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１．平成19年12月期第３四半期の連結業績（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

（注）当社は、平成18年12月期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年12月期第３四半期の数値及び対前年同四

半期増減率については記載しておりません。

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

19年12月期第３四半期 1,984 － 2 － △1 － △1 －

18年12月期第３四半期 － － － － － － － －

18年12月期 2,703 － 22 － 18 － 11 －

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

19年12月期第３四半期 △137 23 － －

18年12月期第３四半期 － － － －

18年12月期 1,224 71 1,180 27

(2）連結財政状態  

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

19年12月期第３四半期 1,701 1,058 62.7 112,556 63

18年12月期第３四半期 － － － － －

18年12月期 1,612 1,018 63.2 107,420 88

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年12月期第３四半期 △16 △104 47 60

18年12月期第３四半期 － － － －

18年12月期 0 △86 32 134

２．配当の状況

（基準日） 期末 年間

円 銭 円 銭

18年12月期 300 00 300 00

19年12月期（予想） 1,500 00 1,500 00

３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日　～　平成19年12月31日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,445 － 116 － 113 － 65 － 6,934 07

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

（注）詳細は、12ページ「四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

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

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

受けております。

５．個別業績の概要（平成19年１月１日　～　平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

19年12月期第３四半期 1,903 △4.8 15 49.7 14 63.4 7 32.7

18年12月期第３四半期 1,998 △32.3 10 △92.2 8 △94.9 5 △94.7

18年12月期 2,703 － 22 － 18 － 11 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年12月期第３四半期 779 22

18年12月期第３四半期 594 30

18年12月期 1,224 71

(2）個別財政状態  

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

19年12月期第３四半期 1,670 1,076 64.4 113,473 8

18年12月期第３四半期 1,473 1,013 68.8 106,900 94

18年12月期 1,609 1,020 63.4 107,574 57

６．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日　～　平成19年12月31日）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,100 3.3 101 238.9 100 488.2 58 480.0 6,115 92

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済情勢は、米国景気の減速、為替動向や株式市況等に不安定要因を抱

えながらも、大手企業を中心とした業績の回復を背景に全体として景気は回復基調で推移しました。ネットワーク市場

におきましては、ブロードバンド化を中心にインターネットを取り巻く環境の発展にともない、電子商取引、モバイル

環境、セキュリティ対策といった様々な関連分野のニーズに引き続きいっそうの高まりが感じられております。

　一方、企業の設備投資に対する投資効果の厳格化、とりわけネットワークのインフラ設備に対する投資には逡巡・手

控えや検討段階から実導入までの長期間化が顕著になっており、また、ネットワーク関連商品のコモディティ化により、

企業間の競争は依然として厳しい状況になっております。

　このような経済状況の中、当社は、引き続きHuawei-3Com社やFortinet社等の既存商品及びLoglogic社をはじめとする

新規商品の販売推進に取り組んでまいりました。ネットワーク関連商品の販売を主とするネットワークソリューション

事業につきましては、新規商品の売上への寄与はいまだ限定的ではありますが、今期好調な伸びを示しているFortinet

社に加えHuawei-3Com社やAruba社の既存商品が官公庁向け案件等の複数の案件の納入もあり比較的堅調に推移しました。

また、ネットワーク構築や保守を主とするネットワークサービス事業の売上も堅調に推移しました。

　一方、子会社の株式会社ジャパン・モバイル・プラットホームの事業につきましては、受託開発製品の開発費の計上

及び当該製品の少量の出荷にとどまりました。なお、当該製品の本格的な出荷は第４四半期に予定しております。

　利益につきましては、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業務効率の向上、販売費及び一般管理

費の低減活動を進めており、一定の効果が現れております。

　この結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は1,984,771千円、営業利益は2,300千円、経常損失は1,350千円、

四半期純損失は1,301千円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結事業年度末比74,005千円減少し、60,318

千円となりました。

（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、16,056千円の支出となりました。これは、主にたな卸資産が33,788千円、前

渡金が16,229千円、未払金が20,526千円、前受金が15,489千円増加したものの、仕入債務が80,982千円減少したことに

よるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、104,787千円の支出となりました。これは、有形・無形固定資産の取得による

92,853千円の支出と敷金の差入による14,371千円の支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、47,343千円の収入となりました。これは短期借入れによる50,000千円の収入

と配当金の支払額2,656千円によるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

 　平成19年12月期の業績見通しに対する進捗状況に遅れが生じておりますが、業績予想につきましては平成19年２月14

日発表のとおり、売上高3,445百万円、経常利益113百万円、当期純利益65百万円を見込んでおります。引き続き、①J-

SOX法対策商品である米国LogLogic社や次世代クラスタストレージ分野の米国Isilon社のような先進的な新規商品の積極

的な市場への投入、②コモディティ化傾向にあるルータ・スイッチについては中国Huawei-3Com社商品の国内市場への浸

透、③マネージドVPNサービスやFMCサービスをはじめとする独自のトータルソリューションの積極展開、④組込型無線

モジュールビジネスの確立等への取組みを通じて事業の拡大と収益性の向上に取り組んでまいります。
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５．四半期連結財務諸表　

(1）四半期連結貸借対照表

（単位：千円、％）

科目
注記

番号

前年同四半期末

（平成18年12月期

　第３四半期）

当四半期末

（平成19年12月期

　第３四半期）

増減
（参考）

平成18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   －   60,318     134,323  

２．受取手形及び売掛
金

※３  －   632,514     624,526  

３．たな卸資産   －   332,244     298,456  

４．その他   －   91,977     88,462  

貸倒引当金   －   △249     △249  

流動資産合計   － －  1,116,805 65.6 － －  1,145,520 71.0

Ⅱ　固定資産             

１．有形固定資産             

(1）建物及び構築物 ※１ －   25,215     21,782   

(2）車両運搬具 ※１ －   786     1,170   

(3）工具器具備品 ※１ －   199,084     175,523   

(4）土地  － －  17,113 242,198  － － 17,113 215,589  

２．無形固定資産             

(1）その他  － －  18,475 18,475  － － 18,750 18,750  

３．投資その他の資産             

(1）投資有価証券  －   254,273     170,981   

(2）その他  － －  68,985 323,258    57,845 228,826  

固定資産合計   － －  583,933 34.3 － －  463,166 28.7

Ⅲ　繰延資産   － －  1,044 0.1 － －  4,179 0.3

資産合計   － －  1,701,783 100.0 － －  1,612,866 100.0
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（単位：千円、％）

科目
注記

番号

前年同四半期末

（平成18年12月期

　第３四半期）

当四半期末

（平成19年12月期

　第３四半期）

増減
（参考）

平成18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   －   255,572     336,554  

２．短期借入金   －   50,000     －  

３．未払金   －   87,929     －  

４．前受金   －   179,717     164,227  

５．賞与引当金   －   4,352     －  

６．その他 ※４  －   33,116     93,364  

流動負債合計   － －  610,687 35.9 － －  594,146 36.8

Ⅱ　固定負債             

１．その他   －   32,525     －  

固定負債合計   － －  32,525 1.9 － －  － －

負債合計   － －  643,213 37.8 － －  594,146 36.8

             

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

１．資本金   － －  366,609 21.5 － －  366,609 22.7

２．資本剰余金   － －  382,859 22.5 － －  382,859 23.8

３．利益剰余金   － －  264,554 15.6 － －  268,701 16.7

株主資本合計   － －  1,014,023 59.6 － －  1,018,170 63.2

Ⅱ　評価・換算差額等             

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  53,400 3.1 － －  2,006 0.1

評価・換算差額等合
計

  － －  53,400 3.1 － －  2,006 0.1

Ⅲ　少数株主持分   － －  △8,854 △0.5 － －  △1,457 △0.1

純資産合計   － －  1,058,569 62.2 － －  1,018,719 63.2

負債純資産合計   － －  1,701,783 100.0 － －  1,612,866 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

（単位：千円、％）

科目
注記

番号

前年同四半期

（平成18年12月期

　第３四半期）

当四半期

（平成19年12月期

　第３四半期）

増減
（参考）

平成18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   － －  1,984,771 100.0 － －  2,703,252 100.0

Ⅱ　売上原価   － －  1,467,634 73.9 － －  1,956,626 72.4

売上総利益   － －  517,137 26.1 － －  746,626 27.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  － －  514,836 26.0 － －  724,390 26.8

営業利益   － －  2,300 0.1 － －  22,236 0.8

Ⅳ　営業外収益             

１．受取利息  －   237     18   

２．受取配当金  －   11     7   

３．受取家賃収入  －   563     1,468   

４．補助金収入  －   －     752   

５．雑収入  － － － 1,342 2,155 0.1 － － 1,351 3,597 0.2

Ⅴ　営業外費用             

１．支払利息  －   96     259   

２．為替差損  －   2,536     965   

３．新株発行費償却  －   3,134     4,179   

４．株式交付費  －   －     964   

５．解約精算金  －   －     977   

６．雑損失  － － － 38 5,805 0.3 － － 69 7,416 0.3

経常利益又は経常損
失（△）

  － －  △1,350 △0.1 － －  18,417 0.7

Ⅵ　特別利益             

１．固定資産売却益 ※２ －   49     1,665   

２．貸倒引当金戻入  －   －     514   

３．株式交換差益 ※３ －   2,362     －   

４．投資有価証券売却益 ※４ － － － 1,000 3,411 0.2 － － － 2,179 0.1

Ⅶ　特別損失             

１．固定資産除却損 ※５ －  － －   － － 1,394   

２．投資有価証券評価損  － － － 875 875 0.0 － － － 1,394 0.1

税金等調整前四半期
（当期）純利益

  － －  1,185 0.1 － －  19,202 0.7

法人税、住民税及び
事業税

 －   10,520     5,518   

未払法人税等戻入額  －   －     △518   

法人税等調整額  － － － △636 9,883 0.5 － － 2,692 7,692 0.3

少数株主利益   － －  △7,396 △0.3 － －  － －

当期純利益又は四半
期純損失（△）

  － －  △1,301 △0.1 － －  11,510 0.4
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計
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

平成18年12月31日　残高
（千円）

366,609 382,859 268,701 1,018,170 2,006 2,006 △1,457 1,018,719

第３四半期連結会計期間中の
変動額

剰余金の配当   △2,845 △2,845    △2,845

四半期純損失   △1,301 △1,301    △1,301

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

    51,393 51,393 △7,396 43,996

第３四半期連結会計期間中の
変動額合計（千円）

－ － △4,146 △4,146 51,393 51,393 △7,396 39,850

平成19年９月30日　残高
（千円）

366,609 382,859 264,554 1,014,023 53,400 53,400 △8,854 1,058,569

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本 評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計
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

平成17年12月31日　残高
（千円）

343,459 359,709 270,882 974,051 69 69 － 974,120

当連結会計年度中の変動額

新株の発行 23,150 23,150  46,300    46,300

剰余金の配当   △13,691 △13,691    △13,691

当期純利益   11,510 11,510    11,510

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額）

    1,936 1,936 △1,457 479

当連結会計年度中の変動額合計
（千円）

23,150 23,150 △2,180 44,119 1,936 1,936 △1,457 44,598

平成18年12月31日　残高
（千円）

366,609 382,859 268,701 1,018,170 2,006 2,006 △1,457 1,018,719

 （注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、平成17年12月31日残高は前事業年度の金額によってお

ります。
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前年同四半期
（平成18年12月期
　第３四半期）

当四半期
（平成19年12月期
　第３四半期）

（参考）
平成18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     

税金等調整前四半期（当期）純利
益

 － 1,185 19,202

減価償却費  － 67,616 91,163

のれん償却額  － 992 －

貸倒引当金の増加額（△減少額）  － 0 △264

賞与引当金の増加額  － 4,352 －

受取利息及び受取配当金  － △249 △26

支払利息  － 96 259

為替差損（△為替差益）  － 505 △491

新株発行費償却  － 3,134 4,179

株式交付費  － － 964

有形固定資産売却益  － △49 △1,665

有形固定資産除却損  － － 1,394

投資有価証券売却益  － △1,000 －

投資有価証券評価損  － 875 －

株式交換差益  － △2,362 －

売上債権の増加額  － △7,987 △107,957

たな卸資産の減少額（△増加額）  － △33,788 105,591

前渡金の増加額  － △16,229 △27,553

長期前払費用の減少額（△増加額）  － 2,170 △3,756

その他流動資産の減少額（△増加
額）

 － △9,910 13,654

仕入債務の減少額  － △80,982 △19,794

未払金の増加額  － 20,526 10,812

未払法人税等の増加額  － 2,951 －

未払消費税等の増加額（△減少額）  － △6,106 13,521

前受金の増加額  － 15,489 46,583

未払費用の減少額  － － △44,586

預り金の減少額  － △1,278 △9,551

その他流動負債の増加額  － 290 －

小計  － △39,756 91,680
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（単位：千円）

前年同四半期
（平成18年12月期
　第３四半期）

当四半期
（平成19年12月期
　第３四半期）

（参考）
平成18年12月期

区分
注記

番号
金額 金額 金額

利息及び配当金の受取額  － 249 26

利息の支払額  － △96 △259

法人税等の支払額  － △1,619 △90,767

還付法人税等の受取額  － 25,166 －

営業活動によるキャッシュ・フロー  － △16,056 678

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  － △10,000 △1,000

投資有価証券の売却による収入  － 11,000 1,030

有形固定資産の取得による支出  － △88,713 △93,802

有形固定資産の売却による収入  － 1,437 3,666

無形固定資産の取得による支出  － △4,140 △619

連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による支出

※２ － － △5,002

貸付金の回収による収入  － － 155

敷金保証金の差入による支出  － △14,371 －

敷金保証金の払戻による収入  － － 8,794

投資活動によるキャッシュ・フロー  － △104,787 △86,779

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  － 130,000 －

短期借入金の返済による支出  － △80,000 －

株式の発行による収入  － － 45,335

配当金の支払額  － △2,656 △13,049

財務活動によるキャッシュ・フロー  － 47,343 32,286

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － △505 491

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  － △74,005 △53,322

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  － 134,323 187,646

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末（期
末）残高

※１ － 60,318 134,323
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 ―――――― 　子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

株式会社ジャパン・モバイル・

プラットホーム

　子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

株式会社ジャパン・モバイル・

プラットホーム

　株式会社ジャパン・モバイル・

プラットホームは平成18年11月９

日の株式取得に伴い、当連結会計

年度より連結の範囲に含めており

ます。なお、みなし取得日を当連

結会計年度末としたため、当連結

会計年度は貸借対照表のみを連結

しております。

２．持分法の適用に関する事

項

―――――― 該当事項はありません。 該当事項はありません。

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

―――――― 　連結子会社の四半期決算日は、四

半期連結決算日と一致しております。

　連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

―――――― (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

時価のあるもの

　四半期連結決算日の市場

価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）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。

(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

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用し

ております。

時価のないもの

同左

 ②たな卸資産

商品

　総平均法による原価法を採

用しております。

仕掛品

　個別法による原価法を採用

しております。

②たな卸資産

商品

同左

 (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

(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

同左

 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
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 (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。 

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

②　　　――――――

 

 (4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、四半期

連結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。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決

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。

 (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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 (6）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

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。

(6）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５．のれんの償却に関する事

項

―――――― 　のれんの償却については、５年間

で均等償却しております。

同左

６．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲

―――――― 　手許現金・随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左
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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の変更

　前第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）

　当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年９月30日）

　前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）

―――――― （減価償却方法の変更）

　当四半期連結会計期間より、法人税

法の改正（（所得税法等の一部を改正

する法律　平成19年３月30日　法律第

６号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年３月30日　政

令第83号））に伴い、平成19年４月１

日以降に取得したものについては、改

正後の法人税法に基づく方法に変更し

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。 

――――――

 

表示方法の変更

　前第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）

　当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年９月30日）

　前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）

―――――― （四半期貸借対照表）

　「未払金」は、前連結会計年度末は、

流動負債の「その他」に含めて表示し

ておりましたが、当四半期連結会計期

間末において負債及び純資産の合計の

100分の５を超えたため区分掲記しま

した。

　なお、前連結会計年度末の「未払

金」の金額は67,402千円でありま

す。 

――――――
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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年12月31日）

※１．　　　　 ―――――― ※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

382,234千円 318,068千円

２．　　　　 ―――――― ２．当座貸越契約について 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

半期連結会計年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

　当社は、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連

結会計年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

 　　　　　 　　　　　　  （千円）

当座貸越限度額の総額　　　　800,000

借入実行残高          　　　 50,000

差引額 　　　 　 　　 　　　750,000

 　　　　　 　　　　　　  （千円）

当座貸越限度額の総額　　　　800,000

借入実行残高             　　　  －

差引額 　　　 　 　　　　　 800,000

※３．　　　　　―――――― ※３．　　　　　―――――― ※３．当連結会計年度末日満期手形

　当連結会計年度末日満期手形の会計処

理については、当連結会計年度末日は金

融機関の休日でしたが、満期日に決済が

行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日満期手形の金額は次

のとおりであります。

受取手形　　　　　　 　21,310千円

※４．　　　　　―――――― ※４．仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、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。

※４．　　　　　――――――

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．　　　　　―――――― ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

 （千円）

給料手当 208,802

地代家賃 45,551

 （千円）

給料手当 312,702

地代家賃 87,840

※２．　　　　　―――――― ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであ

ります。

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであ

ります。

 （千円）

工具器具備品 49

 （千円）

工具器具備品 1,665

※３．　　　　　―――――― ※３．株式交換差益の内容は次のとおりであり

ます。

  　当社が保有するIronport社の株式が

Cisco社の株式に交換されたことにより、

2,362千円の株式交換差益を計上しました。

※３．　　　　　――――――

※４．　　　　　―――――― ※４．投資有価証券売却益の内容は次のとおり

であります。

  　当社が保有するIPcast社の株式を売却し

たことにより、1,000千円の投資有価証券

売却益を計上しました。

※４．　　　　　――――――

※５．　　　　　―――――― ※５．　　　　　―――――― ※５．固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。

 （千円）

建物 518

工具器具備品 876

計 1,394
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

　当社グループは、平成18年12月期より連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期については記載しておりません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
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

少株式数（株）

当四半期連結会計期間

末株式数（株）

発行済株式

普通株式 9,483.44 － － 9,483.44

合計 9,483.44 － － 9,483.44

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 2,845 300 平成18年12月31日 平成19年３月30日

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末株式

数（株）

当連結会計年度増加株

式数（株）

当連結会計年度減少株

式数（株）

当連結会計年度末株式

数（株）

発行済株式

普通株式（注） 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。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年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

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 2,845 利益剰余金 300 平成18年12月31日 平成19年３月30日
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

※１．　　　　 ―――――― ※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四

半期連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成19年９月30日現在） （平成18年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 60,318

現金及び現金同等物 60,318

 （千円）

現金及び預金勘定 134,323

現金及び現金同等物 134,323

※２．　　　　 ―――――― ※２．　　　　 ―――――― ※２．株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たに株式会社ジャパ

ン・モバイル・プラットホームを連結した

ことに伴う連結開始時の資産及び負債の内

訳並びに新規連結子会社株式の取得価額と

新規連結子会社取得に伴う純支出との関係

は次のとおりであります。

 （千円）

流動資産 2,119

のれん 6,616

流動負債 △5,094

少数株主持分 1,457

連結子会社株式の取得価額 5,100

連結子会社の現金及び現金同

等物
△97

差引：連結子会社株式取得の

ための支出
5,002
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（リース取引関係）

　前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

　当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年９月30日）

　前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18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）

 （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

　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

累計額相当額及び期末残高相当額

 
有形固定

資産

有形固定

資産
合計

 建物
工具器具

備品
 

 （千円） （千円） （千円）

取得価額相

当額
－ 7,394 7,394

減価償却累

計額相当額
－ 2,137 2,137

四半期末残

高相当額
－ 5,256 5,256

 

 
有形固定

資産

有形固定

資産
合計

 建物
工具器具

備品
 

 （千円） （千円） （千円）

取得価額相

当額
3,082 3,666 6,748

減価償却累

計額相当額
2,905 366 3,271

期末残高相

当額
176 3,299 3,476

 

（2）未経過リース料四半期末残高相当額

１年以内　　　　　　1,450千円

１年超　　　　　　　5,305千円

合計　　　　　　　　6,756千円

（2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内　　　　　　1,280千円

１年超　　　　　　　2,566千円

合計　　　　　　　　3,846千円 

（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　　　　1,196千円

減価償却費相当額　　1,213千円 

支払利息相当額　　　　104千円 

（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　　　　1,200千円

減価償却費相当額　　　771千円 

支払利息相当額　　　　 40千円 

（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）減価償却費相当額の算定方法

同左

（5）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。

（5）利息相当額の算定方法

同左 

（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。

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

当社グループは、平成18年12月期より連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期については記載しており

ません。

当第３四半期連結会計期間末（平成19年９月30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）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 42,429 129,034 86,604

合計 42,429 129,034 86,604

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 125,238

前連結会計年度末（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）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 1,465 606 △858

合計 1,465 606 △858

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 170,375

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

当社グループは、平成18年12月期より連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期については記載しており

ません。

当第３四半期連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

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

前連結会計年度末（平成18年12月31日現在）

当社グループは、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。
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（ストック・オプション等関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

当社グループは、平成18年12月期より連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期については記載しておりま

せん。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

当四半期連結会計期間においてストック・オプションを付与していないため、該当事項はありません。

 

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１　ストック・オプションの内容及び規模

前連結会計年度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　連結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、連結財務

諸表への影響額はありません。
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(6）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

　当社グループは、平成18年12月期より連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期については記載して

おりません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

　当社グループは、ネットワーク関連商品の輸入、開発、販売とサポート及びネットワークインテグレーショ

ンを主要な事業内容としており、単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

　当社グループは、ネットワーク関連商品の輸入、開発、販売とサポート及びネットワークインテグレーショ

ンを主要な事業内容としており、単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

当社グループは、平成18年12月期より連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期については記載して

おりません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年９月30日）

当社グループは、平成18年12月期より連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期については記載してお

りません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

―――――― １株当たり純資産額 112,556円63銭

１株当たり四半期純損

失金額
△137円23銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額については、１株当

たり四半期純損失であるため、記載し

ておりません。

１株当たり純資産額 107,420円88銭

１株当たり当期純利益

金額
1,224円71銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
1,180円27銭

　（注）１株当たり当期純利益金額又は四半期純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり当期純利益金額又

は四半期純損失金額
   

当期純利益又は四半期純

損失（△）（千円）
－ △1,301 11,510

普通株主に帰属しない金

額（千円）
－ － －

普通株式に係る当期純利

益又は四半期純損失

（△）（千円）

－ △1,301 11,510

期中平均株式数（株） － 9,483 9,398

    

潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益金額
   

四半期（当期）純利益調

整額（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） － 4 354

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

―――――― 新株予約権５種類（新株予

約権の数302個）。

――――――

（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

―――――― ―――――― ――――――
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６．四半期個別財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

 （単位：千円、％）

科目
注記

番号

前年同四半期末

（平成18年12月期

　第３四半期）

当四半期末

（平成19年12月期

　第３四半期）

増減
（参考）

平成18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   59,677     134,226   

２．受取手形 ※３ 21,310   3,680     5,816   

３．売掛金  432,075   620,485     617,660   

４．たな卸資産  280,179   271,175     298,456   

５．その他  99,758   131,627     88,225   

  貸倒引当金  △181   △249     △249   

流動資産合計   994,186 67.5  1,086,397 65.0 92,211 9.3  1,144,136 71.1

Ⅱ　固定資産             

１．有形固定資産 ※１            

(1) 建物  21,339   25,215     21,782   

(2) 車両運搬具  1,398   786     1,170   

(3) 工具器具備品  181,865   199,084     175,523   

(4) 土地  17,113   17,113     17,113   

計  221,716   242,198   20,482 9.2 215,589   

２．無形固定資産  12,767   12,851   83 0.7 12,133   

３．投資その他の資産             

(1) 投資有価証券  170,240   254,273     170,981   

(2) その他  68,544   74,085     62,945   

計  238,784   328,358   89,574 37.5 233,926   

固定資産合計   473,269 32.1  583,409 34.9 110,140 23.3  461,649 28.6

Ⅲ　繰延資産   5,898 0.4  1,044 0.1 △4,853 △82.3  4,179 0.3

資産合計   1,473,354 100.0  1,670,851 100.0 197,497 13.4  1,609,965 100.0
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 （単位：千円、％）

科目
注記

番号

前年同四半期末

（平成18年12月期

　第３四半期）

当四半期末

（平成19年12月期

　第３四半期）

増減
（参考）

平成18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   212,963     336,239   

２．短期借入金  －   50,000     －   

３．未払金  74,573   82,470     64,488   

４．前受金  176,560   179,717     164,227   

５．賞与引当金  770   4,352     －   

６．その他  ※４ 23,901   32,707     24,832   

流動負債合計   459,565 31.2  562,210 33.7 102,645 22.3  589,788 36.6

Ⅱ　固定負債             

１．繰延税金負債  －   32,525     －   

固定負債合計   － －  32,525 1.9 32,525 －  － －

負債合計   459,565 31.2  594,736 35.6 135,171 29.4  589,788 36.6

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

１．資本金   366,609 24.9  366,609 21.9 － －  366,609 22.8

２．資本剰余金             

（1）資本準備金  382,859   382,859     382,859   

資本剰余金合計   382,859 26.0  382,859 22.9 － －  382,859 23.8

３．利益剰余金             

（1）利益準備金  2,855   2,855     2,855   

（2）その他利益剰余
金

            

繰越利益剰余金  259,904   270,390     265,845   

利益剰余金合計   262,759 17.8  273,245 16.4 10,486 4.0  268,701 16.7

株主資本合計   1,012,228 68.7  1,022,714 61.2 10,486 1.0  1,018,170 63.3

Ⅱ　評価・換算差額等             

１．その他有価証券評
価差額金

  1,560 0.1  53,400 3.2 51,839 3322.5  2,006 0.1

評価・換算差額等合
計

  1,560 0.1  53,400 3.2 51,839 3322.5  2,006 0.1

純資産合計   1,013,788 68.8  1,076,115 64.4 62,326 6.1  1,020,176 63.4

負債純資産合計   1,473,354 100.0  1,670,851 100.0 197,497 13.4  1,609,965 100.0

㈱ネットワークバリューコンポネンツ（3394）平成 19 年 12 月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 22 －



(2）（要約）四半期損益計算書

（単位：千円、％）

科目
注記

番号

前年同四半期

（平成18年12月期

　第３四半期）

当四半期

（平成19年12月期

　第３四半期）

増減
（参考）

平成18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  1,903,300 100.0 △95,670 △4.8  2,703,252 100.0

Ⅱ　売上原価   1,438,960 72.0  1,389,790 73.0 △49,170 △3.4  1,956,626 72.4

売上総利益   560,010 28.0  513,510 27.0 △46,500 △8.3  746,626 27.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   549,615 27.5  497,700 26.2 △51,915 △9.4  724,390 26.8

営業利益   10,394 0.5  15,809 0.8 5,414 52.1  22,236 0.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  2,465 0.1  4,703 0.2 2,238 90.8  3,597 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  4,012 0.2  5,805 0.3 1,793 44.7  7,416 0.2

経常利益   8,847 0.4  14,707 0.7 5,859 66.2  18,417 0.7

Ⅵ　特別利益 ※３  514 0.0  3,411 0.2 2,897 563.5  2,179 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  518 0.0  875 0.0 357 68.9  1,394 0.1

税引前四半期（当期）

純利益
  8,843 0.4  17,243 0.9 8,400 95.0  19,202 0.7

法人税、住民税及び事

業税
 930   10,490     5,518   

未払法人税等戻入額  △518   －     △518   

　　法人税等調整額  2,863 3,275 0.2 △636 9,854 0.5 6,578 200.9 2,692 7,692 0.3

四半期（当期）純利益   5,568 0.3  7,389 0.4 1,821 32.7  11,510 0.4
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
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

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
（千円）

343,459 359,709 359,709 2,855 268,026 270,882 974,051 69 69 974,120

第３四半期会計期間中
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
の第３四半期会計期
間中の変動額（純
額）

       1,490 1,490 1,490

第３四半期会計期間中
の変動額合計（千円）

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
（千円）

366,609 382,859 382,859 2,855 259,904 262,759 1,012,228 1,560 1,560 1,013,788

当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
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

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18年12月31日残高
（千円）

366,609 382,859 382,859 2,855 265,845 268,701 1,018,170 2,006 2,006 1,020,176

第３四半期会計期間中
の変動額

剰余金の配当     △2,845 △2,845 △2,845   △2,845

四半期純利益     7,389 7,389 7,389   7,389

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）

       51,393 51,393 51,393

第３四半期会計期間中
の変動額合計（千円）

－ － － － 4,544 4,544 4,544 51,393 51,393 55,938

平成19年９月30日残高
（千円）

366,609 382,859 382,859 2,855 270,390 273,245 1,022,714 53,400 53,400 1,076,115
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前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
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

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
（千円）

343,459 359,709 359,709 2,855 268,026 270,882 974,051 69 69 974,120

当事業年度中の変動額

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

剰余金の配当     △13,691 △13,691 △13,691   △13,691

当期純利益     11,510 11,510 11,510   11,510

株主資本以外の項目
の当事業年度中の変
動額（純額）

       1,936 1,936 1,936

当事業年度中の変動額
合計（千円）

23,150 23,150 23,150 － △2,180 △2,180 44,119 1,936 1,936 46,055

平成18年12月31日残高
（千円）

366,609 382,859 382,859 2,855 265,845 268,701 1,018,170 2,006 2,006 1,020,176
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

　前事業年度より連結財務諸表を作成しているため前事業年度に係るキャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

また、当四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため当四半期会計期間に係る四半期キャッシュ・フ

ロー計算書は作成しておりません。

（単位：千円）

前年同四半期
（平成18年12月期
　第３四半期）

区分
注記

番号
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

減価償却費  64,849

貸倒引当金の減少額  △332

賞与引当金の増加額  770

受取利息及び受取配当金  △23

支払利息  259

新株発行費償却  3,359

為替差益  △77

固定資産除却損  518

売上債権の減少額  62,133

たな卸資産の減少額  123,867

その他資産の増加額  △24,538

仕入債務の減少額  △172,273

その他負債の増加額  34,991

小計  102,347

利息及び配当金の受取額  23

利息の支払額  △259

法人税等の支払額  △93,515

営業活動によるキャッシュ・フロー  8,595
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（単位：千円）

前年同四半期
（平成18年12月期
　第３四半期）

区分
注記

番号
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

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

無形固定資産の取得による支出  △258

貸付金の回収による収入  135

投資活動によるキャッシュ・フロー  △67,385

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入  45,134

配当金の支払額  △13,025

財務活動によるキャッシュ・フロー  32,109

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  77

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △26,603

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  187,646

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半期末残高 ※ 161,043
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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

 前第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）

　当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

  　至　平成19年９月30日）

 前事業年度

（自　平成18年１月１日

  　至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準及び評

価方法

(1）有価証券

①　　――――――

 

 

 

②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。

(1）有価証券

①関係会社株式

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

②その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの

同左

 

 

(1）有価証券

①関係会社株式

　移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

②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

（評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定）を採用しており

ます。 

時価のないもの

同左

 

 

(2) たな卸資産

①商品、仕掛品

　総平均法による原価

法を採用しております。

(2) たな卸資産

①商品

　総平均法による原価

法を採用しております。

②仕掛品

　個別法による原価法

を採用しております。

(2) たな卸資産

①商品

同左

２．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

(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

づいて償却をしておりま

す。

(1) 有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

　

　

 

(2) 無形固定資産

同左
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項目

 前第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）

　当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

  　至　平成19年９月30日）

 前事業年度

（自　平成18年１月１日

  　至　平成18年12月31日）

３．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　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。

(2）　 ――――――

 

 

(1）新株発行費

　３年間で均等償却して

おります。

 

 

(2）　 ――――――

 

 

(1）新株発行費

同左

 

 

 

(2）株式交付費

　支出時に全額費用とし

て処理しております。

４．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）賞与引当金

同左

 

 

 

 

(1）貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

 

(2）　 ――――――

 

 

 

 

５．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。 

６．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

 

 

 

 

 

 

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

　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。

―――――― ――――――

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

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税

等の会計処理は税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

同左

 

 

消費税等の会計処理

同左
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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18年１月１日

　　至　平成18年９月30日）

　当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年９月30日）

　前事業年度

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） 

　当四半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。

（減価償却方法の変更）

　当四半期会計期間より、法人税法の

改正（（所得税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日　法律第６

号）及び（法人税法施行令の一部を改

正する政令　平成19年３月30日　政令

第83号））に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについては、改正

後の法人税法に基づく方法に変更して

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。

（固定資産の減損に係る会計基準） 

　当事業年度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。

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当事業年度より、「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1,020,176千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度に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。

  （繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い）

　当事業年度より、「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」（企業会

計基準委員会　平成18年８月11日　実

務対応報告19号）を適用しております。

これに伴い、「新株発行費」について

は「株式交付費」として表示しており

ます。これにより、当事業年度におい

て新たに発生した株式交付費について

は、原則として支出時に全額費用処理

する方法に変更しております。

　この結果、従来の基準に基づく償却

方法によった場合に比べ、経常利益、

税引前当期純利益は各々642千円減少

しております。
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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

（平成18年９月30日）

当第３四半期会計期間

（平成19年９月30日）

前事業年度

（平成18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

       382,234千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

318,068千円

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　800,000

借入実行残高 　        50,000

差引額 　　　　　　   750,000

 　　　　　 　　　  （千円）

当座貸越限度額の総額　800,000

借入実行残高               －

差引額 　　　 　 　　 800,000

※３．　　　――――――

 

※３．　　　――――――

 

※３．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理につ

いては、当事業年度の末日は金融

機関の休日でしたが、満期日に決

済が行われたものとして処理して

おります。期末日満期手形の金額

は次のとおりであります。

受取手形　　　　21,310千円 

※４．仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、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。

※４．同左 ※４．　　　――――――

 

（四半期損益計算書関係）

　前第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）

　当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年９月30日）

　前事業年度

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）

※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息　　　　　　　18千円

受取家賃収入　　　 1,114千円

補助金収入　　　　 　752千円

雑収入　　　　　　 　575千円

※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息　　　　　　 627千円

受取家賃収入　　　　 923千円

業務委託収入　　　 1,800千円

雑収入　　　　　　 1,341千円

※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息　　　　　　  18千円

受取家賃収入　　　 1,468千円

補助金収入　　　　 　752千円

雑収入　　　 　　　1,351千円

※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息　　　　　 　259千円

為替差損 　　　　　　362千円

新株発行費償却　　 3,359千円

 

 

※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息　　　　　　　96千円

為替差損 　　　　　2,536千円

新株発行費償却　　 3,134千円

 

 

※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息　　　　　   259千円

為替差損　　　　　   965千円

新株発行費償却　   4,179千円

株式交付費　   　　　964千円

解約精算金　   　　　977千円

※３．特別利益のうち重要なもの

貸倒引当金戻入　　　 514千円

 

※３．特別利益のうち重要なもの

株式交換差益　　　 2,362千円

投資有価証券売却益 1,000千円

※３．特別利益のうち重要なもの

貸倒引当金戻入　　　 514千円

固定資産売却益　　 1,665千円

※４．特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損　　 　518千円

※４．特別損失のうち重要なもの

投資有価証券評価損　 875千円

※４．特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損　　 1,394千円

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　　　64,194千円

無形固定資産　　　 3,422千円

５．減価償却実施額

有形固定資産　　　87,232千円

無形固定資産　　　 3,930千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第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。

 

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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当第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

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）

　前事業年度より連結財務諸表を作成しているため「キャッシュ・フロー計算書関係」の注記は連結財務諸表における

注記事項として、また、当四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため「キャッシュ・フロー計算書関

係」の注記は四半期連結財務諸表における注記事項として記載しております。

前第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）

※　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）

 (千円)

現金及び預金勘定 161,043 

現金及び現金同等物 161,043 
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（リース取引関係）

　前第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）

　当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年９月30日）

　前事業年度

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18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

有形固定

資産
合計

 建物
工具器具

備品
 

 （千円） （千円） （千円）

取得価額

相当額
－ 7,394 7,394

減価償却

累計額相

当額

－ 2,137 2,137

四半期末

残高相当

額

－ 5,256 5,256

 
有形固定

資産

有形固定

資産
合計

 建物
工具器具

備品
 

 （千円） （千円） （千円）

取得価額

相当額
3,082 3,666 6,748

減価償却

累計額相

当額

2,905 366 3,271

期末残高

相当額
176 3,299 3,476

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　　　　　　　   －千円

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　　　　　　1,450千円

１年超　　　　　　　5,305千円

合計　　　　　　　　6,756千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内　　　　　1,280千円

１年超　　　　　　2,566千円

合計　　　　　　　3,846千円

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　　　　1,196千円

減価償却費相当額　　1,213千円 

支払利息相当額　　　　104千円 

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　　　1,200千円

減価償却費相当額　  771千円

支払利息相当額　　　 40千円

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。 

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。

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

同左

 

（減損損失について） 

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

同左

 

（減損損失について） 

同左
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（有価証券関係）

前第３四半期会計期間末（平成18年９月30日）

 １．その他有価証券で時価のあるもの

 
前第３四半期会計期間

（平成18年９月30日）

種類 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

合計 1,465 569 △895

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 
前第３四半期会計期間

（平成18年９月30日）

 
貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券  

非上場株式 169,670

投資事業有限責任組合への出資 －

 

当第３四半期会計期間末（平成19年９月30日）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはございません。

前事業年度末（平成18年12月31日）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはございません。
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（ストック・オプション等関係）

　前事業年度より連結財務諸表を作成しているため「ストック・オプション等関係」の注記は連結財務諸表における注

記事項として、また、当四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため「ストック・オプション等関係」

の注記は四半期連結財務諸表における注記事項として記載しております。

前第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。

㈱ネットワークバリューコンポネンツ（3394）平成 19 年 12 月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 36 －



（１株当たり情報）

　前第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）

　当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年９月30日）

　前事業年度

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額

１株当たり四半期純

利益金額

潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益

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株当たり四半期純

利益金額

潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益

金額

 113,473円08銭

779円22銭

 

778円88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

 107,574円57銭

 1,224円71銭

 

 1,180円27銭

（注)　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 

前第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)

  当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年９月30日）

　前事業年度

(自　平成18年１月１日

　至　平成18年12月31日)

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
   

四半期（当期）純利益

（千円）
5,568 7,389 11,510

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）
5,568 7,389 11,510

普通株式の期中平均株式

数（株）
9,370 9,483 9,398

    

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
   

四半期（当期）純利益調

整額（千円） 
－ － －

普通株式増加数（株） 306 4 354

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

新株予約権１種類（新株予

約権の数178個）。

新株予約権５種類（新株予

約権の数302個）。

――――――
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（重要な後発事象）

　前第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）

　当第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年９月30日）

　前事業年度

（自　平成18年１月１日

　　至　平成18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

―――――― ――――――
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