 新株予約権者が権利行使時において、当社の取締役又は従業員たる地位を喪失した場合。但し、

任期満了による退任、定年による退職その他正当な理由のある場合は、新株予約権行使時において

当社の取締役又は従業員でなくとも、新株予約権を行使することができる。 

② 新株予約権者が新株予約権行使期間の初日の到来前に死亡した場合。 

③ 新株予約権者が禁固以上の刑に処せられたとき。 

④ 新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社の常勤若しくは非常勤の役員又は使用人に就任し

たとき。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合は除く。 

⑤ 新株予約権者が当社との間において締結する新株予約権割当契約のいずれかの規定に違反したと

き。 

⑥ 新株予約権者の不正行為又は職務上の義務違反若しくは懈怠があったとき。 

⑦ 新株予約権者につき破産、民事再生手続開始若しくはこれに類する倒産手続開始の申立があった

場合、又は新株予約権者につき差押、仮差押、仮処分命令があった場合若しくは新株予約権者が滞

納処分を受けた場合。 

⑧ 新株予約権者が当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たとき。  

３．その他、権利行使の条件は、当社の株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者と

の間で締結する新株予約権割当契約による。 

４．会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載しておりません。 

 

 ２．当四半期連結財務諸表への影響額 

会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、当四半期連結財務諸表への影響はありません。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 当四半期連結会計期間（自 平成 18 年度１月１日 至 平成 18 年度９月 30 日） 

当社グループは、主としてブロードバンド・アクセス回線の提供とそのために必要なユーザサポートを事業領

域としており、ブロードバンド・アクセス回線の提供という単一のセグメントであるため、該当事項はありませ

ん。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当四半期連結会計期間（自 平成 18 年度１月１日 至 平成 18 年度９月 30 日） 

   当社及び連結子会社は国内に所在しているため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 当四半期連結会計期間（自 平成 18 年度１月１日 至 平成 18 年度９月 30 日） 

  海外売上高はないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

項 目 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

１株当たり純資産額 139,058円12銭 

１株当たり四半期純利益 6,867円29銭 

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 6,835円86銭 

 

（注）１．1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期末） 

純資産の部の合計額（千円） 17,283,394 

純資産の部の合計から控除する金額（千円）         ― 

普通株式に係る四半期連結会計期間末の純資産額（千円）  17,283,394 

四半期連結会計期間末の普通株式の数（株） 124,289 

 

２．１株当たり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。 

 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

１株当たり四半期純利益  

四半期純利益（千円） 852,807        

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る四半期純利益（千円） 852,807        

期中平均株式数（株） 124,184      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益  

四半期純利益調整額（千円） ― 

普通株式増加数（株） 571           

（うち新株引受権（株）） （167） 

（うち新株予約権（株）） （404） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

旧商法第280条ノ20及び旧商法

第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権３種類（新株予約権の数

2,073個） 

 

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 
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平成 18 年 12 月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 
                               平成 18 年 11 月９日 

会社名 株式会社アッカ・ネットワークス （JASDAQ・コード番号：3764）
（ＵＲＬ http://www.acca.ne.jp ）  

問い合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 社長執行役員   坂田 好男 

 責任者役職・氏名 取締役 常務執行役員財務経理部長 廣野 公一   TEL：(03)4335-3727

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 
② 近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

(内容) 
当四半期会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。 

 
２．平成 18 年 12 月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年１月１日 ～ 平成 18 年９月 30 日） 
(1) 経営成績の進捗状況       （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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12月期第３四半期 29,377 △3.7 1,753 △8.3 1,750 0.7 913 △59.3

17年12月期第３四半期 30,512 6.9 1,912 △38.7 1,737 △41.2 2,246 △18.4

(参考)17年12月期 40,588 5.0 2,737 △4.6 2,542 1.0 3,092 11.7

 

 
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12月期第３四半期 7,357 70 7,324 02

17年12月期第３四半期 18,827 16 18,684 01

(参考)17年12月期 25,667 07 25,488 54

(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       （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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 12 月期第３四半期 26,345 17,344 65.8  139,548 12
17 年 12 月期第３四半期 25,041 15,501 61.9 125,122 93

(参考)17 年 12 月期 27,911 16,376 58.7 132,046 10

 
【キャッシュ・フローの状況】     （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
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 12 月期第３四半期 ― ― ― ―
17年 12 月期第３四半期 277 △3,959 5,702 7,001

(参考)17 年 12 月期 3,159 △5,774 5,529 7,894

（注）当四半期会計期間は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、四半期キャ
ッシュ・フロー計算書の記載は省略しております。 
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[参 考] 
平成 18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年１月１日 ～ 平成 18 年 12 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 39,000 1,800 900

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 7,241 円 19 銭 

※ 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を

含んでおります。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績予想とは大きく異なる結果となり得る

ことをご承知おき下さい。 
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〔添付資料〕 
１．（要約）四半期貸借対照表 
 

当四半期 

（平成18年12月期

  第３四半期末）

前年同四半期 

（平成17年12月期

 第３四半期末）

増 減 
（参考） 

平成17年12月期
科 目 

注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
増減率 

(％) 
金額(千円) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産    

１. 現金及び預金  6,240,119 6,001,483 238,635 4.0 6,894,833

２. 売掛金  5,619,328 5,392,641 226,687 4.2 5,818,594

３. 有価証券  ― 999,965 △999,965 △100.0 999,971

４. たな卸資産  278,937 269,964 8,973 3.3 465,554

５. 繰延税金資産  425,145 1,138,978 △713,833 △62.7 1,192,142

６. その他  595,188 441,856 153,332 34.7 411,967

貸倒引当金  △53,660 △44,417 △9,243 20.8 △45,151

流動資産合計  13,105,058 14,200,472 △1,095,414 △7.7 15,737,911

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産 ※１   

(1)工具器具備品  4,044,529 1,534,336 2,510,193 163.6 2,640,297

(2)その他  604,217 1,209,793 △605,576 △50.1 1,155,372

計  4,648,747 2,744,130 1,904,616 69.4 3,795,670

２. 無形固定資産    

(1)ソフトウェア  2,324,892 2,184,741 140,150 6.4 2,365,419

(2)ノウハウ利用権 ※３ 219,867 176,788 43,079 24.4 259,781

(3)電気通信施設利用権  5,514,719 5,490,381 24,337 0.4 5,512,890

(4)その他  3,241 3,652 △411 △11.3 3,652

計  8,062,721 7,855,564 207,157 2.6 8,141,744

３. 投資その他の資産  529,070 241,733 287,336 118.9 236,599

固定資産合計  13,240,539 10,841,428 2,399,110 22.1 12,174,013

資産合計  26,345,597 25,041,900 1,303,696 5.2 27,911,925

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当四半期 

（平成18年12月期

 第３四半期末）

前年同四半期 

（平成17年12月期

 第３四半期末）

増 減 
（参考） 

平成17年12月期 
科 目 

注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
増減率 

(％) 
金額(千円) 

 (負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  4,801,086 3,381,489 1,419,596 42.0 4,884,404

２．１年内返済予定の長期借入金  200,000 800,000 △600,000 △75.0 800,000

３．未払金  118,447 564,057 △445,609 △79.0 423,456

４．未払費用  1,348,674 840,865 507,809 60.4 1,657,839

５．未払法人税等  7,419 72,855 △65,436 △89.8 89,074

６．賞与引当金  165,956 196,634 △30,677 △15.6 67,146

７．設備未払金  514,059 870,692 △356,632 △41.0 1,050,576

８．その他 ※２ 135,076 121,816 13,260 10.9 137,959

流動負債合計  7,290,720 6,848,411 442,309 6.5 9,110,457

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  1,600,000 2,400,000 △800,000 △33.3 2,200,000

２．長期未払金  1,030 119,478 △118,447 △99.1 67,507

３．退職給付引当金  101,100 111,659 △10,559 △9.5 117,073

４．その他  8,449 60,997 △52,548 △86.1 40,794

固定負債合計  1,710,580 2,692,135 △981,554 △36.5 2,425,375

負債合計  9,001,300 9,540,546 △539,245 △5.7 11,535,832

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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当四半期 

（平成18年12月期

 第３四半期末）

前年同四半期 

（平成17年12月期

 第３四半期末）

増 減 
（参考） 

平成17年12月期 
科 目 

注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
増減率 

(％) 
金額(千円) 

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  ― 12,926,322 ― ― 12,943,066

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  ― 15,241,834 ― ― 15,253,648

資本剰余金合計  ― 15,241,834 ― ― 15,253,648

Ⅲ 利益剰余金    

１．四半期(当期)未処理損失  ― 12,666,802 ― ― 11,820,622

利益剰余金合計  ― △12,666,802 ― ― △11,820,622

資本合計  ― 15,501,354 ― ― 16,376,092

負債・資本合計  ― 25,041,900 ― ― 27,911,925

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  12,970,314 ― ― ― ―

２．資本剰余金    

(1)資本準備金  3,263,014 ― ― ― ―

(2)その他資本剰余金  197,259 ― ― ― ―

資本剰余金合計  3,460,273 ― ― ― ―

３．利益剰余金    

(1)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  913,708 ― ― ― ―

利益剰余金合計  913,708 ― ― ― ―

株主資本合計  17,344,296 ― ― ― ―

純資産合計  17,344,296 ― ― ― ―

負債純資産合計  26,345,597 ― ― ― ―

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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２．（要約）四半期損益計算書 
 

当四半期 

（平成18年12月期

 第３四半期）

前年同四半期 

（平成17年12月期

 第３四半期）

増 減 
（参考） 

平成17年12月期
科 目 

注記 

番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
増減率 

(％) 
金額(千円) 

Ⅰ 売上高  29,377,570 30,512,494 △1,134,924 △3.7 40,588,147

Ⅱ 売上原価 ※１ 22,841,518 22,080,063 761,455 3.4 29,907,250

売上総利益  6,536,051 8,432,431 △1,896,379 △22.5 10,680,896

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,782,225 6,520,222 △1,737,996 △26.7 7,943,062

営業利益  1,753,825 1,912,208 △158,382 △8.3 2,737,834

Ⅳ 営業外収益 ※２ 56,189 7,818 48,371 618.7 15,722

Ⅴ 営業外費用 ※３ 59,540 182,086 △122,545 △67.3 210,810

経常利益  1,750,475 1,737,941 12,534 0.7 2,542,746

Ⅵ 特別損失 ※４ 65,412 53,331 12,080 22.7 63,667

税金等調整前 

四半期（当期）純利益 
 1,685,063 1,684,609 453 0.0 2,479,078

法人税、住民税及び事業税  4,357 4,357 ― ― 5,810

法人税等調整額  766,997 △566,448 1,333,446 △235.4 △619,612

四半期（当期）純利益  913,708 2,246,701 △1,332,992 △59.3 3,092,881

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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３．（要約）四半期株主資本等変動計算書 
当四半期（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金  

資本金 
資本 

準備金 

その他資本

剰余金 

繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合  計 

純資産合計

平成 17 年 12 月 31 日残高(千円) 12,943,066 15,253,648 ― △11,820,622 16,376,092 16,376,092

四半期会計期間中の変動額  

新株の発行 27,247 27,247  54,494 54,494

欠損填補の為の資本準備金取崩 △11,820,622 11,820,622 ― ―

 資本準備金の額の減少 △197,259 197,259  ― ―

四半期純利益 913,708 913,708 913,708

四半期会計期間中の変動額合計(千円) 27,247 △11,990,634 197,259 12,734,331 968,203 968,203

平成 18 年９月 30 日残高(千円) 12,970,314 3,263,014 197,259 913,708 17,344,296 17,344,296

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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４．（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 
 

 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１．税金等調整前四半期（当期）純利益 1,684,609 2,479,078

２．減価償却費 1,162,014 1,634,304

３．貸倒引当金の増加額 1,516 2,250

４．賞与引当金の増加額 149,832 20,344

５．退職給付引当金の増加額 26,236 31,650

６．リース解約損 3,835 6,642

７．受取利息 △43 △246

８．支払利息 100,603 128,866

９．為替差益（△）・差損 67 △38

10．固定資産除却損 49,495 57,024

11. 売上債権の減少額 597,387 171,434

12. たな卸資産の減少額 583,439 387,848

13. その他流動資産の増加（△）・減少額 △56,923 27,964

14. 仕入債務の減少額 △1,853,495 △350,580

15. その他流動負債の減少（△）額 △2,044,704 △1,309,971

16. その他 △18,703 8,701

小 計 385,169 3,295,277

17. 利息及び配当金の受取額 43 246

18. 利息の支払額 △101,583 △129,743

19. 法人税等の支払額 △5,912 △5,912

営業活動によるキャッシュ・フロー 277,717 3,159,866

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１．有形固定資産の取得による支出 △2,040,565 △3,221,217

２．有形固定資産の売却による収入 131 131

３．無形固定資産の取得による支出 △1,887,804 △2,522,670

４．投資その他の資産の取得による支出 △31,040 △31,040

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,959,278 △5,774,796

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１．株式の発行による収入 8,102,277 8,129,000

２．長期借入金の返済による支出 △2,400,000 △2,600,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,702,277 5,529,000

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 2,020,715 2,914,070

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,980,733 4,980,733

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 7,001,449 7,894,804

（注１）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

（注２）当四半期会計期間は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、四半期キャッシュ・

フロー計算書の記載は省略しております。 
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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 

項 目 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

(1)有価証券 (1)有価証券 (1)有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法に

よっております。 

― ― 

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

によっております。 

同左 同左 

(2)たな卸資産 (2)たな卸資産 (2)たな卸資産 

商品 

総平均法による原価法によ

っております。 

商品 

同左 

商品 

同左 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

貯蔵品 

終仕入原価法によってお

ります。 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 (1)有形固定資産 

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は下記

のとおりであります。 

建物     ３～15年 

工具器具備品 ３～10年 

賃貸用資産    ６年 

同左 同左 

(2)無形固定資産 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

ソフトウェア 

社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によ

っております。 

ソフトウェア 

同左 

ソフトウェア 

同左 

ノウハウ利用権 

見積利用可能期間に基づく

均等償却によっております。

ノウハウ利用権 

見積利用可能期間に基づく

均等償却によっております。

従来は、見積利用可能期間と

契約期間が合致していたた

め、契約期間に基づく均等償

却を実施しておりましたが、

双方が乖離するようになった

ため、見積利用可能期間によ

り償却する方法に変更しまし

た。この変更による影響は軽

微であります。 

ノウハウ利用権 

見積利用可能期間に基づく

均等償却によっております。

従来は、見積利用可能期間と

契約期間が合致していたた

め、契約期間に基づく均等償

却を実施しておりましたが、

双方が乖離するようになった

ため、見積利用可能期間によ

り償却する方法に変更しまし

た。この変更による影響は軽

微であります。 

電気通信施設利用権 

定額法によっております。

なお、償却年数は20年であ

ります。 

電気通信施設利用権 

同左 

電気通信施設利用権 

同左 

(3)長期前払費用 (3)長期前払費用 (3)長期前払費用 

２．固定資産の減価償却

の方法 

均等償却によっております。 同左 同左 
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項 目 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

(1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

同左 同左 

(2)賞与引当金 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に

あてるため、支給見込額のうち、

当四半期会計期間の負担額を計

上しております。 

同左 従業員に対する賞与の支給に

あてるため、支給見込額を計上

しております。 

(3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

３．引当金の計上基準 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産残高の見込額に

基づき、当四半期会計期間に発

生していると認められる額を計

上しております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の年数（11.2年）による定額

法により費用処理をしておりま

す。 

(追加情報) 

当社の加入するエヌ･ティ･テ

ィ厚生年金基金は確定給付企業

年金法の施行に伴い、厚生年金

基金の代行部分について、平成

15年９月１日に厚生労働大臣か

ら将来分支給義務免除の認可を

受けました。 

当四半期会計期間末現在にお

いて測定された返還相当額（

低責任準備金）及び当該返還額

（ 低責任準備金）の支払が当

四半期会計期間末日に行われた

と仮定して「退職給付会計に関

する実務指針（中間報告）」（日

本公認会計士協会会計制度委員

会報告第13号）第44-2項を適用

した場合に生じる損益の見込額

は不明であります。 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加情報) 

同左 

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産残高の見込額に

基づき、当期に発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の年数（11.2年）による定額

法により費用処理をしておりま

す。 

(追加情報) 

当社の加入するエヌ･ティ･テ

ィ厚生年金基金は確定給付企業

年金法の施行に伴い、厚生年金

基金の代行部分について、平成

15年９月１日に厚生労働大臣か

ら将来分支給義務免除の認可を

受けました。 

当期末現在において測定され

た返還相当額（ 低責任準備金）

及び当該返還額（ 低責任準備

金）の支払が当期末日に行われ

たと仮定して「退職給付会計に

関する実務指針（中間報告）」

（日本公認会計士協会会計制度

委員会報告第13号）第44-2項を

適用した場合に生じる損益の見

込額は不明であります。 

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、当四

半期会計期間末日の直物為替相

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 
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項 目 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

(1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップを行っており、

金利スワップの特例処理によっ

ております。 

同左 

 

 

同左 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金 

同左 

 

同左 

 

(3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 (3)ヘッジ方針 

資金取引に関する権限を定め

た内部規程に基づき、ヘッジ対

象に係る金利変動リスクをヘッ

ジしております。 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 

(4)ヘッジ有効性の評価方法 (4)ヘッジ有効性の評価方法 (4)ヘッジ有効性の評価方法 

６.ヘッジ会計の方法 

金利スワップの特例処理によ

っているため、有効性の評価を

省略しております。 

同左 同左 

７．四半期キャッシ

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 

― 四半期キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現

金同等物）は、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。 

キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は、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。 



12 

項 目 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

(1)      ― (1)繰延資産の処理方法 (1)繰延資産の処理方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新株発行費 

全額発生時の費用として処

理しております。 

（追加情報） 

平成17年３月３日を払込期日

とする公募増資（ブックビルデ

ィング方式）による新株式の発

行は、引受証券会社が引受価額

で買取引受を行い、これを引受

価額と異なる発行価格で一般投

資家に販売するスプレッド方式

によっております。 

スプレッド方式では、発行価

格と引受価額との差額538,650

千円が事実上の引受手数料であ

り、引受価額と同一の発行価格

で一般投資家に販売する従来の

方式であれば新株発行費として

処理されていたものでありま

す。 

 このため従来の方式によっ

た場合に比べ、新株発行費の額

と資本金及び資本準備金の合計

額は、それぞれ538,650千円少な

く計上され、経常利益及び税引

前四半期純利益は同額多く計上

されております。 

新株発行費 

同左 

 

 

（追加情報） 

平成17年３月３日を払込期日

とする公募増資（ブックビルデ

ィング方式）による新株式の発

行は、引受証券会社が引受価額

で買取引受を行い、これを引受

価額と異なる発行価格で一般投

資家に販売するスプレッド方式

によっております。 

スプレッド方式では、発行価

格と引受価額との差額538,650

千円が事実上の引受手数料であ

り、引受価額と同一の発行価格

で一般投資家に販売する従来の

方式であれば新株発行費として

処理されていたものでありま

す。 

このため従来の方式によった

場合に比べ、新株発行費の額と

資本金及び資本準備金の合計額

は、それぞれ538,650千円少なく

計上され、経常利益及び税引前

当期純利益は同額多く計上され

ております。 

(2)消費税及び地方消費税の処理

方法 

(2)消費税及び地方消費税の処理

方法 

(2)消費税及び地方消費税の処理

方法 

８．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 

税抜方式によっております。 同左 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 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

１.固定資産の減損に係る会計基準 ― ― 
当四半期会計期間から｢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軽微

であります。 

  

２.貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準 

― ― 

当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｣

(企業会計基準第５号 平成17年12月９

日)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

業会計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日)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17,344,296千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、

当四半期会計期間末おける貸借対照表

の純資産の部については、改正後の財

務諸表等規則により作成しておりま

す。 

  

 
表示方法の変更 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

― 
（貸借対照表） 

「工具器具備品」は、前第３四半期会計期間において、固

定資産の「有形固定資産」に含めて表示していましたが、当

第３四半期会計期間末において資産合計の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「工具器具備品」の金額は

26,672千円であります 

 
追加情報 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

― （外形標準課税） 

法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会（平成16年２

月13日））に基づき、「販売費及び一般

管理費」に68,498千円計上しております。

（外形標準課税） 

法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、実務対応報告第12号「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」（企業会計基準委員会（平成16年２

月13日））に基づき、「販売費及び一般

管理費」に83,264千円計上しております。
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注記事項 
（四半期貸借対照表関係） 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期末） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期末） 

（参考） 

平成17年12月期 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

749,660千円 334,744千円 420,389千円

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ― 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺の上、金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺の上、金額的重要性が乏

しいため、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

 

※３ ノウハウ利用権 ※３ ノウハウ利用権 ※３ ノウハウ利用権 

ノウハウ利用権は、Covad 

Communications Group,Inc.が独自

に開発したOSSソフトウェアの日

本における独占使用権の供与を受

けるための対価及び当該ソフトウ

ェアのカスタマイズに要した支出

であります。 

同左 同左 

 

  ４ 資本の欠損の額は11,820,622千円

であります。 

 

（四半期損益計算書関係） 

 
（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

― 現金及び現金同等物の当四半期末残高

と四半期貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

 現金及び預金勘定 6,001,483千円

有価証券勘定 999,965千円

現金及び現金同等物 7,001,449千円
 

現金及び預金勘定 6,894,833千円

有価証券勘定 999,971千円

現金及び現金同等物 7,894,804千円 

 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

※１ 売上原価には、ADSLモデムに係わ

る規定損害金282,313千円が含まれ

ております。 

※１ 売上原価には、ADSLモデムに係わ

る規定損害金100,950千円が含まれ

ております。 

※１ 売上原価には、ADSLモデムに係わる

規定損害金162,493千円が含まれてお

ります。 

※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの ※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息       639千円 

受取報奨金    39,722千円 

雑収入      15,828千円 

受取利息       43千円 

雑収入      7,774千円 

 

受取利息       246千円 

雑収入       15,476千円 

 

※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 ※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息     57,602千円 

新株発行費     1,301千円 

支払利息    100,603千円 

支払手数料    13,760千円 

新株発行費    61,969千円 

支払利息     128,866千円 

支払手数料    13,760千円 

新株発行費    62,552千円 

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

固定資産除却損  57,872千円 

減損損失      7,539千円 

固定資産除却損  49,495千円 固定資産除却損  57,024千円 

リース解約損    6,642千円 

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産   362,410千円 

無形固定資産   835,982千円 

有形固定資産  135,345千円 

無形固定資産 1,026,668千円 

有形固定資産   232,609千円 

無形固定資産  1,401,991千円 
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（リース取引関係） 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

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、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

却累計額相当額及び期末残高相当額

 工具器具備品 

取得価額相当額 20,654,464千円 

減価償却累計額相当額 14,870,570千円

減損損失累計額相当額 7,539千円

四半期末残高相当額 5,776,354千円
 

 工具器具備品

取得価額相当額 33,378,656千円

減価償却累計額相当額 20,793,433千円

四半期末残高相当額 12,585,223千円
 

 工具器具備品

取得価額相当額 30,006,598千円

減価償却累計額相当額 19,370,392千円

期末残高相当額 10,636,205千円
 

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 

②未経過リース料四半期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 

１年内 4,233,016千円

１年超 1,749,601千円

合計 5,982,618千円

リース資産減損勘

定の残高 
7,539千円

 

１年内 6,860,999千円

１年超 6,106,342千円

合計 12,967,342千円
 

１年内 6,080,343千円

１年超 4,886,607千円

合計 10,966,951千円
 

③支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額、支払

利息相当額及び減損損失 

③支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

③支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 5,133,197千円

減価償却費相当額 4,817,088千円

支払利息相当額 213,258千円

減損損失 7,539千円
 

支払リース料 7,098,727千円

減価償却費相当額 6,625,923千円

支払利息相当額 418,576千円
 

支払リース料 9,246,686千円

減価償却費相当額 8,627,765千円

支払利息相当額 519,991千円
 

④減価償却費相当額の算定方法 ④減価償却費相当額の算定方法 ④減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。 

同左 同左 

⑤利息相当額の算定方法 ⑤利息相当額の算定方法 ⑤利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得

価額相当額の差額を利息相当額と

し、各期への配分については、利息

法によっております。 

同左 同左 

― ２.オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 185,300千円

１年超 67,360千円

合計 252,661千円
 

― 
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（有価証券関係） 
当四半期（平成 18 年 12 月期第３四半期末） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前年同四半期（平成 17 年 12 月期第３四半期末） 

 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 前年同四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

  コマーシャルペーパー 

 

999,965 

 
（参考）平成 17 年 12 月期 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 前年同四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

  コマーシャルペーパー 

 

999,971 

 
（デリバティブ取引関係） 

前年同四半期（平成 17 年 12 月期第３四半期） 

金利スワップを利用しておりますが、特例処理を適用しているため、開示の対象から除いております。 

 
（参考）平成 17 年 12 月期 

金利スワップを利用しておりますが、特例処理を適用しているため、開示の対象から除いております。 
 

（注）当四半期会計期間は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、デリバティブ取引関係の注
記を省略しております。 

 
（持分法損益等） 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

― 該当事項はありません。 同左 

（注）当四半期会計期間は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、持分法損益等の注記を省略し
ております。 
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（１株当たり情報） 

項 目 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

１株当たり純資産額 139,548円12銭 125,122円93銭 132,046円10銭 

１株当たり四半期（当期）純利益 7,357円70銭 18,827円16銭 25,667円07銭 

潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益 7,324円02銭 18,684円01銭 25,488円54銭 

 
（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期末） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期末） 

（参考） 

平成17年12月期 

純資産の部の合計額（千円） 17,344,296 ― ― 

純資産の部の合計から控除する金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る四半期会計期間末の純資産額（千円） 17,344,296 ― ― 

四半期会計期間末の普通株式の数（株） 124,289 ― ― 

 

２．１株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

１株当たり四半期（当期）純利益  

四半期（当期）純利益（千円） 913,708 2,246,701 3,092,881 

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） 913,708 2,246,701 3,092,881 

期中平均株式数（株） 124,184 119,333 120,500 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益    

四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） 571 914 844 

（うち新株引受権（株）） （ 167 ） （ 258 ） （ 237 ） 

（うち新株予約権（株）） （ 404 ） （ 656 ） （ 607 ） 

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 

旧商法第280条ノ20及

び旧商法第280条ノ21の

規定に基づく新株予約

権３種類（新株予約権の

数2,073個） 

商法第280条ノ20及

び商法第280条ノ21の

規定に基づく新株予約

権１種類（新株予約権

の数733個） 

商法第280条ノ20及び

商法第280条ノ21の規定

に基づく新株予約権１

種類（新株予約権の704

個） 
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（重要な後発事象） 

当四半期 

（平成18年12月期 

 第３四半期） 

前年同四半期 

（平成17年12月期 

 第３四半期） 

（参考） 

平成17年12月期 

該当事項はありません。 

  

同左 １．子会社の設立の決議 
  平成18年２月14日開催の取締役会におい

て、中堅・中小事業所向けの販売チャネル強

化を目的として、子会社の設立を決議いたし

ました。その概要は次のとおとおりでありま

す。 
 

①会社名 株式会社アッカ・ソリュー

ションズ 

②設立年月日 平成18年２月20日 

③資本金 45,000千円 

④所在地 東京都千代田区有楽町一

丁目12番１号 

⑤出資比率 当社100％ 

⑥主要な事業

内容 

(1)ブロードバンドを中核

としたソリューショ

ン・インテグレーション

などの事業開発及びコ

ンサルティング業務 

 

(2)各種キャリアサービ

ス、インテグレーショ

ン・ソリューションを扱

う代理店業務 

 
(3)当社のブロードバンド

回線の再販業務 

  ２．ストックオプションの付与  

  当社は、平成18年３月10日開催の取締役会

において、平成17年３月30日開催の定時株主

総会の決議に基づき、当社従業員２名にスト

ックオプション目的の新株予約権70個を下

記の通り付与いたしました。 
 
新株予約権の数

（個） 
70 

新株予約権の目

的となる株式の

種類 

普通株式 

新株予約権の目

的となる株式の

数（株） 

70 

新株予約権の 

発行価額 
無償 

新株予約権の行

使時の払込金額

（円） 

393,300 

新株予約権の 

行使期間 

発行日の６ヶ月後の応

当日から平成27年３月

29日 

新株予約権の行

使により株式を

発行する場合の

株式の発行価格

及び資本組入額 

発行価格 393,300円

資本組入額 196,650円

新株予約権の譲

渡に関する事項 

取締役会の承認を要す

る。 

 


