
平成18年12月期　第３四半期財務・業績の概況（非連結）
   平成18年11月15日

上場会社名　株式会社ネットワークバリューコンポネンツ （コード番号：3394　　　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.nvc.co.jp/　）  

問合せ先　　役職名 代表取締役 氏名　渡部　進 　ＴＥＬ：（046）828－1804

役職名
取締役アドミニストレーション部
マネージャー 氏名　寺田　賢太郎  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準　

 

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

 

③　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱

い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受け

ております。

２．平成18年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

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 1,998 △32.3 10 △92.2 8 △94.9 5 △94.7

17年12月期第３四半期 2,952 － 132 － 175 － 104 －

（参考）17年12月期 3,685  143  147  86  

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 594 30 575 53

17年12月期第３四半期 28,420 66 － －

（参考）17年12月期 17,750 69 15,663 74

（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であります。

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期の経済情勢は、原油価格の動向や米経済の減速などが懸念されつつも、企業収益は高水準で推移し設備投

資も引き続きの増加を見せるなど、国内景気は緩やかに上向きの方向で推移しました。しかしながらネットワーク市場に

おきましては、設備投資需要の高まりは感じられるものの、投資効果がより厳格に問われる状況に変りは無く、設備投資

に対して慎重な状況が続いております。

　このような経済状況の中、当社は、市場での認知度の高まりを受け順調な伸びを示しております既存商品のFortinet社

やIronport社等のセキュリティ分野の商品の販売強化に取り組んだ結果、セキュリティ分野が堅調に推移いたしました。

また、業務フロー及び人員配置の見直しをすすめ収益改善に努めました。

　この結果、当第３四半期末における売上高は1,998,970千円、営業利益は10,394千円、経常利益は8,847千円、第３四半

期純利益は5,568千円となりました。
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(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12月期第３四半期 1,473 1,013 68.8 106,900 94

17年12月期第３四半期 1,345 668 49.7 82,290 84

（参考）17年12月期 1,629 974 59.8 106,724 45

 

(3）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12月期第３四半期 8 △67 32 161

17年12月期第３四半期 △445 △98 178 33

（参考）17年12月期 △347 △190 326 187

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末比26,603千円減少し、161,043千円とな

りました。

　当第３四半期における各キャッシュ・フローは、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）

　営業活動によるキャッシュ・フローは8,595千円となりました。これは主に売上債権の減少62,133千円やたな卸資産の減

少123,867千円、仕入債務の減少172,273千円、法人税等の支払93,515千円などによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは△67,385千円となりました。これは主に有形・無形固定資産の取得による支出

67,550千円などによるものであります。

（財務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・フローは32,109千円となりました。これは主に株式の発行による収入45,134千円、配当金

の支払13,025千円によるものであります。

３．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 3,000 17 10

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　1,054円47銭

 ※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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

［業績予想に関する定性的情報等］

　引き続き順調な伸びが期待されるセキュリティ分野の商品の販売に特に注力するとともに、当期投入の新規商品の啓蒙

活動も続けて行います。一方で業務フロー及びコストの見直しに関わる各種施策により、より一層の業務効率の向上と販

売費及び一般管理費の削減に努めてまいります。以上により、平成18年12月期の業績見通しにつきましては、売上高3,000

百万円、経常利益17百万円、当期純利益10百万円を見込んでおります。

４．配当状況

１株当たり配当金（円）

 中間期末  期末  年間

17年12月期 － 1,500 1,500

18年12月期（実績） － －
300

18年12月期（予想） － 300
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５．第３四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

 （単位：千円、％）

科目
注記

番号

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

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

（資産の部）             

Ⅰ　流動資産             

１．現金及び預金  161,043   33,722     187,646   

２．受取手形  21,310   1,198     4,471   

３．売掛金  432,075   512,598     511,047   

４．たな卸資産  280,179   330,611     404,047   

５．その他  99,758   65,361     52,480   

  貸倒引当金  △181   △205     △514   

流動資産合計   994,186 67.5  943,287 70.1 50,899 5.4  1,159,180 71.2

Ⅱ　固定資産             

(1)  有形固定資産 ※１            

１．建物  21,339   22,824     22,273   

２．車両運搬具  1,398   2,488     2,082   

３．工具器具備

品
 181,865   151,018     172,137   

４．土地  17,113   17,113     17,113   

有形固定資産

合計
 221,716  15.0 193,444     213,606  13.1

(2)　無形固定資産             

１．その他  12,767   14,689     15,445   

無形固定資産

合計
 12,767  0.9 14,689     15,445  0.9

(3)　投資その他の資

産
            

１．投資有価証

券
 170,240   124,527     167,795   

２．その他  68,544   66,214     64,635   

投資その他の

資産合計
 238,784  16.2 190,742     232,431  14.3

固定資産合計   473,269 32.1  398,875 29.7 74,393 18.7  461,484 28.3

Ⅲ　繰延資産   5,898 0.4  3,227     8,358 0.5

資産合計   1,473,354 100.0  1,345,390 100.0 127,963 9.5  1,629,023 100.0

－ 3 －



 （単位：千円、％）

科目
注記

番号

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

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

１．買掛金  183,760   216,697     356,033   

２．短期借入金  －   70,000     －   

３．一年以内返済予

定長期借入金
 －   70,110     －   

４．未払金  74,573   －     53,675   

５．前受金  176,560   130,714     117,644   

６．未払法人税等  －   79,104     62,550   

７．賞与引当金  770   －     －   

８．その他  23,901   84,149     64,997   

流動負債合計   459,565 31.2  650,776 48.4 △191,211 △29.4  654,902 40.2

Ⅱ　固定負債             

１．長期借入金  －   25,800     －   

固定負債合計   － －  25,800 1.9 △25,800 △100.0  － －

負債合計   459,565 31.2  676,576 50.3 △217,011 △32.1  654,902 40.2

（資本の部）             

Ⅰ　資本金   － －  207,459 15.4 － －  343,459 21.1

Ⅱ　資本剰余金             

１．資本準備金  －   171,959     359,709   

資本剰余金合計   － －  171,959 12.8 － －  359,709 22.1

Ⅲ　利益剰余金             

１．利益準備金  －   2,855     2,855   

２．第３四半期（当

期）未処分利益
 －   286,560     268,026   

利益剰余金合計   － －  289,415 21.5 － －  270,882 16.6

Ⅳ　その他有価証券評

価差額金
  － －  △21 0.0 － －  69 0.0

資本合計   － －  668,813 49.7 － －  974,120 59.8

負債資本合計   － －  1,345,390 100.0 － －  1,629,023 100.0
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 （単位：千円、％）

科目
注記

番号

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

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

１．資本金   366,609 24.9  － － － －  － －

２．資本剰余金             

(1）資本準備金  382,859   －     －   

資本剰余金合計   382,859 26.0  － － － －  － －

３．利益剰余金             

(1）利益準備金  2,855   －     －   

(2）その他利益剰
余金

            

繰越利益剰余
金

 259,904   －     －   

利益剰余金合計   262,759 17.8  － － － －  － －

株主資本合計   1,012,228 68.7  － － － －  － －

Ⅱ　評価・換算差額等             

１．その他有価証券
評価差額金

 1,560   －     －   

評価・換算差額
等合計

  1,560 0.1  － － － －  － －

純資産合計   1,013,788 68.8  － － － －  － －

負債純資産合計   1,473,354 100.0  － － － －  － －
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(2）四半期損益計算書

（単位：千円、％）

科目
注記

番号

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

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

Ⅰ　売上高   1,998,970 100.0  2,952,280 100.0 △953,310 △32.3  3,685,310 100.0

Ⅱ　売上原価   1,438,960 72.0  2,298,997 77.9 △860,037 △37.4  2,822,969 76.6

売上総利益   560,010 28.0  653,283 22.1 △93,272 △14.3  862,341 23.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   549,615 27.5  520,741 17.6 28,874 5.5  719,204 19.5

営業利益   10,394 0.5  132,541 4.5 △122,147 △92.2  143,136 3.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  2,465 0.1  46,040 1.5 △43,575 △94.6  34,195 0.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  4,012 0.2  3,471 0.1 540 15.6  29,576 0.8

経常利益   8,847 0.4  175,110 5.9 △166,262 △94.9  147,755 4.0

Ⅵ　特別利益 ※３  514 0.0  2,273 0.1 △1,759 △77.4  1,759 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  518 0.0  － － 518 100.0  2,996 0.1

税引前四半期（当期）純

利益
  8,843 0.4  177,383 6.0 △168,540 △95.0  146,518 4.0

法人税、住民税及び事業

税
 930   79,407     61,585   

過年度法人税等戻入額  △518   －     －   

　　法人税等調整額  2,863 3,275 0.2 △6,600 72,807 2.5 △69,532 △95.5 △1,109 60,476 1.6

四半期（当期）純利益   5,568 0.3  104,576 3.5 △99,007 △94.7  86,042 2.3
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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18年１月１日　至　平成18年９月30日）

（単位：千円）

 株主資本 評価・換算差額等  

 資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計

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
資本準備

金

資本剰余

金合計

利益準備

金

その他利

益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益

剰余金

平成17年12月31日残高 343,459 359,709 359,709 2,855 268,026 270,882 974,051 69 69 974,120

四半期会計期間中の変動

額
          

新株の発行 23,150 23,150 23,150    46,300   46,300

剰余金（その他利益剰

余金）の配当
    △13,691 △13,691 △13,691   △13,691

四半期純利益     5,568 5,568 5,568   5,568

株主資本以外の項目の

四半期会計期間中の変

動額（純額）

       1,490 1,490 1,490

四半期会計期間中の変動

額合計
23,150 23,150 23,150 － △8,122 △8,122 38,177 1,490 1,490 39,667

平成18年９月30日残高 366,609 382,859 382,859 2,855 259,904 262,759 1,012,228 1,560 1,560 1,013,788
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：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

区分
注記

番号
金額 金額 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前第３四半期（当期）純利益  8,843 177,383 146,518

減価償却費  64,849 58,459 84,935

貸倒引当金の減少額  △332 △2,068 △1,759

賞与引当金の増加額  770 － －

受取利息及び受取配当金  △23 △5 △8

支払利息  259 3,450 4,627

新株発行費償却  3,359 － 4,179

為替差損（△差益）  △77 △373 207

固定資産除却損  518 － －

通貨オプション評価益  － △44,411 △26,869

売上債権の増減額
（△増加額）

 62,133 △218,988 △220,711

たな卸資産の増減額
（△増加額）

 123,867 △100,923 △174,359

その他資産の増加額  △24,538 △14,141 △22,834

仕入債務の減少額  △172,273 △280,712 △141,376

その他負債の増減額
（△減少額）

 34,991 △4,847 17,332

役員賞与の支払額  － △5,250 △5,250

小計  102,347 △432,426 △335,368

利息及び配当金の受取額  23 5 8

利息の支払額  △259 △3,496 △4,627

法人税等の支払額  △93,515 △9,186 △7,919

営業活動によるキャッシュ・フロー  8,595 △445,105 △347,906
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（単位：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

区分
注記

番号
金額 金額 金額

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出  △1,000 △14,141 △57,258

投資有価証券の売却による収入  1,030 － －

有形固定資産の取得による支出  △67,291 △60,035 △105,679

無形固定資産の取得による支出  △258 △4,476 △7,136

貸付による支出  － △200 △550

貸付の回収による収入  135 － 395

敷金保証金の預入による支出  － △20,065 △19,910

投資活動によるキャッシュ・フロー  △67,385 △98,918 △190,140

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  － 860,000 －

短期借入金の返済による支出  － △790,000 －

長期借入金の返済による支出  － △118,018 △213,928

株式の発行による収入  45,134 230,771 545,210

配当金の支払額  △13,025 △4,602 △4,602

財務活動によるキャッシュ・フロー  32,109 178,151 326,680

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  77 373 △207

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △26,603 △365,498 △211,574

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  187,646 399,221 399,221

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半期末
（期末）残高

※ 161,043 33,722 187,646
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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
当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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）を採用しております。

(1）有価証券

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）を採用しております。

(1) 有価証券

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）を採用しておりま

す。

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。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

―――――― (1）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(1）デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）たな卸資産

・商品、仕掛品

　総平均法による原価法を採用

しております。

(1）たな卸資産

・商品、仕掛品

同左

(1）たな卸資産

・商品、仕掛品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、建物（建物

附属設備を除く）については定

額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建　　　　物　５年～39年

工具器具備品　２年～15年

車両運搬具　　４年

(1）有形固定資産

同左

 

 

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建　　　　物　10年～39年

工具器具備品　２年～10年

車両運搬具　　４年

(1）有形固定資産

同左

 

 

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建　　　　物　５年～39年

工具器具備品　２年～15年

車両運搬具　　４年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（３年ないし５年）

に基づく償却をしております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

５．繰延資産の処理方法 　新株発行費は、商法施行規則の規

定に基づく最長期間（３年）で均等

償却しております。

―――――― 　新株発行費は、商法施行規則の規

定に基づく最長期間（３年）で均等

償却しております。

６．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

　従業員の賞与支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当

四半期の負担額を計上しており

ます。

(1）貸倒引当金

同左

(2）　　　――――――

(1）貸倒引当金

同左

(2）　　　――――――
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項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

７．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、第３四半

期決算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決算日の直

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。

８．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

９．ヘッジ会計の方法 ――――――

 

(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

同左

 

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

通貨スワップ

通貨オプション

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

 ヘッジ対象…外貨建購入予定取

引

 

 

 

(3）ヘッジ方針

　取引限度額及び取引権限を定

めた社内管理規定に従って、将

来購入する業務用資産に係る、

外貨建債務の為替変動リスクを

ヘッジしております。

(3) ヘッジ方針

同左

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　為替予約については、ヘッジ

に高い有効性があるとみなされ

るため、有効性の評価について

は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

10．四半期キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左

11.その他四半期財務諸表（財

務諸表）作成のため基本

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。

なお、仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ四半期貸借対照表

上の流動負債の「その他」に含めて

計上しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　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。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ貸借対照表上の

流動負債の「その他」に含めて表示

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の変更

　当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

　前年第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年９月30日）

　前事業年度

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） 

　当期より固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第６

号　平成15年10月31日）を適用してお

ります。これによる損益に与える影響

はありません。 

――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「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1,013,788千円であります。

　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。
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表示方法の変更

　当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

　前年第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年９月30日）

　前事業年度

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年12月31日）

四半期貸借対照表

　「未払金」は前年第３四半期会計期

間まで流動負債の「その他」の欄に含

めて表示しておりましたが、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、前年第３四半期会計期間にお

ける「未払金」の金額は14,835千円で

あります。

――――――

 

 

 

 

 

  

 

 

――――――
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

 

当第３四半期会計期間

（平成18年９月30日）

前年第３四半期会計期間

（平成17年９月30日）

前事業年度

（平成17年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

305,347千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

220,366千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

244,937千円

２．当座貸越契約について 

　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３行と当座

貸越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当四半期会計期末

の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

２．当座貸越契約について

　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座

貸越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当四半期会計期末

の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

２．当座貸越契約について

　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行３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。

 (千円)

当座貸越限度額の総額 600,000 

借入実行残高 － 

差引額 600,000 

 (千円)

当座貸越限度額の総額 340,000

借入実行残高 20,000

差引額 320,000

 (千円)

当座貸越限度額の総額 330,000

借入実行残高 －

差引額 330,000

 

（四半期損益計算書関係）

 

　当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

　前年第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年９月30日）

　前事業年度

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年12月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取家賃収入　 　　1,114千円

　　

※１．営業外収益のうち主要なもの

通貨オプション　　44,411千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

通貨オプション　　26,869千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　 259千円

新株発行費償却　 　3,359千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　 3,450千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　 4,627千円

株式公開関連費用　20,368千円

新株発行費償却　 　4,179千円

※３．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入　　　 514千円

※３．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入　　 2,273千円

※３．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入　 　1,759千円

※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損　　　 518千円

※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

商品除却損　　　　 2,996千円

５．減価償却実施額

有形固定資産　　  61,913千円

無形固定資産 　　　2,936千円

５．減価償却実施額

有形固定資産　　  53,281千円

無形固定資産 　　　5,178千円

５．減価償却実施額

有形固定資産　　　77,851千円

無形固定資産　　　 7,083千円

 

（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期会計期間（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

 
前事業年度末

株式数（株）

当四半期会計期間

増加株式数（株）

当四半期会計期間

減少株式数（株）

当四半期会計期間末

株式数（株）

発行済株式     

普通株式 9,127.44 356 － 9,483.44

合　計 9,127.44 356 － 9,483.44

（注）普通株式の発行済株式総数の増加356株は、新株引受権及び新株予約権の行使による増加であります。
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２．新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権の目

的となる株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当四半期会計期

間末残高（千

円）

前事業年

度末

当四半期会計期

間増加

当四半期会計期

間減少

当四半期

会計期間

末

平成13年１月

新株引受権（注）１
普通株式 92 － 86 6 －

平成14年４月

新株予約権（注）２
普通株式 96 － 96 － －

平成15年３月

新株予約権（注）３
普通株式 152 － 108 44 －

平成16年３月

新株予約権（注）４
普通株式 162 － 64 98 －

平成16年３月

新株予約権（注）５
普通株式 20 － 8 12 －

平成17年３月

新株予約権（注）６
普通株式 282 － 12 270 －

平成18年３月

新株予約権（注）７
普通株式 － 200 22 178 －

合　計 － 804 200 396 608 －

（注）１．平成13年１月新株引受権の当第３四半期会計期間の減少は、新株引受権の行使によるものです。

２．平成14年４月新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の行使によるものです。

３．平成15年３月新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の行使によるものです。

４．平成16年３月新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の行使及び新株予約権の消却によ

るものです。

５．平成16年３月新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の行使によるものです。

６．平成17年３月新株予約権の当第３四半期会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものです。

７．平成18年３月新株予約権の当第３四半期会計期間の増加は、新株予約権の発行、当第３四半期会計期間の

減少は、新株予約権の消却によるものです。

 

３．配当に関する事項

（1）配当金支払金額

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３月29日

定時株主総会
普通株式 13,691 1,500 平成17年12月31日 平成18年３月30日
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 

　当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

　前年第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年９月30日）

　前事業年度

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年12月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

　　　　 （平成18年９月30日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在）

※　現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

　　　　 （平成17年12月31日現在）

 (千円)

現金及び預金勘定 161,043 

現金及び現金同等物 161,043 

 (千円)

現金及び預金勘定 33,722

現金及び現金同等物 33,722

 (千円)

現金及び預金勘定 187,646

現金及び現金同等物 187,646
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（リース取引関係）

 

　当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

　前年第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年９月30日）

　前事業年度

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年12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

（借主側）

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

（借主側）

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

（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

有形固定資産 合計

（建物）

 （千円） （千円）

取得価額相当額 3,082 3,082

減価償却累計額

相当額
2,804 2,804

四半期末残高相

当額
277 277

有形固定資産 合計

（建物）

 （千円） （千円）

取得価額相当額 3,082 3,082

減価償却累計額相

当額
2,320 2,320

四半期末残高相当

額
761 761

有形固定資産 合計   

（建物）

 （千円） （千円）

取得価額相当額 3,082 3,082

減価償却累計額相

当額
2,500 2,500

期末残高相当額 581 581

②未経過リース料四半期末残高相当額

１年以内 748千円

１年超 －

合計 748千円

②未経過リース料四半期末残高相当額

１年以内 785千円

１年超 748千円

合計 1,534千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 793千円

１年超 547千円

合計 1,341千円

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　　　　　625千円

減価償却費相当額　　　303千円 

支払利息相当額　　　　 33千円 

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　　　　　625千円

減価償却費相当額　　　539千円

支払利息相当額　　　　 57千円

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　　　　　834千円

減価償却費相当額　　　719千円 

支払利息相当額　　　　 72千円 

④減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法

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、

残価保証金額を残存価額とし

て計算した法定定率法の償却

費に、10／９を乗じる方法

（10／９定率法) によってお

ります。

④減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

・　支払利息相当額は利息法に基づ

くものであります。

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失がな

いため、項目等の記載は省略しており

ます。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

当第３四半期会計期間

 １．その他有価証券で時価のあるもの

 
当第３四半期会計期間

（平成18年９月30日）

前年第３四半期会計期間

（平成17年９月30日）

前事業年度

（平成17年12月31日）

種類 取得原価

（千円）

貸借対照表

計上額

(千円)

差額

(千円)

取得原価

（千円）

貸借対照表

計上額

(千円)

差額

(千円)

取得原価

（千円）

貸借対照表

計上額

(千円)

差額

(千円)

株式 1,465 569 △895 1,465 1,430 △35 1,465 1,581 116

合計 1,465 569 △895 1,465 1,430 △35 1,465 1,581 116

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
当第３四半期会計期間

（平成18年９月30日）

前年第３四半期会計期間

（平成17年９月30日）

前事業年度

（平成17年12月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）

貸借対照表計上額

（千円）

貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券    

非上場株式 169,670 123,097 165,184

投資事業有限責任組合への出資 － － 1,030

 

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期会計期間末（平成18年９月30日）

　デリバティブ取引が消滅したため、該当事項はありません。

前第３四半期会計期間末（平成17年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類 契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 通貨オプション取引 922,549 9,204 17,541

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

前事業年度末（平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

　なお、通貨スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象からは除いておりま

す。

 

（持分法損益等）

当第３四半期会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

　当社は関連会社がないため、該当事項はありません。

前第３四半期会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年９月30日）

　当社は関連会社がないため、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

　当社は関連会社がないため、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）

当第３四半期会計期間（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

当第３四半期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
当社役員　　７名

当社従業員　61名

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 　200株 

付与日 平成18年４月28日

権利確定条件 

権利確定条件は付されておりません。なお、被付与者が取

締役、監査役、従業員または社外協力者の地位を失った場

合は原則として権利行使をすることはできません。その他、

細目については発行要項に定めております。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成18年６月１日から平成28年３月31日まで

権利行使価格（円） 985,521

公正な評価単価（付与日）（円）（注）２ －

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．会社法の施行以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　四半期財務諸表への影響額

付与したストック・オプションは会社法の施行以前に付与されたストック・オプションであるため、四半期財

務諸表への影響額はありません。
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（１株当たり情報）

　当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

　前年第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年９月30日）

　前事業年度

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額

１株当たり第３四半

期純利益金額

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

106,900円94銭

594円30銭

 

575円53銭

１株当たり純資産額

１株当たり第３四半

期純利益金額

82,290円84銭

28,420円66銭

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利

益金額

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

106,724円45銭

17,750円69銭

 

15,663円74銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、旧商

法280条ノ19に基づく新株引受権並びに

商法280条ノ20及び第280条ノ21に基づ

く新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であり、期中平均株価

が把握できませんので記載しておりま

せん。また、当社は、平成17年８月30

日付で普通株式１株につき２株の分割

を行っております。この株式分割が前

期首に行われたものとして算出した場

合の前期１株当たり純資産額は110,857

円81銭、前期１株当たり当期純利益金

額は5,048円09銭であります。

　当社は平成17年８月30日付で株式１

株を２株とする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

のとおりとなります。

  １株当たり純資産額

１株当たり当期純利

益金額

110,857円81銭

5,048円09銭

 

  　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、旧商法第341

条ノ18に基づく新株引受権付社債、旧

商法第280条ノ20及び第280条ノ21に基

づく新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、期中平均株

価が把握できませんので記載しており

ません。

（注)　１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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。

 

  当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

前年第３四半期会計期間

(自　平成17年１月１日

　至　平成17年９月30日)

　前事業年度

(自　平成17年１月１日

　至　平成17年12月31日)

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益（千円） 5,568 104,576 86,042

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益

（千円）
5,568 104,576 86,042

普通株式の期中平均株式数（株） 9,369.74 3,679.58 4,847.26

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）

純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 305.59 － 645.82

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（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類（新

株予約権の数178

個）。

新株引受権１種類（新

株引受権の数92個）並

びに新株予約権５種類

（新株予約権の数353

個）。

――――――
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（重要な後発事象）

　当第３四半期会計期間

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

　前年第３四半期会計期間

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年９月30日）

　前事業年度

（自　平成17年１月１日

　　至　平成17年12月31日）

　株式会社ジャパン・モバイル・プ

ラットホームの株式取得

　当社は、平成18年11月９日をもって

株式会社ジャパン・モバイル・プラッ

トホームの株式を取得して子会社化い

たしました。

　株式取得に関する概要は次のとおり

であります。

（1）株式取得の目的

 当社が現在進めている組込型無

線モジュール分野での事業展開に

おいて、株式会社ジャパン・モバ

イル・プラットホームがもつ各種

無線通信アプリケーションモ

ジュール/プラットフォーム開発

分野における高い技術力及びノウ

ハウの活用によりスピードアップ

を図ることを目的とします。

（2）株式取得の相手会社の名称

株式会社ジャパン・モバイル・プ

ラットホーム

（3）買収する会社の概要

事業規模（平成18年３月期）

区分 金額（千円）

売上高 2,310

経常損失 209

当期純損失 261

資本金 10,000

総資産 11,564

（4）取得する株式の数、取得価額およ

び取得後の持分比率

取得する株式の数　　　 102株

取得価額　　　　 　5,100千円

取得後の持分比率　　　51.0％

（5）支払資金の調達および支払方法

自己資金

 

―――――― 　新株予約権方式によるストックオプ

ション制度

　平成18年３月29日開催の第16期定時

株主総会において、商法第280条ノ20お

よび第280条ノ21の規定に基づき、ス

トックオプションとして、株主以外の

者に対し特に有利な条件をもって新株

予約権を発行することを決議いたしま

した。
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