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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 15 日 

上場会社名 株式会社 ビジネス・ワン  （コード：4827 Ｑ－Ｂｏａｒｄ） 
（ＵＲＬ http://www.businessone.co.jp/） 
問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 松田 敏男  ＴＥＬ：（095）849-4240（代表） 

     責任者役職・氏名 総務部部長   本秀 誠 

 
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   ： 有 

 ③ 会計監査人の関与                 ： 有 

   四半期財務諸表については、福岡証券取引所の「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 

  づき、三優監査法人の四半期財務諸表に対する手続きを受けております。 

 

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 ％ 

平成 19 年 3 月期第 3 四半期 200 8.5 △69 － △68 － △72 － 

平成 18 年 3 月期第 3 四半期 185 32.2 △47 － △33 － △759 － 

(参考)平成 18 年 3月期 240  △59  △30  △775  

 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭 

平成 19 年 3 月期第 3 四半期 △1,745 65 － － 

平成 18 年 3 月期第 3 四半期 △18,333 15 － － 

(参考)平成 18 年 3月期 △18,707 07 － － 

（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。 

   ２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式は存在するものの１株 

     当たり四半期（当期）純損失が計上されているため、記載しておりません。 
 

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

 当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、引き続き緩やかな景気回復基調が続いております。企業

収益は改善しており、企業の設備投資は増加しております。また、労働者の雇用情勢は厳しさが残るもの

の改善しており、今後は現在横ばい状態である個人消費の増加による経済のさらなる活性化に期待が持て

る環境になりつつあります。一方、中東諸国の不安定な情勢を背景に、原油価格の変動による今後の経済

への影響が懸念されます。 

 このような経済状況のもと、当社におきましては、業容の拡大による近年の業績不振からの脱却を基本

方針に第４の事業として不動産媒介事業を開始いたしました。また、既存３事業の強化のため、販売スタ

ッフの増員や新たな販売拠点の設置などの大掛かりなインフラ整備を行い、積極的な受注活動を展開して

まいりました。 

 しかしながら、売上高が 200,857 千円（前年同期比 8.5％増）と伸びなかったため、営業損失 69,234

千円（前年同期は 47,893 千円の損失）、経常損失 68,925 千円（前年同期は 33,410 千円の損失）、第３四

半期純損失 72,399 千円（前年同期は 759,578 千円の損失）と大幅な損失計上となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、以下の通りとなりました。 

 



 
 
 

2

 ①パッケージソフトウェア事業 

 当第３四半期会計期間より、ドキュメント系ソフト中心に、従来の大手販社との連携による既存顧客へ

の積極的な受注活動を行うとともに、新規取引販社の開拓やＤＭならびに大規模展示会への参加等による

積極的な新規顧客の開拓を行いましたが、販売力不足等により成約数が伸びず、加えて競合他社との競争

による受注価格の下落の影響により、売上高が前年同期を下回り、結果大幅な損失を計上いたしました。

当事業の業績は、売上高 117,732 千円（前年同期比 7.9％減）、営業損失 52,114 千円（前年同期は 13,825

千円の損失）となりました。 

 

 ②受託開発事業 

 前事業年度より、開発内容に関して発注元と協議を続けておりました新規顧客からの受託案件の売上計

上により、売上高が前年同期に比べ大幅に伸びており、結果利益を計上するに至りました。当事業の業績

は、売上高 49,098 千円（前年同期比 37.0%増）、営業利益 6,370 千円（前年同期比 129.1％増）となりま

した。 

 

 ③ネットワークソリューション事業 

 当第３四半期会計期間より、産業廃棄物処理業者と不動産開発業者をターゲットに、積極的に受注活動

を展開したものの、商談に費やす期間が長く、売上高は前年同期より微増するにとどまりました。結果粗

利率が低いため、大幅な損失を計上しております。当事業の業績は、売上高 24,025 千円（前年同期比 11.7％

増）、営業損失 28,608 千円（前年同期は 36,847 千円の損失）となりました。 

 

 ④不動産媒介事業 

 当第３四半期会計期間より、同事業を開始し、常時数件の不動産媒介案件が動いておりますが、売買価

格交渉が決裂するなど、種々の事情により１案件のみの媒介成立しかしておりませんが、粗利率が高く、

販売費及び一般管理費が少ないため、結果利益を計上しております。当事業の業績は、売上高 10,000 千

円、営業利益 5,118 千円となりました。 

 

(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 

平成 19 年 3 月期第 3 四半期 610 565 92.5 13,618 13 

平成 18 年 3 月期第 3 四半期 704 655 93.1 15,808 52 

(参考)平成 18 年 3月期 689 638 92.7 15,411 09 

 

(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 

平成 19 年 3 月期第 3 四半期 △23 △7 △2 276 

平成 18 年 3 月期第 3 四半期 － － － － 

(参考)平成 18 年 3月期 △50 218 △4 310 
(注) 当社は、四半期キャッシュ・フロー計算書を平成 19 年３月期より作成しているため、平成 18 年３ 
   月期第３四半期の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・フローならびに現金及び現金同等物の四半期末残高については、記載して 
   おりません。 
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[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、276,460 千円となり

ました。 

 なお、当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は 23,246 千円となりました。これは主に未収入金の減少及び税引前第３

四半期純損失が 69,082 千円計上されたことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 7,785 千円となりました。これは主に投資有価証券の償還による収入及

び投資有価証券の取得による支出ならびに有形固定資産の取得による支出によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は 2,833 千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出及び

株式の発行による収入によるものです。 

 

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 

通   期 255 △114 △118 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△2,856 円 36 銭 

 

[業績予想に関する定性的情報等] 

 今後のわが国経済は、原油価格の変動による影響が懸念されるものの、当面は緩やかな回復基調が続く

ものと予想されます。 

 当社の主力事業であるソフトウェア関連事業に関しては、企業設備投資の増加を背景に、システムの導

入による業務の合理化や新しいオペレーションシステムへの対応など、今後も需要は高まっていくものと

予想されます。また、一方で競合他社との競争激化やそれに伴う受注価格の下落などによる厳しい状況も

予想されます。 

 このような状況のもと、当社におきましては、当第３四半期会計期間での業績不振の責任を取り、前代

表取締役社長が辞任しております。現在新社長の元、経費削減を中心とした体制の立て直しを図っており

ますが、通期での急速な改善は見込むことができないため、上記の業績予想となりました。 

 

※ 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。 
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４．四半期財務諸表 
（1）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（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 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  211,239   276,460   310,325   

２．受取手形  560   2,576   1,492   

３．売掛金  54,878   23,679   26,236   

４．有価証券  10,059   －   10,019   

５．たな卸資産  2,783   4,206   13,544   

６．前払費用  2,161   2,945   1,397   

７．未収入金  232   10   38,424   

８．その他  324   3,593   473   

９．貸倒引当金  △50   △50   △50   

流動資産合計   282,190 40.1  313,421 51.3  401,864 58.3 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 64,070   62,211   63,245   

(2) 車両運搬具  2,125   3,629   1,919   

(3) 工具器具備品  7,461   7,938   6,254   

(4) 土地 ※２ 30,953   30,953   30,953   

有形固定資産合計  104,610   104,733   102,373   

２．無形固定資産           

(1) ソフトウェア  8,062   7,982   7,794   

(2) ソフトウェア仮
勘定 

 274   652   217   

(3) 電話加入権  84   84   84   

無形固定資産合計  8,420   8,718   8,096   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  307,800   179,446   175,888   

(2) 長期前払費用  397   173   395   

(3) 敷金  248   3,796   198   

(4) 保証金  600   610   600   

投資その他の資産
合計 

 309,045   184,026   177,081   

固定資産合計   422,076 59.9  297,478 48.7  287,550 41.7 

資産合計   704,266 100.0  610,899 100.0  689,414 100.0 
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前第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（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 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金  1,231   1,320   4,261   

２．１年以内返済予定
長期借入金 

※２ 6,000   6,000   5,500   

３．未払金  7,654   8,225   3,656   

４．未払費用  3,389   3,970   3,949   

５．未払法人税等  3,205   4,000   3,394   

６．未払消費税等 ※４ 2,551   740   4,207   

７．預り金  2,596   2,676   721   

８．繰延税金負債  23   －   8   

９．賞与引当金  1,603   1,861   6,442   

10．その他  2,377   5,602   2,179   

    流動負債合計   30,633 4.3  34,396 5.6  34,321 5.0 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ 17,500   11,500   16,000   

２．繰延税金負債  727   －   164   

固定負債合計   18,227 2.6  11,500 1.9  16,164 2.3 

負債合計   48,861 6.9  45,896 7.5  50,486 7.3 
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前第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（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 
（％） 金額（千円） 

構成比 
（％） 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   789,020 112.0  － －  789,020 114.4 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  634,120   －   634,120   

資本剰余金合計   634,120 90.0  － －  634,120 92.0 

Ⅲ 利益剰余金           

第３四半期（当期）
未処理損失 

 768,844   －   784,468   

利益剰余金合計   △768,844 △109.1  － －  △784,468 △113.7 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   1,108 0.2  － －  255 0.0 

資本合計   655,405 93.1  － －  638,928 92.7 

負債資本合計   704,266 100.0  － －  689,414 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  789,634 129.3  － － 

２．資本剰余金           

資本準備金  －   634,734   －   

資本剰余金合計   － －  634,734 103.9  － － 

３．利益剰余金           

その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   △856,867   －   

利益剰余金合計   － －  △856,867 △140.3  － － 

株主資本合計   － －  567,501 92.9  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評
価差額金 

  － －  △2,499 △0.4  － － 

評価・換算差額等合
計 

  － －  △2,499 △0.4  － － 

純資産合計   － －  565,002 92.5  － － 

負債純資産合計   － －  610,899 100.0  － － 
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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17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

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） 

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 
（％） 金額（千円） 

百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   185,089 100.0  200,857 100.0  240,556 100.0 

Ⅱ 売上原価   61,446 33.2  77,946 38.8  81,726 34.0 

売上総利益   123,642 66.8  122,910 61.2  158,830 66.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   171,536 92.7  192,144 95.7  218,804 90.9 

営業損失   47,893 △25.9  69,234 △34.5  59,974 △24.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１  19,415 10.5  982 0.5  56,824 23.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２  4,931 2.7  673 0.3  26,858 11.2 

経常損失   33,410 △18.1  68,925 △34.3  30,008 △12.5 

Ⅵ 特別利益   － －  55 0.0  － － 

Ⅶ 特別損失 ※３ 
※４ 

 723,969 391.1  213 0.1  742,262 308.5 

税引前第３四半期
（当期）純損失 

  757,379 △409.2  69,082 △34.4  772,270 △321.0 

法人税、住民税及
び事業税 

 2,199   3,316   2,932   

法人税等調整額  － 2,199 1.2 － 3,316 1.6 － 2,932 1.2 

第３四半期（当期）
純損失   759,578 △410.4  72,399 △36.0  775,202 △322.2 

前期繰越損失   9,265   －   9,265  

第３四半期（当期）
未処理損失 

  768,844   －   784,468  
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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４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

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 

その他有価
証券評価差

額金 

純資産合
計 

平成 18 年３月 31 日残高（千円） 789,020 634,120 634,120 △784,468 △784,468 638,673 255 638,928 

当第３四半期会計期間中の変動額         

 新株の発行 613 613 613 － － 1,227 － 1,227 

 第３四半期純利益 － － － △72,399 △72,399 △72,399 － △72,399 

 株主資本以外の項目の第３四半期
会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － － － △2,754 △2,754 

当第３四半期会計期間変動額合計（千円） 613 613 613 △72,399 △72,399 △71,171 △2,754 △73,925 

平成 18 年 12 月 31 日残高（千円） 789,634 634,734 634,734 △856,867 △856,867 567,501 △2,499 565,002 
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（4）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
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） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（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） 金額（千円） 

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）純損失  △69,082 △772,270 

減価償却費  9,550 15,276 

減損損失  － 11,727 

賞与引当金の増加額 
（△減少額）  △4,581 58 

貸倒引当金の減少額  － △162 

受注損失引当金の減少
額  － △3,700 

受取利息及び配当金  △208 △840 

支払利息  230 1,012 

新株発行費  60 78 

固定資産除却損  213 898 

固定資産売却益  △55 － 

投資有価証券売却益  △154 △11,087 

投資有価証券評価損  － 729,000 

関係会社清算損  － 637 

売上債権の減少額  1,473 19,803 

たな卸資産の減少額 
（△増加額）  9,338 △5,167 

仕入債務の増加額 
（△減少額）  △2,941 1,203 

未払金の増加額 
（△減少額）  3,352 △20,572 

未払費用の増加額 
（△減少額）  △1,272 56 

未払消費税等の増加額 
（△減少額）  △3,467 3,682 

前受金の増加額 
（△減少額）  3,423 △1,330 

その他  33,059 △13,804 

小計  △21,062 △45,501 
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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） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（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） 金額（千円） 

利息及び配当金受取額  208 840 

利息支払額  △230 △1,012 

法人税等の支払額  △2,229 △5,235 

法人税等の還付額  68 210 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  △23,246 △50,699 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー    

定期預金の解約による
収入  － 10,000 

投資有価証券の取得に
よる支出  △9,945 △241,860 

投資有価証券の償還に
よる収入  10,000 10,000 

投資有価証券の売却に
よる収入  3,634 434,896 

関係会社清算による収
入  － 14,362 

有形固定資産の取得に
よる支出  △7,738 △5,886 

有形固定資産の売却に
よる収入  100 15 

無形固定資産の取得に
よる支出  △3,836 △2,859 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  △7,785 218,668 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー    

短期借入金による収入  － 150,000 

短期借入金の返済によ
る支出  － △150,000 

長期借入金の返済によ
る支出  △4,000 △6,000 

株式の発行による収入  1,166 1,154 

配当金の支払額  － △10 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  △2,833 △4,856 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額  △33,865 163,113 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高  310,325 147,211 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 ※ 276,460 310,325 

    
（注）当第３四半期会計期間より四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前第３四半期会計期間にお

けるキャッシュ・フロー計算書は記載しておりません。 
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（5）注記事項等 

① 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当社は、前事業年度において、継続企業

の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状

況の記載をいたしましたが、当第３四半期

会計期間においても営業損失47,893千円

（前第３四半期会計期間は81,087千円の損

失）、経常損失33,410千円（前第３四半期

会計期間は93,776千円の損失）、第３四半

期純損失759,578千円（前第３四半期会計期

間は40,007千円の損失）と継続的に重要な

営業損失、経常損失及び第３四半期純損失

を計上しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を打破すべく、現在収

益構造の改革を実施中であり、その進捗状

況については、以下の通りとなっておりま

す。 

 前期から取り組んでおりますパッケージ

ソフトウェアの顧客を含めた、販社に依存

しない直接販売活動を推進いたしました結

果、ドキュメント系ソフトならびに保守中

心に売上高を計上いたしました。また従来

の当社の顧客になかった大口顧客からの継

続的な受託開発案件の獲得など、新しい兆

しも出てきております。 

 今後も同顧客からの受託案件を売上計上

していくとともに、同業他社への受注活動

も図っていく所存です。 

 さらに、株式会社コマーシャル・アール

イーからの大口受託案件も並行して行い、

売上を計上しております。 

 結果、パッケージソフトウェア事業、受

託開発事業ともに前期を上回る売上高を計

上しております。 

 上記の既存事業に加え、新たな収益源と

して期首よりＡＯＳテクノロジーズ株式会

社製の各種ネットワークシステム販売を軸

としたネットワークソリューション事業を

開始し、積極的な受注活動を展開した結果、

前四半期より売上高を伸ばしましたが、大

型商業物件や大型ベットタウンなどの大口

案件が成約に結びつかなかったため、売上

高は計画を大幅に下回りました。 

 当社は、前事業年度において、継続企業

の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状

況の記載をいたしましたが、当第３四半期

会計期間においても営業損失69,234千円

（前第３四半期会計期間は47,893千円の損

失）、経常損失68,925千円（前第３四半期

会計期間は33,410千円の損失）、第３四半

期純損失72,399千円（前第３四半期会計期

間は759,578千円の損失）と継続的に重要な

営業損失、経常損失及び第３四半期純損失

を計上しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 また、当第３四半期会計期間での業績不

振の責任を取り、前代表取締役社長が辞任

しております。現在収益構造を改革するた

めの体制の立て直しを図っており、今後は、

新社長の元、当該状況を一刻も早く打破す

べく、以下の方針に沿った事業計画を策定

中であります。 

１．経費削減策の実施 

 当第３四半期会計期間において、不動産

媒介事業を除く既存３事業の大幅な売上高

増加のため、販売スタッフの増員や新たな

販売拠点の設置等大掛かりなインフラ整備

を行い、積極的な受注活動を展開してまい

りましたが、売上高がほとんど伸びなかっ

たため、結果的に収益状況を悪化させる要

因となっております。 

 このような状況の中、来期以降の短期的

な期間で既存３事業の売上高を大幅に伸ば

すことは難しいため、人員や拠点維持費等

の削減を実施し、収益状態の改善を行って

いく方針です。また、組織体制についても

人員削減に対応できるよう簡略化する方針

です。 

２．ネットワークソリューション事業の継

続休止 

 同事業は、当社の収益構造の改革のため、

ネットワークカメラを中心としたＡＯＳテ

クノロジーズ社製品の販売事業として、平

成17年４月より立ち上げ、積極的な受注活

動を実施してまいりました。 

 当社は、当期において営業損失59,974千

円（前期は88,887千円の損失）、経常損失

30,008千円（前期は96,785千円の損失）、

当期純損失775,202千円（前期は44,937千円

の損失）と継続的に重要な営業損失、経常

損失及び当期純損失を計上しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 このような状況を解消すべく以下の経営

計画を実行してまいります。 

１．システム受託開発の積極的な受注活動

の実施 

当期において、開発部門の生産性を上げ

るため、積極的にシステム受託開発案件の

受注活動を行ってきた結果、従来の主要顧

客である株式会社コマーシャル・アールイ

ーや長崎県庁以外の新規顧客からのシステ

ム受託開発案件を獲得し、売上計上するに

至りました。今後は、さらに積極的に受注

活動を行い、システム受託開発案件を獲得

していく所存です。 

２．パッケージソフトウェアの絞込みと販

売強化 

利益率の高いパッケージソフトウェア売

上高の回復のため、今後は、フォーム名人，

消防くん，ウエイストマネージャーなどの

ドキュメント系ソフトに絞り込んで、販売

活動を展開するとともに、新規販売店の獲

得や成功報酬型のビジネス・アドバイザー

による新たな市場への展開を図っていく所

存です。 

３．ネットワークソリューション事業の確

立 

当期より同事業を立ち上げたため、ター

ゲット層の絞込みがうまくいかず計画した

売上高を大幅に下回りましたが、ここに来

てようやくターゲット層の絞込みができて

参りました。今後は、産業廃棄物処理業者

と不動産開発業者をターゲットとして、積

極的に受注活動を展開していき、同事業を

確立していく所存です。 
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前第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 しかし、継続して交渉中の案件も複数存

在しており、また12月には株式会社リテッ

クコンサルタンツと建設現場のネットワー

クカメラによる動画配信に関する業務提携

に基本合意しており、現在、早期の製品受

注に向けて、活動展開中です。 

 全体として、当第３四半期会計期間にお

いては、売上高が前年同期比32.2％増加す

るなど徐々に改善の兆しは見えますが、引

き続き収益構造の改革を推し進めて、一刻

も早く当該事象を解消できるよう努めて参

ります。 

 また、当社は、前事業年度に引き続き株

式会社コマーシャル・アールイーの連結グ

ループ会社として、同社から人材面、営業

面、財務面など広範囲に亘る支援を受けな

がら、自律的な業績回復を達成する所存で

す。 

 第３四半期財務諸表は、継続企業を前提

として作成されており、このような重要な

疑義の影響を第３四半期財務諸表には反映

されておりません。 

 しかし、１件毎の商談に費やす時間が長

いため、営業効率が悪く、また粗利率の低

さから現在の受注金額の規模では採算があ

わないため、平成18年10月から販売スタッ

フをパッケージソフトウェア事業の販売活

動の補強に充て、同事業は休止の状態にし

ておりましたが、今後も継続して、過去に

販売した顧客へのメンテナンスを除き、同

事業は休止する方針です。 

３．不動産媒介事業の強化 

 当第３四半期会計期間より新規事業とし

て、同事業を開始いたしました。当社にお

ける同事業は事業基盤がまだまだ弱いた

め、利益は少ないですが、今後は、外部有

識者からの意見を取り入れながら、同事業

の事業基盤の強化に注力していく方針で

す。 

４．受託開発事業の継続受注 

 当第３四半期会計期間における同事業の

売上高は、前期より大幅に伸びており、長

崎県庁やコマーシャル・アールイーグルー

プ以外の取引先からの受注案件を徐々に獲

得できる状況になってまいりました。しか

しながら、同事業は四半期毎の売上高の波

が大きく不安定な状況であります。今後は

安定した売上高を計上できるよう既存取引

先からの継続受注を獲得する体制を作り、

獲得に注力していく方針です。 

 上記の方針に沿った事業計画を策定し、

実行することにより、収益構造の改革を推

し進めて、一刻も早く当該事象を解消でき

るよう努めてまいります。 

また、当社は、前事業年度に引き続き株

式会社コマーシャル・アールイーの連結グ

ループ会社として、同社から人材面、営業

面、財務面など広範囲に亘る支援を受けな

がら、自律的な業績回復を達成する所存で

す。 

第３四半期財務諸表は、継続企業を前提

として作成されており、このような重要な

疑義の影響を第３四半期財務諸表には反映

されておりません。 

 

４．新規事業の立ち上げ 

上記の３事業に加え、不動産媒介業務を

中心とする事業を立ち上げることにより、

売上高の向上を図っていく所存です。 

また、当社は、株式会社コマーシャル・

アールイーの連結グループ会社として、引

き続き人材面、営業面、財務面など広範囲

に亘る支援を受けながら、自律的な業績回

復を達成する所存であります。 

財務諸表は、継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響

を財務諸表には反映されておりません。 
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② 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 
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 第３四半期決算末日の市場

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） 

同  左 決算末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処理

し、売却原価は、移動平均

法により算定） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価法 同  左 同  左  

(2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

 原材料 原材料 原材料 

 最終仕入原価法による原価

法によっております。 

同  左 同  左 

仕掛品 仕掛品 仕掛品  

個別法による原価法によっ

ております。 

同  左 同  左 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備は除く）については定額

法によっております。 

なお、主な耐用年数について

は、以下のとおりであります。 

建物 ７～47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 

 定額法によっております。 

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（５年）に、市

場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込み販売可能期

間（３年）に基づいておりま

す。 

同  左 同  左 

３．引当金の計上基準 (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、回収不能見込み額を計上

しております。 

同  左 同  左 
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項目 
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てる

ため、将来の支払見込額のう

ち当第３四半期会計期間の負

担額を計上しております。 

同  左 従業員の賞与の支給に充てる

ため、将来の支払見込額のう

ち当事業年度の負担額を計上

しております。 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ４．その他第３四半期財務諸

表（財務諸表）作成のた

めの重要な事項 

税抜方式を採用しております。 同  左 同  左 
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③ 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 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 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）に従い、当第３四半期

会計期間から同会計基準及び同適用指針を

適用しております。 

 これにより営業損失及び経常損失はそれ

ぞれ299千円減少し、税引前第３四半期純損

失が11,427千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。 

―――――― （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（｢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）に従い、当期から同会

計基準及び同適用指針を適用しておりま

す。 

 これにより営業損失及び経常損失は398

千円減少し、税引前当期純損失は11,328千

円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 
―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、「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）

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

565,002千円であります。 

 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第３四半期

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。 

―――――― 

―――――― （不動産媒介事業に係る収益及びこれに対

応する費用の計上方法の変更） 

 前期まで、不動産媒介による手数料収入

は、「営業外収益」に、これに対応する原

価は「営業外費用」に計上しておりました

が、当第３四半期会計期間より、不動産媒

介による手数料収入を「売上高」に、これ

に対応する原価を「売上原価」に計上する

方法に変更いたしました。 

この変更は、定款の目的のひとつである

不動産媒介業務による収益の重要性が増加

傾向にあるため、当第３四半期会計期間に

おいて社内にＲＥ事業部を設置したことに

伴い、会社の営業活動に基づく損益区分を

より明確に表示するために変更したもので

あります。 

 この変更により、従来と同一の基準によ

った場合に比べ、売上高は10,000千円、売

上原価は2,334千円それぞれ増加し、売上総

利益は7,665千円多く、営業損失は7,665千

円少なく表示されております。なお、経常

損失及び税引前第３四半期純損失への影響

はありません。 

―――――― 
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④ 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12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

27,764千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

30,121千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

27,813千円であります。 

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供してる債務は次のとおりであ

ります。 

担保に供してる債務は次のとおりであ

ります。 

担保に供してる債務は次のとおりであ

ります。 
 

建物 64,070千円

土地 30,953千円

 計 95,023千円
  

 
建物 61,770千円

土地 30,953千円

 計 92,723千円
  

 
建物 63,245千円

土地 30,953千円

 計 94,198千円
  

上記に対する債務 上記に対する債務 上記に対する債務 
 

１年以内返済予定長期借入金 6,000千円

長期借入金 17,500千円

計 23,500千円
  

 
１年以内返済予定長期借入金 6,000千円

長期借入金 11,500千円

計 17,500千円
  

 
１年以内返済予定長期借入金 5,500千円

長期借入金 16,000千円

計 21,500千円
  

３．当社得意先のリース債務763千円に 

  対して債務保証を行っております。 

３．当社得意先のリース債務2,619千円に 

対して債務保証を行っております。 

３．当社得意先のリース債務719千円に対 

して債務保証を行っております。 

※４．消費税等の取扱い ※４．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、未払消費税等として表示して

おります。 

同  左  
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（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ―――――― ※１．営業外収益の主要項目 
 

受取手数料 7,921千円

匿名組合分配金 7,189千円

投資有価証券売却益 4,064千円
  

    
受取手数料 37,681千円

投資有価証券売却益 11,087千円

匿名組合分配金 7,189千円
  

※２．営業外費用の主要項目 ―――――― ※２．営業外費用の主要項目 
 

支払手数料 3,922千円
  

    
支払手数料 25,766千円

  
※３．特別損失の主要項目 ―――――― ※３．特別損失の主要項目 
 

投資有価証券評価損 711,000千円

減損損失 11,727千円
  

 
 

投資有価証券評価損 729,000千円

減損損失 11,727千円
  

※４．減損損失 ―――――― ※４．減損損失 

  当第３四半期会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計上してお

ります。 

場所 用途 種類 金額 

建物 1,139千円

東京都中央区 支店 工具器具

備品 

502千円

建物 4,372千円

土地 2,046千円

車輌 

運搬具 

165千円

工具器具

備品 

1,866千円
長崎県長崎市 本社 

電話 

加入権 

1,634千円

  当社は、事業の種類別を基礎として資産

のグルーピングを行っております。また、

本社ビル等は共用資産としております。 

  全ての事業について、営業損益が継続し

てマイナスとなっているため、各事業資産

及び共用資産について、帳簿価額を回収可

能額まで減額し、当該減少額を減損損失

（11,727千円）として特別損失に計上いた

しました。 

  なお、当第３四半期会計期間において減

損損失の測定に使用した回収可能価額は正

味売却価額であり、不動産については不動

産鑑定評価額、その他の固定資産について

は当社又は第三者による合理的な見積額を

基礎に処分費用見込額を控除して算定して

おります。 

   当期において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 金額 

建物 1,139千円

東京都中央区 支店 工具器具

備品 

502千円

建物 4,372千円

土地 2,046千円

車輌 

運搬具 

165千円

工具器具

備品 

1,866千円
長崎県長崎市 本社 

電話 

加入権 

1,634千円

  当社は、事業の種類別セグメントを基礎

として資産のグルーピングを行っておりま

す。また、本社ビル等は共用資産としてお

ります。 

  全ての事業について、営業損益が継続し

てマイナスとなっているため、各事業資産

及び共用資産について、帳簿価額を回収可

能額まで減額し、当該減少額を減損損失

（11,727千円）として特別損失に計上いた

しました。 

  なお、当期において減損損失の測定に使

用した回収可能価額は正味売却価額であ

り、不動産については不動産鑑定評価額、

その他の固定資産については当社又は第三

者による合理的な見積額を基礎に処分費用

見込額を控除して算定しております。 

 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 6,293千円

無形固定資産 5,526千円
  

 
有形固定資産 6,385千円

無形固定資産 3,165千円
  

   
有形固定資産 8,491千円

無形固定資産 6,785千円
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（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．発行済株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 
（株） 

当第３四半期会計期間 
増加株式数（株） 

当第３四半期会計期間 
減少株式数（株） 

当第３四半期会計期間 
末株式数（株） 

普通株式（注） 41,459 30 － 41,489 

合 計 41,459 30 － 41,489 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加 30 株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。 

 

  ２．新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 

 

  ３．配当に関する事項 

       該当事項はありません。 

 
（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） 

現金及び現金同等物の第３四半期会計期間末残高と第３

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 
  

（平成18年12月31日現在） 

現金及び預金勘定 276,460千円 

現金及び現金同等物 276,460千円 
  

  
（平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 310,325千円 

現金及び現金同等物 310,325千円 
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（リース取引関係） 

 前第３四半期会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

  リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。 

 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） 

  リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。 

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

リース取引に重要性がありませんので、記載を省略しております。 

 
（有価証券関係） 

前第３四半期会計期間末（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 第３四半期貸借対照表
計上額（千円） 差額（千円） 

債券    

社債 10,000 10,059 59 

その他 116,000 117,800 1,800 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

 前第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

 第３四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 190,000 

  （注） 当第３四半期において、その他有価証券で時価のない株式に対して 711,000 千円減損処理を行っており

ます。 
 

当第３四半期会計期間末（平成 18 年 12 月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 第３四半期貸借対照表
計上額（千円） 差額（千円） 

その他 9,945 7,446 △2,499 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

 当第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

 第３四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 172,000 
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前事業年度末（平成 18 年３月 31 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度末（平成18年３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） 

債券    

社債 10,000 10,019 19 

その他 3,480 3,888 408 

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

合計 13,480 13,907 427 

 
２．時価評価されていない主な有価証券 

 前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 172,000 

 
 
（デリバティブ取引関係） 

 前第３四半期会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 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） 

  当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

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

  当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

 当第３四半期会計期間は付与していないため、該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

 前第３四半期会計期間（自 平成 17 年４月１日 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 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） 

  該当事項はありません。 

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

  該当事項はありません。 
 
 
（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 15,808.52円 

１株当たり第３四半期純損失 18,333.15円 
  

 
１株当たり純資産額 13,618.13円 

１株当たり第３四半期純損失 1,745.65円 
  

 
１株当たり純資産額 15,411.09円 

１株当たり当期純損失 18,707.07円 
  

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

半期純損失が計上されているため、記載し

ておりません。  

同 左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり当期純損失が

計上されているため、記載しておりません。 

 
（注） １株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

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） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

第３四半期（当期）純損失（千円） 759,578 72,399 775,202 

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）純損失 

（千円） 
759,578 72,399 775,202 

期中平均株式数（株） 41,432 41,474 41,439 

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）純損失の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類 

新株予約権の数 

1,800株 

新株予約権３種類 

新株予約権の数 

1,770株 

新株予約権３種類 

新株予約権の数 

1,800株 

 
 
（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 


