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平成19年３月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結)   

平成19年２月９日 
会社名 株式会社ギガプライズ  （コード番号：3830名証セントレックス） 

（URL http://www.gigaprize.co.jp）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役  下津 弘享 

 責任者役職・氏名 取締役  松本 泰三 

    (TEL：(03)5614－9600) 
 
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       ：有 

 たな卸資産については、実地たな卸しを省略しております。 
その他、影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。 

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 公認会計士又は監査法人による関与の有無        ：無 

  

 
２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日） 
 (1) 経営成績（非連結）の進捗状況 （百万円未満切捨て）
 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年３月期第３四半期 1,157 － 101 － 69 － 

（参考）18年３月期 1,237 － 102 － 101 － 
 

 四半期(当期)純利益 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 

19年３月期第３四半期 38 － 3,447 81 

（参考）18年３月期 59 － 9,461 36 
(注)１．平成18年３月期の第３四半期については四半期業績の開示を行っていないため、前年同四半期実績および

対前年同四半期増減率については記載を省略しております。 

２．期中平均株式数 19年３月期第３四半期 11,056株 

              （参考）18年３月期   6,267株 

 
 
［経営成績（非連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 
 
当第３四半期（平成18年４月１日～平成18年12月１日）におけるわが国経済は、国内金利の先高感、

原油価格の動向、ならびに米国経済の原則懸念などの不安材料があったものの、企業収益改善を背景と
した設備投資の増加等により、景気は回復基調で推移いたしました。当社HomeIT事業の主要顧客である
マンションデベロッパー業界におきましては、分譲マンションおよびリート向け賃貸マンションの供給
が引き続き堅調でありますが、土地価格の上昇や原油高騰による建設資材の上昇等により、マンション
原価の上昇がマンション販売に影響を与える状況となっております。 
HomeIT事業におきましては、従来からの分譲マンション向けのシステム導入工事およびインターネッ

トサービスが順調に推移し、さらに前期より開始しております短期滞在型マンション向けのサービスの
売上も拡大しております。 
システム開発事業におきましては、前期に引き続き医療福祉分野でのシステム開発に加え、JAVAに特

化したオープンソリューションの開発を複数の会社向けに開始いたしております。 
このような状況下におきまして当社は、当第１四半期の売上高1,157百万円、営業利益101百万円、経

常利益69百万円となりました。 
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 (2) 財政状態（非連結）の変動状況  
 

 総資産 株主資本 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

19年３月期第３四半期 715 447 62.6 31,911 95 
（参考）18年３月期 718 217 30.3 23,249 09 
(注)１．平成18年３月期の第３四半期については四半期業績の開示を行っていないため、前年同四半期実績および

対前年同四半期増減率については記載を省略しております。 
  ２．期末発行済株式数 19年３月期第３四半期 14,025株 

               （参考）18年３月期   9,363株 
 
 
［財政状態（非連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 
 
 総資産は、前会計年度末に比べ2,891,758円減少し、715,409,463円となりました。主な内容は、流動
資産では、新株式発行売出による165,600,000円の払込等により、現金及び預金は71,855,161円の増加と
なりました。固定資産では、有形固定資産がネットワーク機器等の購入により14,380,991円の増加とな
りましたが、無形固定資産であるのれんの償却が24,285,708円であったため、9,176,219円の減少となり
ました。負債では、新株式発行売出による払込金の一部を短期及び長期借入金の返済に充当いたしまし
たこと等により232,775,774円が減少し、純資産の部は、資本金が106,699,000円の増加となりました。 
 この結果、自己資本比率は62.6％となっております。 
 
 
 
３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円
中 間 期    
通   期 1,674 179 104 

  (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）8,856円17銭 
 
 上記業績予想につきましては、平成18年12月15日公表の業績予想から変更はありません。 
 
 
○添付資料 

(要約）四半期貸借対照表、(要約）四半期損益計算書など 
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１．(要約)四半期貸借対照表 

  当第３四半期末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 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   185,955   114,100  

２ 受取手形   17,885   9,506  

３ 売掛金   216,825   321,901  

４ 原材料   26,302   14,994  

５ 仕掛品   24,293   1,069  

６ 前払費用   3,245   3,814  

７ 繰延税金資産   1,482   3,999  

８ 未収入金   940   2,164  

９ その他   155   510  

貸倒引当金   △675   △1,934  

流動資産合計   476,410 66.6  470,125 65.4 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物 ※１ 20,799   19,848   

減価償却累計額  2,272 18,526  1,451 18,396  

(2) 車両運搬具  2,703   1,903   

減価償却累計額  1,799 903  1,591 311  

(3) 工具器具及び備品  82,963   59,639   

減価償却累計額  29,142 53,821  19,477 40,162  

(4) 土地 ※１  26,443   26,443  

有形固定資産合計   99,695 13.9  85,314 11.8 

２ 無形固定資産        

(1) 営業権   －   129,523  

(2) のれん   105,238   －  

(3) ソフトウェア   15,631   4,180  

(4) ソフトウェア仮勘定   5,400   14,925  

(5) 電話加入権   485   485  

無形固定資産合計   126,755 17.7  149,115 20.8 

３ 投資その他の資産        

(1) 出資金   410   410  

(2) 長期前払費用   333   2,302  

(3) 差入保証金   11,805   11,034  

投資その他の資産合計   12,548 1.8  13,746 1.9 

固定資産合計   238,999 33.4  248,175 34.6 

資産合計   715,409 100.0  718,301 100.0 

        
(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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  当第３四半期末 
(平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 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   118,249   180,323  
２ 一年以内返済予定の 

長期借入金 
 

 20,000   97,001  

３ 未払金   15,285   11,020  
４ 未払費用   11,282   5,489  
５ 未払法人税等   9,706   32,863  

６ 未払消費税等   11,127   3,378  
７ 前受金   13,829   9,453  
８ 預り金   12,057   5,024  

９ 新株引受権   －   216  
10 その他   721   37  

流動負債合計   212,260 29.7  344,808 48.0 
Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金   55,000   155,009  
２ デリバティブ負債   584   802  

固定負債合計   55,584 7.8  155,811 21.7 

負債合計   267,844 37.4  500,620 69.7 

 

(資本の部) 

 
      

Ⅰ 資本金   － －  83,436 11.6 
Ⅱ 資本剰余金        
１ 資本準備金  －  25,264  

資本剰余金合計   

 

－ －  

 

25,264 3.5 
Ⅲ 利益剰余金        
１ 当期未処分利益  －  108,981  

利益剰余金合計   

 
－ －  

 
108,981 15.2 

資本合計   － －  217,681 30.3 

負債資本合計   － －  718,301 100.0 

 

(純資産の部) 

 
      

Ⅰ 株主資本        
 １ 資本金   190,135 26.6  － － 
２ 資本剰余金      

  (1)資本準備金  110,330  －  

資本剰余金合計   

 

 
110,330 15.4  

 

 
－ － 

３ 利益剰余金        
  (1)その他利益剰余金        

    繰越利益剰余金  147,100  －  

利益剰余金合計   

 
147,100 20.6  

 
－ － 

株主資本合計   447,565 62.6  － － 

純資産合計   447,565 62.6  － － 

負債純資産合計   715,409 100.0  － － 

        

 (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)四半期損益計算書 

  
当第３四半期 

（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高        

 １ HomeIT事業売上高  646,842   621,252   

 ２ システム開発事業売上高  497,269   602,537   

 ３ その他事業収入  13,318 1,157,430 100.0 13,385 1,237,175 100.0 

Ⅱ 売上原価        

 １ HomeIT事業原価  425,889   391,523   

 ２ システム開発事業原価  398,594   465,849   

 ３ その他事業売上原価  7,895 832,380 71.9 10,933 868,306 70.2 

売上総利益   325,050 28.1  368,869 29.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  223,831 19.3  266,155 21.5 

営業利益   101,219 8.8  102,714 8.3 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  13   15   

２ 受取配当金  3   3   

３ 補助金収入  －   1,000   

４ 受取家賃  780   1,632   

５ デリバティブ評価益  802   1,872   

６ その他  － 1,598 0.1 1,231 5,754 0.5 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  5,414   5,998   

２ 支払手数料  1,100   －   

３ 支払保証料  546   827   

４ デリバティブ評価損  584   －   

５ 公開関連費用  25,666   －   

６ その他  － 33,312 2.9 105 6,931 0.6 

経常利益   69,505 6.0  101,537 8.2 

Ⅵ 特別利益        

１ 貸倒引当金戻入益  1,258 1,258 0.1 － － － 

Ⅶ 特別損失        

１ 前期損益修正損  979   － － － 

  ２ 支払保証料  910 1,889 0.1    

税引前第３四半期(当期)純利益   68,874 6.0  101,537 8.2 
法人税、住民税 
及び事業税 

 
28,238   45,165   

法人税等調整額  2,516 30,755 2.6 △2,922 42,242 3.4 

第３四半期(当期)純利益   38,119 3.3  59,294 4.8 

(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 
 

当第３四半期(自 平成18年４月１日 至 平成18年12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 
項 目 

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18年３月31日残高（千円） 83,436 25,264 25,264 108,981 108,981 217,681 

当第３四半期中の変動額       

 新株の発行 106,699 85,066 85,066   191,765 

 第３四半期純利益    38,119 38,119 38,119 

第３四半期中の変動額合計 
（千円） 106,699 85,066 85,066 38,119 38,119 229,884 

平成18年12月31日残高（千円） 190,135 110,330 110,330 147,100 147,100 447,565 

 

項 目 新株引受権 純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 216 217,897 

第３四半期中の変動額   

 新株の発行 △216 191,549 

 第３四半期純利益 － 38,119 

第３四半期中の変動額合計 
（千円） △216 229,668 

平成18年12月31日残高（千円） － 447,565 
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第３四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 

(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

１. デリバティブ等の評価
基準および評価方法 

時価法 同左 

２. たな卸資産の評価基準
および評価方法 

原材料、仕掛品 
個別法による原価法 

原材料、仕掛品 
 同左 

３. 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、平成10年４月１日以降に取得し
た建物（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      10～47年 
車両運搬具   ２～６年 
工具器具備品  ４～10年 
 

(2) 無形固定資産・長期前払費用 
定額法 
なお、自社利用のソフトウェアについ
て、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。 

(1) 有形固定資産 
定率法 
ただし、平成10年４月１日以降に取
得した建物（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      10～47年 
車両運搬具   ６年 
工具器具備品  ４～10年 
 

(2) 無形固定資産・長期前払費用 
同左 

４. 引当金の計上基準 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。 

貸倒引当金 
 同左 
 

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 

６. ヘッジ会計の方法 
 

(1) ヘッジ会計の方法 
金利スワップ取引について、評価差額を
当期の損益として処理しています。な
お、特例処理の要件を満たしている取引
は、特例処理を採用しております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 金利スワップ取引 
ヘッジ対象 市場金利変動型の借入金 

(3) ヘッジ方針 
金利変動による収益への影響をヘッジす
る目的で金利スワップ取引を行っており
ます。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・
フロー変動の累計を比較し、両者の変動
額などを基礎にして判断しております。
なお、金利スワップの特例処理の要件を
満たしている場合は、有効性の判定を省
略しております。 
 
 
 

(1) ヘッジ会計の方法 
同左 
 
 
 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 
 

(3) ヘッジ方針 
同左 
 
 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
同左 
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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 

消費税等の処理について 
消費税等の会計処理は税抜方式を採用して

おります。 

消費税等の処理について 
同左 

 
 

第３四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 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 
 当第１四半期会計期間より、「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）および「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447,565千円です。 
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 注記事項 

  （第３四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期末 
(平成18年12月31日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 ※１．担保資産および担保債務 

(1) 担保に供している資産 
建物 15,644千円
土地 26,443千円

計 42,087千円
(2) 担保付債務 

一年以内返済予定の長期
借入金 

3,300千円

長期借入金  21,600千円

計 24,900千円
 

  
  

 
 

  （第３四半期損益計算書関係） 

当第３四半期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１．販売費および一般管理費のうち、主な費目および

金額は次のとおりであります。 
 

役員報酬 40,535千円

給料手当 54,629千円
管理諸費 31,975千円

減価償却費 1,851千円
のれん償却額    24,285千円
 

 
※２．減価償却実施額 

有形固定資産        10,693千円 
無形固定資産     27,477千円 

※１．販売費および一般管理費のうち、主な費目および

金額は次のとおりであります。 
 

役員報酬 52,546千円

給料手当 44,453千円
管理諸費 48,913千円

減価償却費 1,713千円
営業権償却費    32,380千円
貸倒引当金繰入額 839千円

 
※２．減価償却実施額 

有形固定資産         8,089千円 
無形固定資産      33,887千円 

 
  

 
 
  （第３四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４月１日 至 平成18年12月31日） 
 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当第３四半期末 

普通株式（株） 9,363 4,662 － 14,025 

 
（変動事由の概要） 

   増加数の主な内訳は、次の通りであります。 
新株引受権の行使による増加   3,580株 
新株予約権の行使による増加      82株 
新株公募による増加    1,000株 
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２．自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 

 
 

３．新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株）  
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前事業年度末 増加 減少 

当第３四半
期末 

当第３四半期末 
残高（千円） 

平成12年 
新株引受権 

普通株式 3,570 － 3,570 － － 

平成12年 
新株引受権 

普通株式 10 － 10 － － 提出会社 

合計 － 3,580 － 3,580 －  － 
 

（注）新株引受権の減少は、権利行使によるものであります。 
 
 
４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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(リース取引関係) 

当第３四半期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 
 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額および第３四半期末残高相当額 

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

および期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却累計額 
相当額 
(千円) 

第３四半期末 
残高相当額 
(千円) 

工具器具 
及び備品 

17,509 11,799 5,710 

ソフトウェア 3,590 2,992 598 

合計 21,100 14,791 6,308 

  

 
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 
及び備品 

19,951 11,614 8,336 

ソフトウェア 3,590 2,453 1,137 

合計 23,541 14,067 9,473 

  
 ② 未経過リース料第３四半期末残高相当額 

１年以内 4,397千円

１年超 2,421 〃 

合計 6,818千円
  

 ② 未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 4,323千円

１年超 5,720 〃 

合計 10,043千円
     

③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利
息相当額 
支払リース料 3,507千円

減価償却費相当額 3,165 〃 
支払利息相当額  282 〃 

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利
息相当額 

支払リース料 4,980千円

減価償却費相当額 4,507 〃 
支払利息相当額  531 〃 

 
  

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 
 

 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 
 

 
 
  (有価証券関係) 

当第３四半期末（平成18年12月31日） 

当社は、有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度末（平成18年３月31日） 

当社は、有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

当第３四半期 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

① 取引の内容および利用目的等 

  当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワ
ップ取引であります。 
ａ．ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引について、評価差額を当期の
損益として処理しています。なお、特例処理の要
件を満たしている取引は、特例処理を採用してお

ります。 
ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ取引 

ヘッジ対象 市場金利変動型の借入金金利 
ｃ．ヘッジ方針 

金利変動による収益への影響をヘッジする目的

で金利スワップ取引を行っております。 
ｄ．ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、両者の変動額などを基礎に
して判断しております。なお、金利スワップの特
例処理の要件を満たしている場合は、有効性の判

定を省略しております。 
 

① 取引の内容および利用目的等 

同左 

② 取引に対する取組方針 
当社のデリバティブ取引は、金利の変動によるリス

クヘッジを目的としており、投機的な取引は行わない
方針であります。 

 

② 取引に対する取組方針 
同左 

③ 取引に係るリスクの内容 
  金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを
有しておりますが、取引相手先を高格付の金融機関に

限定しているため、信用リスクはほとんど無いと認識
しております。 

 

③ 取引に係るリスクの内容 
同左 

④ 取引に係るリスク管理体制 
  デリバティブ取引の実行および管理については、総
務部管理グループリーダーの申請により代表取締役の

承認を得て行っております。 
 

④ 取引に係るリスク管理体制 
同左 
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２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価および評価損益 

金利関連 

当第３四半期 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等の 
うち１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

契約額等 
(千円) 

契約額等の 
うち１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

市場取引 
以外の取引 

金利スワップ取引 
支払固定・受
取変動 

100,000 100,000 △584 △584 100,000 100,000 △802 △802 

合計 100,000 100,000 △584 △584 100,000 100,000 △802 △802 

(注) １ 時価の算定方法 

  取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。 
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、開示の対象から除いています。 
３ 契約額等は、この金額自体デリバティブ取引に係る市場リスクの大きさを示すものではありません。  

 
 

  (持分法損益等) 

当第３四半期（平成18年４月１日 至 平成18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。 

 

前事業年度（平成17年４月１日 至 平成18年３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。 

 
 
 
 

 


