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（百万円未満切捨て）

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 1,214 △10.1 △153 － △136 － △63 －

19年３月期第３四半期 1,350 39.0 △9 － 7 － 86 －

19年３月期 1,954 － 72 － 94 － 202 －

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 △12 18 － －

19年３月期第３四半期 16 41 － －

19年３月期 38 65 － －

(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 2,438 2,185 89.6 417 29

19年３月期第３四半期 2,481 2,212 89.1 422 41

19年３月期 2,598 2,318 89.2 442 66

(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 119 51 △52 1,085

19年３月期第３四半期 － － － －

19年３月期 － － － －

(注)　当第3四半期より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、平成19年３月期第３四半期及び平成19年３月期
（通期）は記載しておりません。

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 －  －  －  10 00 10 00

20年３月期 －  －  －  －  

20年３月期（予想） －  －  －  7 50 7 50

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 2,150 10.0 36 △50.6 54 43.0 48 △76.3 9 16

－ 1 －



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　　　　　　　　    　　　　：　有

[（注）詳細は、12ページ「四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項」をご覧下さい。］

(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8に定められている「四半期

財務諸表等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。

※　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、当社が現在入手可能な情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますのでご了承下

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

　当第3四半期は概して市況の悪化からか、当社の顧客であるセットメーカー(電機メーカー、自動車関連製造業、半導

体関連企業など)においてもいわゆるソフトウェア投資意欲が低下しております。製品開発も最終製品の納入(市場投

入)に遅れが出たためか、当社も少なからず影響を受けました。この結果、ソフトウェア製品の実機搭載などのSIサービ

スや純然たる受託開発サービスはおおむね例年通りであったものの、製品販売については厳しい状況となりました。

　通信関連につきましては、制御コンピュータ向けのCOMボードは鉄道制御システムでの需要があり増加したものの、前

期好調であったPOS向け通信ボード（ISDN）の数量減が大きく響き前年同期比でも大幅に減じました。ただし、これは想

定していた結果でもあります。なお、制御用コンピュータであるインヘリターは販促強化にて数量増となりました。こ

の結果、売上高は、2億37百万円（前年同期比35.8%減少）となりました。

　インターネットプロトコル関連では、TCP/IPは、IPv4の市場が引き続き堅調ではあるものの、IPv6に関しては、顧客

開発投資規模の継続が未だしの感があり、投資額抑制となって中小規模案件が主体となっています。とはいえ、これま

で開発に力を入れ充実させてきた周辺ソフトであるSNMP、LLMNRなどのオプションは販売に寄与し始めており、TCP/IP

(KASAGO)単体ではなく、その他の機能、オプション（IPSec、W-LAN、DLNA）と連動したシステムビジネスが今後、期待

できます。この結果、売上高は、1億9百万円（前年同期比41.1%減少）となりました。

　リアルタイムOS関連につきましては、今年度も当社オリジナルOSをベースにしたELX-ITRONの採用もありましたが、想

定している結果でもあり、当社業績に与える影響は軽微と考えております。この結果、売上高は、6百万円（前年同期比

56.6%減少）となりました。

　SI(カスタマイズ)関連につきましては、製品（KASAGO）販売の減少に伴い、売上減少となっております。顧客におい

て当初開発が決定していた大型案件の企画見直しによるシフトが発生したことも減少の一因です。納入期に入り、成果

として徐々に上がってきております。この結果、売上高は、3億71百万円(前年同期比10.0%増加)となりました。

　他方、システムソリューション（受託）関連につきまして、予定通りで外注の利用により、この結果、売上高は、4億

75百万円（前年同期比22.7%増加）となりました。 

　以上の結果、当社の当第3四半期会計期間の売上高は、12億14百万円（前年同期比10.1%減少）、営業損失は1億53百万

円、経常損失は1億36百万円、当第3四半期純損失は63百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

 キャッシュ・フロー等の状況について

  当第3四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前第3四半期純損失60百万円、

貸倒引当金の減少75百万円、投資有価証券取得による支出1億円、配当金の支払52百万円があったものの、売上債権の

減少2億77百万円、投資有価証券売却による収入1億1百万円、破産債権等の回収による収入75百万円等により1億19百

万円増加し、当第3四半期会計期間末の資金は、10億85百万円となりました。

　なお、当第3四半期会計期間より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、前年同期比等に

ついては記載しておりません。

　また、当第3四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第3四半期会計期間において、営業活動の結果得られた資金は1億19百万円となりました。

　これは主に、税引前第3四半期純損失60百万円、貸倒引当金の減少75百万円があったものの、売上債権の減少2億

77百万円等の要因によるものです。

 （投資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、投資活動の結果得られた資金は51百万円となりました。

　これは主に、投資有価証券取得による支出1億円、無形固定資産の取得による支出23百万円があったものの、投資

有価証券売却による収入1億1百万円、破産債権等の回収による収入75百万円等によるものです。

 （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、財務活動の結果使用した資金は52百万円となりました。

　これは主に、配当金の支払52百万円によるものです。
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３．業績予想に関する定性的情報

  通信関連（通信ボード）については、製品そのもののライフサイクルはすでに終息状態に入っているものの、POSの

買替えに伴う商談もあり、前期は大きく売上を伸ばしました。今期は、大幅に減少となっておりますが、これは期初

より想定していた範囲であります。

　POS向けのボードは、メーカーの受注により売上高が左右されるものであり、大きな変動要素を持ち合わせたビジネ

スといえます。今年度は、POSメーカーの中型案件とメンテナンス用出荷に留まる見込でおります。

　インターネットプロトコル関連では、KASAGOと関連するこれらオプション類は当社の主要製品でもあることから開

発、営業ともに強化しております。当社としてはTCP/IPに関し、組込み業界では確固たる地位を獲得していると確信

しています。次世代の携帯端末・カーナビ、家電製品の情報端末化が具体化し始めており、ソフト開発を中心として

引き合いも多くなってきております。

　一方、大型案件が受注残となっており、またオプションや新機能など新製品投入により、来年度に向け売上高回復、

拡大を期待しております。今後さらに客先のニーズをとらえ、オプションや機能向上のための開発行為、あるいはア

ライアンスの拡大による製品ラインの充実を進めてまいります。

　これら製品をベースにしたシステムインテグレーションは、経験や幅広い知識に裏づけされた高い信頼性をテコに

広く受注活動を進めてまいります。TCP/IPミドルウェアのトップサプライヤーの立場を堅持する方針から、利益圧迫

要因ではあるものの製品開発投資は継続し、市場の展開に備えてまいります。

　米国の代理店Treck社の業績は堅調であり、ロイヤリティ収入、債権回収も進み、通期業績を押し上げる形で最終利

益に貢献する見通しでおります。

　第3四半期までの業績は、ほぼ社内計画通りであり、当社の場合、季節的変動を考慮に入れ期末に向けて各案件が納

入されていくことから、今後の経営努力によりキャッチアップ可能と考えており、期初に掲げました業績予想は、達

成可能と考えております。
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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  181,440   339,643   223,147   

２．受取手形      ※３ 178,112   143,375   143,644   

３．売掛金  442,645   379,823   657,184   

４．有価証券  742,810   746,196   743,360   

５．たな卸資産  137,398   163,856   107,375   

６．その他  144,193   60,440   86,574   

    貸倒引当金  △100   △100   △100   

流動資産合計   1,826,501 73.6  1,833,235 75.2  1,961,188 75.5

Ⅱ  固定資産           

１．有形固定資産  ※１ 98,577   94,412   98,083   

２．無形固定資産  108,207   93,329   101,985   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  407,349   376,577   395,388   

(2) 破産債権等  114,874   1,344   76,972   

(3) その他  45,143   44,856   45,409   

    貸倒引当金  △118,809   △5,279   △80,907   

投資その他の資産合計  448,558   417,498   436,862   

固定資産合計   655,344 26.4  605,240 24.8  636,931 24.5

資産合計   2,481,845 100.0  2,438,476 100.0  2,598,120 100.0
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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

(％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債       

１．買掛金  92,618   25,555   86,602   

２．未払法人税等  6,350   6,040   10,224   

３．賞与引当金  17,451   17,536   31,180   

４. 製品保証等引当金  －   14,620   －   

５．その他　　　  ※２ 87,105   107,040   80,301   

流動負債合計   203,526 8.2  170,792 7.0  208,308 8.0

Ⅱ  固定負債           

１．退職給付引当金  33,382   33,427   34,785   

２．役員退職慰労引当金  32,318   48,505   36,365   

３．その他  190   190   190   

固定負債合計   65,890 2.7  82,123 3.4  71,341 2.8

負債合計   269,417 10.9  252,916 10.4  279,649 10.8

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,202,036 48.4  1,202,036 49.3  1,202,036 46.2

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  300,000   300,000   300,000   

(2）その他資本剰余金  731,862   731,862   731,862   

資本剰余金合計   1,031,862 41.6  1,031,862 42.3  1,031,862 39.7

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   509   －   

(2）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  86,069   85,976   202,679   

利益剰余金合計   86,069 3.4  86,485 3.6  202,679 7.8

４．自己株式   △99,185 △4.0  △99,206 △4.1  △99,185 △3.8

株主資本合計   2,220,782 89.4  2,221,177 91.1  2,337,391 89.9

Ⅱ　評価・換算差額等          

１．その他有価証券評価差額金   △8,353 △0.3  △35,616 △1.5  △18,920 △0.7

評価・換算差額等合計   △8,353 △0.3  △35,616 △1.5  △18,920 △0.7

純資産合計   2,212,428 89.1  2,185,560 89.6  2,318,471 89.2

負債純資産合計   2,481,845 100.0  2,438,476 100.0  2,598,120 100.0
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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 ※１  1,350,394 100.0  1,214,196 100.0  1,954,039 100.0

Ⅱ　売上原価   773,648 57.3  735,949 60.6  1,118,735 57.3

売上総利益   576,745 42.7  478,247 39.4  835,304 42.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   586,071 43.4  631,935 52.1  762,442 39.0

営業利益又は営業損失(△)   △9,326 △0.7  △153,687 △12.7  72,862 3.7

Ⅳ  営業外収益　 ※２  18,406 1.4  18,608 1.5  24,528 1.2

Ⅴ  営業外費用　 ※３  1,241 0.1  1,651 0.1  2,735 0.1

経常利益又は経常損失(△)   7,839 0.6  △136,730 △11.3  94,654 4.8

Ⅵ  特別利益 　　 ※４  113,685 8.4  76,998 6.3  152,087 7.8

Ⅶ  特別損失  　 ※５  18,763 1.4  767 0.0  29,588 1.5

税引前第３四半期(当期)純利益

又は税引前第３四半期純損失(△)
  102,761 7.6  △60,500 △5.0  217,153 11.1

法人税、住民税及び事業税  4,321   4,936   5,762   

法人税等調整額  12,370 16,691 1.2 △1,618 3,317 0.3 8,712 14,474 0.7

第３四半期(当期)純利益又は

第３四半期純損失(△)
  86,069 6.4  △63,817 △5.3  202,679 10.4
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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４月１日　至平成18年12月31日）　　　　　　　　　　　　　

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

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3月31日　残高　   (千円） 1,202,036 300,000 808,006 1,108,006 △35,925 △35,925 △15,810 2,258,307

第3四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当   △40,219 △40,219    △40,219

損失の填補   △35,925 △35,925 35,925 35,925  －

第3四半期純利益     86,069 86,069  86,069

自己株式の取得       △83,375 △83,375

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)
        

第3四半期会計期間中の変動額合計

                          (千円）
－ － △76,144 △76,144 121,994 121,994 △83,375 △37,524

平成18年12月31日　残高  　(千円） 1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 86,069 86,069 △99,185 2,220,782

評価・換算差額等

純資産合計
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3月31日　残高　   (千円） 16,231 16,231 2,274,538

第3四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当   △40,219

損失の填補   －

第3四半期純利益   86,069

自己株式の取得   △83,375

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）
△24,585 △24,585 △24,585

第3四半期会計期間中の変動額合計

                          (千円）
△24,585 △24,585 △62,109

平成18年12月31日　残高　  (千円） △8,353 △8,353 2,212,428
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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

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他

資本剰余金
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19年3月31日残高
　               (千円）

1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 － 202,679 202,679 △99,185 2,337,391

第３四半期会計期間中
の変動額

剰余金の配当      △52,375 △52,375  △52,375

利益準備金の積立     509 △509 －  －

第３四半期純損失      △63,817 △63,817  △63,817

自己株式の取得        △20 △20

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)

         

第３四半期会計期間中
の変動額合計   (千円）

－ － － － 509 △116,702 △116,193 △20 △116,214

平成19年12月31日残高
             　(千円）

1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 509 85,976 86,485 △99,206 2,221,177

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年3月31日残高
　               (千円）

△18,920 △18,920 2,318,471

第３四半期会計期間中
の変動額

剰余金の配当   △52,375

利益準備金の積立   －

第３四半期純損失   △63,817

自己株式の取得   △20

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)

△16,696 △16,696 △16,696

第３四半期会計期間中
の変動額合計 　(千円）

△16,696 △16,696 △132,910

平成19年12月31日残高
　               (千円）

△35,616 △35,616 2,185,560
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前事業年度の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

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金

合計

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3月31日　残高　   (千円） 1,202,036 300,000 808,006 1,108,006 △35,925 △35,925 △15,810 2,258,307

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注)   △40,219 △40,219    △40,219

損失の填補　(注)   △35,925 △35,925 35,925 35,925  －

当期純利益     202,679 202,679  202,679

自己株式の取得       △83,375 △83,375

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額(純額)
        

事業年度中の変動額合計　  (千円） － － △76,144 △76,144 238,604 238,604 △83,375 79,084

平成19年3月31日　残高   　(千円） 1,202,036 300,000 731,862 1,031,862 202,679 202,679 △99,185 2,337,391

評価・換算差額等

純資産合計
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3月31日　残高    　(千円） 16,231 16,231 2,274,538

事業年度中の変動額

剰余金の配当　(注)   △40,219

損失の填補　(注)   －

当期純利益   202,679

自己株式の取得   △83,375

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
△35,151 △35,151 △35,151

事業年度中の変動額合計　   (千円） △35,151 △35,151 43,932

平成19年3月31日　残高　    (千円） △18,920 △18,920 2,318,471

 　(注)　平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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  △60,500

減価償却費  24,819

のれん償却額  12,545

貸倒引当金の減少額  △75,628

賞与引当金の減少額  △13,643

製品保証等引当金の増加額  14,620

退職給付引当金の減少額  △1,358

役員退職慰労引当金の増加額  12,140

受取利息及び受取配当金  △15,926

投資組合投資損失  1,373

為替差損  133

受取保険金  △719

固定資産除却損  25

投資有価証券評価損  742

投資有価証券売却益  △650

売上債権の減少額  277,631

たな卸資産の増加額  △56,481

仕入債務の減少額  △61,047

その他資産の減少額  23,054

その他負債の増加額  23,867

小計  104,998

利息及び配当金の受取額  15,956

保険金受取額  719

法人税等の支払額  △1,852

営業活動によるキャッシュ・フロー  119,821

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  △1,882

無形固定資産の取得による支出  △23,181

投資有価証券取得による支出  △100,700

投資有価証券売却による収入  101,350

長期貸付金の回収による収入  777

破産債権等の回収による収入  75,628

その他  △80

投資活動によるキャッシュ・フロー  51,911

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出  △20

配当金の支払額  △52,247

財務活動によるキャッシュ・フロー  △52,268

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △133

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  119,331

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  966,508

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高 ※ 1,085,839

(注)　当第３四半期会計期間より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しております。
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(5）【注記事項】

（四半期財務諸表作成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 (1)有価証券 (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

関連会社株式

同　左

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同　左

その他有価証券

時価のあるもの

同　左

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合への

出資(証券取引法第2条第2

項により有価証券とみなさ

れるもの)については、組

合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合への

出資(金融商品取引法第2条

第2項により有価証券とみ

なされるもの)については、

組合契約に規定される決算

報告日に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業組合への

出資(証券取引法第2条第2

項により有価証券とみなさ

れるもの)については、組

合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

(2)たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

(2)たな卸資産

商品

同　左

(2)たな卸資産

商品

同　左

製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法

製品・仕掛品・原材料

同　左

製品・仕掛品・原材料

同　左

２.固定資産の減価

償却の方法

(1)有形固定資産

法人税法に定める定率法

（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）

(1)有形固定資産

法人税法に定める定率法

（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）

(1)有形固定資産

法人税法に定める定率法

（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）

 　（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。

　これに伴う損益の影響は軽微で

あります。

　（追加情報）

　法人税法改正に伴い、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％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。

　これに伴う損益の影響は軽微で

あります。
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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）

(2)無形固定資産

  法人税法に定める定額法。なお、

市場販売目的のソフトウェアについ

ては、見込販売数量に基づく償却額

と残存有効期間に基づく均等配分額

とを比較し、いずれか大きい額を計

上する方法、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における見込利

用可能期間（５

年)に基づく定額法。

(2)無形固定資産

　同　左

(2)無形固定資産

同　左

３.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。

(1)貸倒引当金

同　左

(1)貸倒引当金

同　左

(2)賞与引当金

  従業員の賞与の支出に備えるため、

将来支給見込額のうち当第3四半期

会計期間負担分を計上しております。

(2)賞与引当金

同　左

(2)賞与引当金

  従業員の賞与の支出に備えるため、

将来支給見込額の当期負担分を計上

しております。

(3)　　      ―――  (3)製品保証等引当金

　製品等の無償補修費用の支出に備

えるため、過去の実績に基づく将来

発生見込額を計上しております。

(3)　　      ―――  

(4)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

職給付債務および年金資産の見込額

に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

将来支給予定額を計上しております。

（追加情報）

　当社は、確定給付型の制度とし

て適格退職年金制度及び退職一時

金制度を設けておりましたが、平

成19年4月1日をもって適格退職年

金制度を廃止し、退職一時金制度

を凍結いたしました。これに伴い、

新たに確定拠出型の中小企業退職

金共済制度に加入し、従来から採

用している総合設立型の厚生年金

基金及び特定退職金共済制度の加

入対象者等を拡大しております。

　なお、当該制度移行に伴う損益

への影響は軽微であります。

(4)退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき計

上しております。

(5)役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に備える

ため役員退職慰労金規程に基づく要

支給額を計上しております。

(5)役員退職慰労引当金

同　左

(5)役員退職慰労引当金

同　左

エルミック・ウェスコム㈱　（4770）平成 20 年 3 月期　第３四半期財務・業績の概況(非連結)

－ 13 －



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）

４．四半期キャッ

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

ります。

　      ―――  

５.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

(1)消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同　左

(1)消費税等の会計処理

同　左

（四半期財務諸表作成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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は、2,212,428千円であります。

　なお、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、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は、2,318,471千円であります。

　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。 

（追加情報）

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）

　　　　　      ―――   （製品保証等引当金）　

　製品保証等費用は、従来、修理作業等の

発生時に計上しておりましたが、当第3四半

期会計期間より売上高に対する過去の実績

率に基づいて製品保証等引当金として計上

することとしました。これは、当該費用に

重要性が増してきたこと及び当第3四半期会

計期間において過去の実績を基礎に将来発

生見込額の見積が可能になったことから財

務内容の健全化を図るために行ったもので

あります。この結果、従来の方法によった

場合と比べ、売上総利益が14,620千円減少

し、営業損失、経常損失、税引前第３四半

期純損失が、それぞれ同額増加しておりま

す。

　　　　　      ―――  
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（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は、

129,306千円であります。

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

134,973千円であります。

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

129,997千円であります。

※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

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

　　同　左

※２.       ―――  

 

※３. 第3四半期末日満期手形の会計処理

　第3四半期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお当第3四半期会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次の第3四半

期末日満期手形が第3四半期末残高に含まれ

ております。

　　　受取手形　　25,630千円

※３. 第3四半期末日満期手形の会計処理

　第3四半期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理してお

ります。なお当第3四半期会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次の第3四半

期末日満期手形が第3四半期末残高に含まれ

ております。

　　　受取手形　　18,480千円

※３. 期末日満期手形の会計処理

　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当事業年度の末日は金融機関の休日

であったため、次の期末日満期手形が期末

残高に含まれております。

　　　受取手形　　43,278千円

（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．当社の売上高は、通常の営業形態とし

て、上半期に比べ下半期に受注製作する割

合が大きいため、事業年度の上半期の売上

高と下半期の売上高との間に著しい相違が

あり、上半期と下半期の業績に季節的変動

があります。

※１．　同　左 ※１．       ―――  

※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 447千円

有価証券利息 13,843千円

受取配当金 172千円

業務受託料 2,630千円

※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 305千円

有価証券利息 15,451千円

受取配当金 170千円

業務受託料 810千円

※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 585千円

有価証券利息 18,714千円

受取配当金 172千円

業務受託料 3,440千円

※３．営業外費用のうち主要なもの

社債利息 656千円

自己株式取得費用 235千円

投資組合投資損失 227千円

※３．営業外費用のうち主要なもの

為替差損 277千円

投資組合投資損失 1,373千円

※３．営業外費用のうち主要なもの

社債利息 656千円

投資組合投資損失 1,622千円

※４．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 104,946千円

役員退職慰労引当金戻入益 8,039千円

訴訟和解金 700千円

※４．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 75,628千円

受取保険金 719千円

投資有価証券売却益 650千円

※４．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 142,847千円

役員退職慰労引当金戻入益 8,039千円

訴訟和解金 1,200千円

※５．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 637千円

投資有価証券評価損 8,728千円

たな卸資産廃棄損 9,397千円

※５．特別損失のうち主要なもの

固定資産除去損 25千円

投資有価証券評価損 742千円

※５．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 3,181千円

投資有価証券評価損 8,728千円

たな卸資産廃棄損 17,678千円

６．減価償却実施額

有形固定資産 4,609千円

無形固定資産 44,739千円

６．減価償却実施額

有形固定資産 5,527千円

無形固定資産 31,837千円

６．減価償却実施額

有形固定資産 6,385千円

無形固定資産 56,238千円
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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．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　

株式の種類 　前事業年度末株式数(千株)
当第３四半期会計期間
増加株式数(千株)

当第３四半期会計期間
減少株式数(千株)

当第３四半期会計期間末
株式数（千株)

普通株式 5,404 － － 5,404

合計 5,404 － － 5,404

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項　　　　

株式の種類 　前事業年度末株式数(千株)
当第３四半期会計期間
増加株式数(千株)

当第３四半期会計期間
減少株式数(千株)

当第３四半期会計期間末
株式数（千株)

普通株式(株) 41 125 － 166

　合計 41 125 － 166

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加125千株は、取締役会決議による取得による増加であります。

３．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6月29日
定時株主総会 普通株式 40,219  　　　　　　7.5 平成18年3月31日 平成18年6月29日

（2）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期会計期間末後となるもの

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．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　

株式の種類 　前事業年度末株式数(千株)
当第３四半期会計期間
増加株式数(千株)

当第３四半期会計期間
減少株式数(千株)

当第３四半期会計期間末
株式数（千株)

普通株式 5,404 － － 5,404

合計 5,404 － － 5,404

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 　前事業年度末株式数(千株)
当第３四半期会計期間
増加株式数(千株)

当第３四半期会計期間
減少株式数(千株)

当第３四半期会計期間末
株式数（千株)

普通株式 166 0 － 167

合計 166 0 － 167

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

３．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5月18日
定時取締役会

普通株式 52,375  10.0  平成19年3月31日 平成19年6月14日 

(2）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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前事業年度(自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　

株式の種類 　前事業年度末株式数(千株) 当事業年度増加株式数(千株) 当事業年度減少株式数(千株) 当事業年度末株式数（千株)

普通株式 5,404 － － 5,404

合計 5,404 － － 5,404

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 　前事業年度末株式数(千株) 当事業年度増加株式数(千株) 当事業年度減少株式数(千株) 当事業年度末株式数（千株)

普通株式(注) 41 125 － 166

合計 41 125 － 166

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加125千株は、取締役会決議による取得による増加であります。

３．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6月29日
定時株主総会 普通株式 40,219  　　　　　　7.5 平成18年3月31日 平成18年6月29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

次のとおり、決議しております。

        (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5月18日
 定時取締役会 普通株式 52,375  利益剰余金 10.0 平成19年3月31日 平成19年6月14日

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

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３四半期期末残

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

　　　　　　    ―――  

（平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 339,643千円

取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期

投資（有価証券）  746,196千円

現金及び現金同等物 1,085,839千円

(注)　なお、当第３四半期会計期間より単体ベースのキャッシュ・フロー計算書を作成しております。

（リース取引関係）

該当事項はありません。
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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12月31日現在）

　従来、子会社である㈱エアフォルクを連結の対象としておりましたが、平成18年10月に所有株式の一部を売却したことにより、子会社

に該当しなくなりました。これに伴い、当第３四半期連結会計期間末においては第３四半期連結貸借対照表を作成しておりません。よっ

て、当第３四半期会計期間の有価証券関係の注記については、個別ベースで開示しております。

　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）

(1) 株式 8,060 11,720 3,660

(2）債券    

　①　国債・地方債等 － － －

　②　社債 224,608 214,349 △10,258

　③　その他 － － －

(3) その他 81,594 79,838 △1,755

　　合　　　　計 314,262 305,908 △8,353

　２．時価のない主な有価証券の内容  

 第３四半期貸借対照表計上額（千円)

(1) 関連会社株式 3,500

(2) その他有価証券  

　　マネー・マネージメント・ファンド 692,729

　　フリー・ファイナンシャル・ファンド 50,080

　　投資事業組合出資金 95,044

　　非上場株式 6,396

合　　　　　　　　計 847,751

当第３四半期会計期間末（平成19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）

(1）株式 8,060 11,180 3,120

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 224,608 192,884 △31,723

③　その他 － － －

(3）その他 81,594 74,581 △7,013

　　　　　　　　　　　合計 314,262 278,645 △35,616

２．時価のない主な有価証券の内容  

 第３四半期貸借対照表計上額（千円)

(1) 関連会社株式 3,500

(2) その他有価証券

　　マネー・マネージメント・ファンド 695,942

　　フリー・ファイナンシャル・ファンド 50,254

　　投資事業組合出資金 92,277

　　非上場株式 5,654

合計 847,627
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前事業年度（平成19年3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） 　貸借対照表計上額(千円） 差額（千円）

(1）株式 8,060 12,460 4,400

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 224,608 203,723 △20,884

③　その他 － － －

(3）その他 81,594 79,158 △2,435

　　　　　　　　　　　合計 314,262 295,341 △18,920

２．時価のない主な有価証券の内容

 

 貸借対照表計上額（千円)

(1) 関連会社株式 3,500

(2) その他有価証券  

　　マネー・マネージメント・ファンド 693,244

　　フリー・ファイナンシャル・ファンド 50,116

　　投資事業組合出資金 93,650

　　非上場株式 6,396

合計 846,907

（デリバティブ取引関係）

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）

　デリバティブ取引を全く行っておりませんので、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　（自　平成19年4月1日  至　平成19年12月31日）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

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）

　関連会社につきましては、損益等からみて重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 422円41銭

１株当たり第３四半期純利益金額 16円41銭

１株当たり純資産額 417円29銭

１株当たり第３四半期純損失金額 12円18銭

１株当たり純資産額   442円66銭

１株当たり当期純利益金額 38円65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、潜在株式が存在し

ない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

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

（注）１.１株当たり純資産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）

純資産の部の合計額               　    (千円) 2,212,428 2,185,560 2,318,471

純資産の部の合計額から控除する金額　   (千円) － － －

普通株式に係る第３四半期会計期間末(期末）

の純資産額　　　　　　　　　　　　　　（千円)
2,212,428 2,185,560 2,318,471

１株当たり純資産額の算定に用いられた

第３四半期末(期末)の普通株式の数  　　 (千株)
5,237 5,237 5,237

２．１株当たり第３四半期(当期)純利益または１株当たり第３四半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。

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)

第３四半期(当期)純利益

又は第３四半期純損失(△） 　 　 　　 （千円)
86,069 △63,817 202,679

普通株主に帰属しない金額　　　　　　 （千円) － － －

普通株式に係る第３四半期(当期)純利益

又は第３四半期純損失(△)　　　　　　 （千円)
86,069 △63,817 202,679

期中平均株式数　　　　　        　　 （千株) 5,246 5,237 5,244

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（その他）

該当事項はありません。
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