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１．平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）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 ％

20年３月期第３四半期 592 △27.9 △182 － △181 － △206 －

19年３月期第３四半期 821 14.2 △111 － △111 － △93 －

19年３月期 1,328 － △80 － △81 － △331 －

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

20年３月期第３四半期 △17,045 37 － －

19年３月期第３四半期 △7,759 16 － －

19年３月期 △27,478 15 － －

(2）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

20年３月期第３四半期 704 323 45.9 26,743 94

19年３月期第３四半期 1,241 763 61.5 63,305 12

19年３月期 997 529 53.1 43,789 31

(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

20年３月期第３四半期 △155 47 － 143

19年３月期第３四半期 － － － －

19年３月期 － － － －

（注）当社は平成19年3月期は連結財務諸表作成会社であったため、平成19年３月期第３四半期および平成19年３月期

の個別キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 －  －  0 00

20年３月期 －  －  0 00

20年３月期（予想） －  －  0 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３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 1,800 35.5 50 － 50 － 45 － 3,721 77
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４．その他

(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「有価証券上場規程施行規則」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。

(4）連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 　　　　　　　　　　　　　　　 ：　有

　平成19年５月21日に唯一の連結子会社であったVisual Nexus Limitedの株式を全て売却したため、当第３四半期会

計期間より四半期連結財務諸表は作成しておりません。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる仮定および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、【定性的情報・財務諸表等】の３．業績予

想に対する定性的情報　をご参照ください。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

 当社の属する情報コミュニケーション分野の当第３四半期会計期間の状況は、引き続き自治体や研究機関を含む企業

のIT投資環境が好調に推移しておりますが、当社の売上はそのほとんどが第４四半期に集中する見込みです。

当第３四半期の業績は、売上高592百万円（前年同期比229百万円減収）、営業損失182百万円（前年同期比71百万円悪

化）、経常損失181百万円（前年同期比70百万円悪化）となりました。

　当第３四半期会計期間の部門別概要は、次の通りです。

(１)アクセスソリューション部門

アクセスソリューション部門では、当第３四半期会計期間の売上高は、233百万円（前年同期比38百万円減収）とな

りました。従来からの主力である集合住宅ブロードバンド通信機器や来訪者ネットワーク（VBN）機器並びに関連ソ

リューションの販売は　前年並みに推移しておりますが、主として新築マンション向けの　光統合施工ソリューショ

ン（FTTR）の当期予定物件の大半の完工は　第4四半期に集中する見通しです。また、新製品の双方向RFIDタグを用

いたユビキタスセンサーネットワークソリューションの複数案件の結了も第4四半期を見込んでおります。この結果、

当部門の第4四半期の売上高は２億円前後と予想しております。

(２)クラスターサーバー部門

クラスターサーバー部門では、当第３四半期会計期間の売上高は、216百万円（前年同期比73百万円減収）となりま

した。当部門の主力販売先の一つである大手SI経由で、昨年末の教育研究機関向け複数大型入札案件の獲得を目指

しておりましたが、この内の１案件は受注には至りませんでした。残りの複数案件向けのクラスター関連商品の納

品が　当期から次期前半にかけて順次行われる予定です。これらを中心に当部門の第4四半期の売上高は４億円前後

と予想しております。 

(３)ミドルウェア部門

ミドルウェア部門では、当第３四半期会計期間の売上高は、132百万円（前年同期比51百万円減収）となりました。

SBCツール製品の特定顧客向け大型案件が３月にずれ込んでおります。また、新製品である環境関連ソフトウェア製

品（IT-ECO関連製品群）は、複数の大型案件含む多数の見込案件が増加中です。当部門では現時点では第4四半期の

売上高を１～２億円程度と予想していますが、上記環境関連ソフトの大型案件等の進捗次第で売上高が急拡大する

可能性があります。 

(４)ビジュアルコミュニケーション部門

ビジュアルコミュニケーション部門では、当第3四半期の売上高は10百万円（前年同期比66百万円減収）となりまし

た。当部門の事業の全ては昨年5月21日に沖電気工業㈱に事業譲渡しております。

２．財政状態に関する定性的情報

(１)貸借対照表に関する情報

当第３四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末比265百万円減少の635百万円となりました。主な要因は、現

預金と売掛金の減少および棚卸資産の増加であります。固定資産は、同28百万円減少の68百万円となりました。

この結果、総資産は、同293百万円減少の704百万円となりました。

流動負債は、同104百万円減少の277百万円、固定負債は、同17百万円増加の103百万円、純資産は、同206百万円減

少の323百万円となり、負債純資産合計は、同293百万円減少の704百万円となりました。この結果、純資産比率は、

45.9％となり前事業年度末比7.1ポイント減少しました。

(２)キャッシュ・フローに関する情報 

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、143百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は△155百万円となりました。これは主として税引前第３四半期純損失204百万円、売

上債権の減少額278百万円、仕入債務の減少額114百万円および棚卸資産の増加額136百万円によるものです。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は47百万円となりました。これは主として事業譲渡による収入66百万円および貸付に

よる支出11百万円によるものです。
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 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間において財務活動はありませんでした。

 　(注)　前事業年度は、連結財務諸表を作成しておりますので、前事業年度にかかる個別キャッシュフロー計算書は作

　　　　成しておりません。

 

３．業績予想に関する定性的情報

 上記事業別概要でも述べましたとおり、各部門とも第４四半期に大口売上が期待できますが、クラスターサーバー大口

案件1件の失注などのマイナス要因も顕在化してきております。一方、現在ミドルウェア部門においてIT-ECO関連の大型

案件が複数同時並行で進んでおり、この帰趨により通期の業績見通しが大きく変わる可能性があります。かかる状況下、

現時点では、昨年5月11日に公表した予想数値に変更ありませんが、具体的な見通しがついた時点で、必要があれば速や

かに開示いたします。
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４．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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  352,986   143,245   251,609   

２．受取手形  119   －   5,533   

３．売掛金  330,172   199,922   487,964   

４．たな卸資産  156,157   240,864   127,718   

５．前払費用  60,141   43,896   39,022   

６．その他  19,150   13,360   19,148   

７．貸倒引当金  －   △5,900   △30,607   

流動資産合計   918,727 74.0  635,388 90.2  900,389 90.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 26,889   20,448   24,232   

２．無形固定資産  65,041   9,882   53,213   

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式  212,108   －   0   

(2）その他  21,922   73,042   23,458   

貸倒引当金  △3,314   △34,467   △3,314   

計  230,716   38,575   20,143   

固定資産合計   322,646 26.0  68,906 9.8  97,589 9.8

資産合計   1,241,373 100.0  704,295 100.0  997,979 100.0

          

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  222,410   125,791   240,031   

２．前受収益  56,928   61,412   42,103   

３．未払法人税等  1,677   1,125   5,890   

４．賞与引当金  21,414   15,852   41,762   

５．その他 ※２ 98,246   73,618   52,854   

流動負債合計   400,678 32.3  277,800 39.5  382,642 38.3

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金  30,099   23,468   38,840   

２．役員退職慰労引当金  36,652   25,662   36,652   

３．長期前受収益  10,104   54,003   10,388   

固定負債合計   76,855 6.2  103,133 14.6  85,880 8.6

負債合計   477,534 38.5  380,934 54.1  468,522 46.9
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前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 628,719 50.6 630,336 89.5 630,336 63.2

２．資本剰余金

(1) 資本準備金 369,623 371,240 371,240

資本準備金合計 369,623 29.8 371,240 52.7 371,240 37.2

３．利益剰余金

(1) 利益準備金 1,763 1,763 1,763

(2) その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △236,266 △679,979 △473,883

利益剰余金合計 △234,502 △18.9 △678,215 △96.3 △472,119 △47.3

株主資本合計 763,839 61.5 323,360 45.9 529,456 53.1

純資産合計 763,839 61.5 323,360 45.9 529,456 53.1

負債純資産合計 1,241,373 100.0 704,295 100.0 997,979 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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   821,822 100.0  592,300 100.0  1,328,358 100.0

Ⅱ　売上原価   422,514 51.4  326,564 55.1  722,653 54.4

売上総利益   399,307 48.6  265,735 44.9  605,705 45.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   510,414 62.1  448,136 75.7  686,456 51.7

営業損失   111,106 △13.5  182,400 △30.8  80,750 △6.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  2,544 0.3  599 0.1  2,778 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  2,761 0.4  97 0.0  3,377 0.2

経常損失   111,323 △13.6  181,898 △30.7  81,349 △6.1

Ⅵ　特別利益 ※３  23,048 2.8  － －  23,048 1.7

Ⅶ　特別損失 ※４  4,428 0.5  22,421 3.8  268,951 20.2

税引前第３四半期（当
期）純損失

  92,704 △11.3  204,320 △34.5  327,253 △24.6

法人税、住民税及び事
業税

  708 0.1  1,774 0.3  3,776 0.3

第３四半期（当期）純
損失

  93,412 △11.4  206,095 △34.8  331,029 △24.9
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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４月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
623,188 364,092 1,763 △142,854 846,189 846,189

第３四半期会計期間中の変動

額

新株の発行 5,531 5,531   11,062 11,062

第３四半期純損失（△）    △93,412 △93,412 △93,412

第３四半期会計期間中の変動

額合計（千円）
5,531 5,531  △93,412 △82,350 △82,350

平成18年12月31日　残高

（千円）
628,719 369,623 1,763 △236,266 763,839 763,839

当第３四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
630,336 371,240 1,763 △473,883 529,456 529,456

第３四半期会計期間中の変動

額

新株の発行       

第３四半期純損失（△）    △206,095 △206,095 △206,095

第３四半期会計期間中の変動

額合計（千円）
   △206,095 △206,095 △206,095

平成19年12月31日　残高

（千円）
630,336 371,240 1,763 △679,979 323,360 323,360

前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
623,188 364,092 1,763 △142,854 846,189 846,189

事業年度中の変動額

新株の発行 7,148 7,148   14,296 14,296

当期純損失（△）    △331,029 △331,029 △331,029

事業年度中の変動額合計（千

円）
7,148 7,148  △331,029 △316,733 △316,733

平成19年３月31日　残高

（千円）
630,336 371,240 1,763 △473,883 529,456 529,456
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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19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第３四半期純損失(△）  △204,320

減価償却費  9,168

ソフトウェア償却費  768

事業譲渡関連損失  5,958

賞与引当金の増減額（減少：△）  △25,909

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △15,372

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  △10,990

受取利息及び受取配当金  △298

為替差損益（差益：△）  △67

売上債権の増減額（増加：△）  278,908

仕入債務の増減額（減少：△）  △114,239

たな卸資産の増減額（増加：△）  △136,668

未払消費税等の増減額（減少：△）  △12,344

未収消費税等の増減額（増額：△）  △555

前受金の増減額（減少：△）  26,132

その他資産の増減額（増加：△）  △31,231

その他負債の増減額（減少：△）  78,754

小計  △152,306

利息及び配当金の受領額  126

法人税等の支払額  △3,690

営業活動によるキャッシュ・フロー  △155,871

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △2,851

無形固定資産の取得による支出  △4,194

事業譲渡による収入  66,589

差入保証金の増加額  △303

貸付による支出  △11,800

投資活動によるキャッシュ・フロー  47,439

Ⅲ　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  －

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  67

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △108,364

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  251,609

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半期末残高 ※ 143,245

  

（注）前第３四半期会計期間および前事業年度は第３四半期連結財務諸表および連結財務諸表を作成しておりますの

で、前第３四半期会計期間および前事業年度に係る個別キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
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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18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

───── 　当社は、前第３四半期会計期間において

111,106千円、前事業年度において80,750千円

の営業損失を計上しており、当第３四半期会

計間においても182,400千円と継続的に営業損

失を計上しております。これにより、当社に

は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。

 当第３四半期会計期間において、当社は、平

成19年５月21日に不採算部門であったビジュ

アルコミュニケーション部門の事業譲渡を行

い経費効率の改善を図ると共に、より伸びの

見込めるクラスターサーバー部門等への経営

資源の集中、および環境関連ソフトウェアや

ユビキタスセンサー等新商材の市場投入を行っ

ております。当第３四半期会計期間は、営業

損失の計上となりましたが、第４四半期に

は、

①新商材IT-ECO製品群の売上計上

②クラスターサーバーソリューション分野の

拡大

等により、第４四半期（１月ー３月）のみで

は営業黒字化が確実な状況であり、将来にわ

たり営業利益を上げ続けられる体制を構築す

る予定であります。

　なお、来期以降の新規ビジネス展開および

既存ビジネス拡大の資金需要に対応するため

の資金調達を検討中であります。

　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、上記のような重要な疑義の

影響を四半期財務諸表には反映しておりませ

ん。

　当社は、前事業年度において139,194千円、

当事業年度に80,750千円の営業損失を計上し

ております。これにより、当社には継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。

　今後におきましては、事業全体の抜本的な

改革に取り組むとともに、平成19年5月21日に

ビジュアルコミュニケーション部門を沖電気

工業株式会社へ譲渡する予定です。これに伴

い、より大きな伸びを見込める事業へ経営資

源を集中し、売上の増加並びに業績の回復に

努めます。 

　財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、上記のような重要な疑義の影響を財

務諸表には反映しておりません。
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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４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　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

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

その他有価証券

時価のないもの

同左

その他有価証券

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品、製品

　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

商品、製品

同左

(2）たな卸資産

商品、製品

同左

仕掛品

　個別法による原価法を採用

しております。

仕掛品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法による原価

法を採用しております。

貯蔵品

──────

貯蔵品

　最終仕入原価法による原価

法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は、以下

の通りであります。

建物………………８年～15年

工具器具備品……３年～10年

(1）有形固定資産

同左

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当第

３四半期会計期間より、平成19

年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。

　なお、これに伴う損益への影

響は軽微であります。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適

用により、取得価額の５％相当

額に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を5年間に

わたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

　なお、これに伴う損益への影

響は軽微であります。

(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（５年）に基づいて

おり、市場販売目的ソフトウェ

アについては、見込販売数量に

基づく償却額と見込販売可能期

間（1.5年）に基づく定額償却額

のいずれか大きい額により償却

しております。

(2）無形固定資産

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４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売掛債権等の貸倒損失に備え

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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支給に備え

て、賞与支給見込額の当第３四

半期会計期間負担額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支給に備え

て、賞与支給見込額の当期負担

額を計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当第３四半期会計期間末に

おける退職給付債務の見込額（簡

便法により自己都合要支給額の

100％）に基づき、当第３四半期

会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務の見込額（簡便法により自己

都合要支給額の100％）に基づき、

計上しております。

────── ────── （追加情報） 

　平成19年5月11日開催の取締役

会において、ビジュアルコミュ

ニケーション部門を譲渡するこ

とが決議されたため、事業再編

に伴い発生する従業員の退職金

等の支出見込額を計上しており

ます。(特別退職金：9,889千

円）

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金に充てるた

め、当社内規に基づく当第３四

半期会計期間末要支給見積額を

計上しております。

（追加情報） 

　従来、役員退職慰労引当金は、

役員の退職慰労金に充てるため、

当社内規に基づく当第３四半期

会計期間末要支給見積額を計上

しておりましたが、平成18年６

月22日の定時株主総会において、

当該総会日をもって役員退職慰

労金制度を廃止するとともに、

現任の常勤役員に対する当第３

四半期会計期間末までの在任期

間に応じた役員退職金を打ち切

り支給することが決議されまし

た。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金に充てるた

め、当社内規に基づく当３四半

期会計期間末要支給見積額を計

上しておりましたが、平成18年

６月に役員の退職慰労金制度を

廃止しましたので、平成18年７

月以降新規の引当金計上を行っ

ておりません。従って、当３四

半期会計期間末の引当金残高は、

現任役員が平成18年６月以前に

就任していた期間に対応して計

上した額であります。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金に充てるた

め、当社内規に基づく期末要支

給見積額を計上しております。

（追加情報） 

　従来、役員退職慰労引当金は、

役員の退職慰労金に充てるため、

当社内規に基づく当事業年度末

要支給見積額を計上しておりま

したが、平成18年６月22日の定

時株主総会において、当該総会

日をもって役員退職慰労金制度

を廃止するとともに、現任の常

勤役員に対する６月末までの在

任期間に応じた役員退職金を退

職時に打ち切り支給することが

決議されました。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５．四半期キャッシュ・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。

──────

６．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

消費税等の処理方法

　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。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

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４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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。これに

よる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は763,839千円であります。

────── （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。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は529,456千円であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。
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(5）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18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

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

  47,512千円            28,481千円       50,108千円

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、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。

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

※２　　　　　─────

（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４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息   88千円

為替差益   2,240千円

受取利息    298千円

為替差益 80千円

受取利息   315千円

為替差益   2,245千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

たな卸資産廃棄損    980千円

社債利息 560千円

支払保証料 1,121千円

たな卸資産評価損    98千円

たな卸資産廃棄損    97千円 たな卸資産廃棄損 1,596千円

社債利息   560千円

支払保証料   1,121千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　　　　　　───── ※３　特別利益のうち主要なもの

独占販売権解約補償料 23,048千円 独占販売権解約補償料 23,048千円

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

商号変更費用 4,428千円 事業譲渡関連損失 5,958千円

貸倒引当金繰入額 5,900千円

固定資産除却損 5,209千円

たな卸資産評価損 3,762千円

関係会社株式評価損 212,108千円

商号変更費用 4,462千円

事業譲渡関連損失 52,009千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 7,100千円

無形固定資産 17,225千円

有形固定資産 6,575千円

無形固定資産 3,361千円

有形固定資産  10,025千円

無形固定資産 28,880千円
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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４月１日　至平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

株式の種類 
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）

発行済株式

 普通株式
11,978 88 － 12,066

自己株式

 普通株式
－ － － －

 （注）普通株式数の増加株式数88株は、ストック・オプション行使による増加によるものであります。

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。

３．剰余金の配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

株式の種類 
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）

発行済株式

 普通株式
12,091 － － 12,091

自己株式

 普通株式
－ － － －

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。

３．剰余金の配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

株式の種類 
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式数

（株）
当事業年度減少株式数

（株）
当事業年度末株式数

（株）

発行済株式

 普通株式
11,978 113 － 12,091

自己株式

 普通株式
－ － － －

 （注）普通株式数の増加株式数113株は、ストック・オプション行使による増加によるものであります。

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。

３．剰余金の配当に関する事項

　　　該当事項はありません。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19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19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 143,245 千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － 千円

現金及び現金同等物 143,245 千円

（注）前第３四半期会計期間および前事業年度は第３四半期連結財務諸表および連結財務諸表を作成しておりますの

で、前第３四半期会計期間および前事業年度に係る個別キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

（リース取引関係）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少

額なため、中間財務諸表等規則第５条の３の規

定に準じて、記載を省略しております。

同左 　重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少

額なため、財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定により、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18年12月31日現在）

有価証券

時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 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
3,591

当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日現在）

有価証券

時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 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
3,591

前事業年度（平成19年３月31日現在）

有価証券

時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式
3,591
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（企業結合等関係)

当第３四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分離

の概要

(1)分離先企業の名称及び分離した事業の内容

名　　　称：沖電気工業株式会社

事業の内容：ソフトウェア型ビデオ会議システム「ビジュアルネクサス」の開発・販売・輸出・サポート・保

守等に関する国内外の事業

(2)事業分離を行った主な理由

ビジュアルコミュニケーション部門に関する技術開発および販促活動コストと当社における現有の経営資源、

各事業とのバランス、および投資回収期間などを総合的に検討したところ、ビジュアルコミュニケーション部

門は当社自身で執り行う許容範囲を超えると判断し、事業譲渡することを決定いたしました。

(3)事業分離日

平成19年５月21日

(4)法的形式を含む事業分離の概要

当社を分離元企業とし、沖電気工業株式会社を分離先企業とする事業譲渡を実施しました。

２．実施した会計処理

(1)移転損益の額　　　５百万円（損失）　　

(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳　

 資産項目 金額（百万円）

流動資産 45

固定資産 39

合計 84

３．当該第３四半期会計期間の四半期損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

  金額（百万円）

売上高 10

営業利益 △13

経常利益 △13

（デリバティブ取引関係）

前第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いないので、該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 26,743円94銭

１株当たり第３四半期

純損失金額
17,045円37銭

１株当たり純資産額  43,789円31銭

１株当たり当期純損失

金額
27,478円15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、潜在

株式は存在するものの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。

　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、潜在株式は

存在するものの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株当たり第３四半期（当期）純損失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19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり第３四半期（当

期）純損失金額

第３四半期（当期）純損失

（千円）
206,095 331,029

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）
206,095 331,029

期中平均株式数（株） 12,091 12,047

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２種類(新株予約

権の数533個)

新株予約権２種類(新株予約

権の数538個)

（注）前第３四半期会計期間は第３四半期連結財務諸表を作成しておりますで、前第３四半期会計期間に係る１株当

たり情報は作成しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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(6) 事業部門別売上高

 （単位：百万円）

 

前第３四半期会計期間

 

 

当第３四半期会計期間

 

対前年

増減率

（％）

前事業年度

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

アクセスソリューション部門 271 33.1 233 39.4 △14.2 523 39.4

センターソリューション部門 注)２ 289 35.3 － － △100.0 454 34.2

ネットインフラ構築事業　小計 561 68.4 233 39.4 △58.5 978 73.6

クラスターサーバー部門 注)２ － － 216 36.5 － － －

ミドルウェア部門 183 22.3 132 22.3 △28.0 237 17.9

サーバーソリューション事業　小計 183 22.3 348 58.8 89.9 237 17.9

ビジュアルコミュニケーション部門 76 9.3 10 1.8 △86.3 112 8.5

売上高合計 821 100.0 592 100.0 △27.9 1,328 100.0

注）１.百万円未満の金額については、切捨てて表示しております。

　 ２.前第３四半期会計期間および前事業年度において、センターソリューション部門に含めて表示しておりました

クラスターサーバーソリューションについては、平成19年４月１日の組織変更に伴い、当第３四半期会計期間

よりクラスターサーバー部門として独立表示しております。
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