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

(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 ％

20年３月期第３四半期 1,006 △52.2 △853 － △835 － △858 －

19年３月期第３四半期 2,104 160.9 123 － 118 － △148 －

19年３月期 3,167 － 438 － 433 － 10 －

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 △54,760 52 － －

19年３月期第３四半期 △9,595 12 － －

19年３月期 646 74 634 36

(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

20年３月期第３四半期 4,236 722 16.3 43,908 5

19年３月期第３四半期 3,525 1,559 39.8 89,808 44

19年３月期 4,060 1,823 38.4 99,926 37

(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

20年３月期第３四半期 △883 △201 1,016 351

19年３月期第３四半期 313 △442 36 966

19年３月期 47 △882 200 424

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 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

20年３月期 0 00 0 00 0 00 － －

20年３月期（予想） － － － － － － 0 00 0 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（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 2,120 △33.1 △560 － △570 － △730 － △46,623 91
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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）　：　有

新規 0社  除外 １社 (社名　㈱フォー・リンク・システムズ)

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

(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　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、14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「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。

５．個別業績の概要（平成19年４月１日　～　平成19年12月31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 ％

20年３月期第３四半期 783 △54.7 △662 － △666 － △752 －

19年３月期第３四半期 1,731 114.7 162 － 156 － △123 －

19年３月期 2,598 － 435 － 431 － 32 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年３月期第３四半期 △48,008 47

19年３月期第３四半期 △7,957 8

19年３月期 2,104 90

(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

20年３月期第３四半期 4,222 854 20.1 53,975 8

19年３月期第３四半期 3,288 1,454 44.2 93,168 42

19年３月期 3,591 1,610 44.8 103,108 98

６．平成20年３月期の個別業績予想（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 1,820 △29.9 △340 － △355 － △570 － △36,450 93

※　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。

　なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照してください。
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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

　当社の顧客対象である製造業を取り巻く経営環境が、資源価格の高騰等によって一層変化を求められる中、製品のQCD

（品質・コスト・納期）コントロール能力向上等、当社の提供するソリューションに対するニーズは引き続き旺盛で

す。

　こうした中、当第3四半期連結会計期間は、ほぼ計画どおりに進捗したものの、平成19年11月12日に発表いたしました

とおり、前期に受注いたしました一部案件において、契約内容変更に伴い売上計上方法が「進行基準」から「検収基準」

へ変更された影響に加え、前年同期に連結対象であった株式会社フォー・リンク・システムズが、当期より持分法適用

関連会社となったことから、前年同期比較では売上、利益ともに減少いたしました。この結果、当第3四半期の売上高は

1,006百万円（前年同期比52.2％減）、経常損失835百万円（前年同期は118百万円の利益）、第3四半期純損失は858百万

円（前年同期は148百万円の損失）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の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前第３四半期純損失1,267百万円、契

約変更損439百万円などにより、883百万円の資金の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固

定資産の取得による支出271百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入65百万円などにより、201百

万円の資金の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増606百万円、長期借入れによ

る収入650百万円などにより、1,016百万円の資金の獲得となりました。以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現

金及び現金同等物は351百万円となりました。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　通期業績につきましては、製造業における改革需要が引き続き旺盛であることから、平成19年11月12日に発表いたし

ました業績予想より変更はございません。

 

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）

 特定子会社でありました㈱フォー・リンク・システムズの株式を平成19年４月12日に一部売却し、当社の持分法適用会

社としております。
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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

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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   967,971   351,732   425,895  

２．売掛金  649,245  327,237  1,316,367  

３．たな卸資産  128,845  899,341  47,595  

４．前渡金  －  239,955  －  

５．その他 ※２ 77,803  233,183  101,181  

貸倒引当金  △12,910  －  △21,630  

流動資産合計   1,810,956 51.4  2,051,449 48.4  1,869,410 46.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  132,264   107,045  144,280  

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  270,507  353,565  276,411  

(2）ソフトウェア
仮勘定

 280,700  －  348,710  

(3）のれん  232,656  434,154  681,913  

(4）その他  17,069  197,754  24,116  

 無形固定資産合計  800,934  985,474  1,331,151  

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  －  313,936  32,750  

(2）繰延税金資産  589,298  635,870  527,474  

(2）その他  195,569  142,681  160,611  

貸倒引当金  △3,321  －  △4,869  

投資その他の
資産合計

 781,546  1,092,487  715,966  

固定資産合計  1,714,744 48.6 2,185,008 51.6 2,191,399 54.0

資産合計  3,525,700 100.0  4,236,458 100.0 4,060,809 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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  233,950  163,402  186,319  

２．短期借入金  800,000  1,600,000  1,025,000  

３．１年内返済予定
長期借入金

 244,092  360,000  244,092  

４．前受金  －  432,237  －  

５．受注損失引当金  －  105,780  －  

６．その他  213,280  147,951  370,375  

流動負債合計  1,491,322 42.3 2,809,373 66.3 1,825,788 45.0

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金  434,723  622,000  373,700  

２．受注損失引当金  －  51,424  －  

３．その他  40,402  30,727  37,818  

固定負債合計  475,125 13.5 704,152 16.6 411,518 10.1

負債合計   1,966,448 55.8  3,513,525 82.9  2,237,306 55.1

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   402,710 11.4  402,980 9.5  402,790 9.9

２．資本剰余金   844,916 24.0  845,186 20.0  844,996 20.8

３．利益剰余金  160,264 4.6 △539,523 △12.7 319,012 7.9

４．自己株式  △5,635 △0.2 △6,948 △0.2 △5,763 △0.2

株主資本合計   1,402,255 39.8  701,694 16.6  1,561,034 38.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

 －  △9,104 △0.2 － －

２．為替換算調整勘定  －  △2,616 △0.1 － －

評価・換算差額等合計   －   △11,720 △0.3  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  6,412 0.2  － －

Ⅳ　少数株主持分   156,997 4.4  26,547 0.6  262,467 6.5

純資産合計   1,559,252 44.2  722,933 17.1  1,823,502 44.9

負債・純資産合計   3,525,700 100.0  4,236,458 100.0  4,060,809 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

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

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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   2,104,373 100.0  1,006,514 100.0  3,167,872 100.0

Ⅱ　売上原価   1,160,577 55.2  891,024 88.5  1,663,710 52.5

売上総利益   943,795 44.8  115,490 11.5  1,504,162 47.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  819,994 38.9  968,625 96.3  1,065,566 33.6

営業利益又は損失
(△)

  123,800 5.9  △853,135 △84.8  438,595 13.9

Ⅳ　営業外収益           

１．負ののれん償却  6,870   7,090   9,454   

２．持分法による投資利
益

 －   27,146   －   

３．その他  2,130 9,000 0.4 11,185 45,423 4.5 5,054 14,508 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  12,098   23,016   16,663   

２．支払手数料  1,780   －   －   

３．その他  871 14,750 0.7 4,322 27,339 2.7 3,209 19,873 0.6

経常利益又は経常
損失(△)

  118,050 5.6  △835,051 △83.0  433,231 13.7

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  19,800   －   9,533   

２．関係会社株式売却益  －   9,380   －   

３．その他  810 20,610 1.0 － 9,380 1.0 810 10,343 0.3

Ⅶ　特別損失           

１．ソフトウェア仮勘定
評価損

 321,318   －   321,318   

２．契約変更損  －   439,806   －   

３．その他  － 321,318 15.3 1,734 441,540 43.9 10,000 331,318 10.5

税金等調整前第３四
半期純損失(△)又は
当期純利益

  △182,656 △8.7  △1,267,211 △125.9  112,255 3.5

法人税、住民税
及び事業税

 994   7,250   1,620   

法人税等調整額  △41,621 △40,627 △1.9 △344,138 △336,888 △33.5 66,488 68,109 2.1

少数株主利益又は少
数株主損失(△)

  6,675 0.3  △71,788 △7.1  34,104 1.1

第３四半期純損失
(△)又は当期純利益

  △148,705 △7.1  △858,535 △85.3  10,042 0.3
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
399,480 447,580 308,619 － 1,155,679 150,321 1,306,000

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 3,230 3,230 － － 6,460 － 6,460

第３四半期純損失 － － △148,705 － △148,705 － △148,705

自己株式の取得 － － － △5,635 △5,635 － △5,635

株式交換 － 394,106 － － 394,106 － 394,106

連結子会社の合併による増加 － － 350 － 350 － 350

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)

－ － － － － 6,675 6,675

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
3,230 397,336 △148,354 △5,635 246,576 6,675 253,251

平成18年12月31日 残高(千円) 402,710 844,916 160,264 △5,635 1,402,255 156,997 1,559,252

当第３四半期連結会計期間（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

平成19年３月31日　残高

（千円）
402,790 844,996 319,012 △5,763 1,561,034

第３四半期連結会計期間中の変

動額

新株の発行 190 190 － － 380

第３四半期純損失 － － △858,535 － △858,535

自己株式の取得 － － － △1,185 △1,185

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)

－ － － － －

第３四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円）
190 190 △858,535 △1,185 △859,340

平成19年12月31日 残高(千円) 402,980 845,186 △539,523 △6,498 701,694

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
－ － － － 262,467 1,823,502

第３四半期連結会計期間中の変

動額

新株の発行 － － － － － 380

第３四半期純損失 － － － － － △858,535

自己株式の取得 － － － － － △1,185

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)

△9,104 △2,616 △11,720 6,412 △235,920 △241,229

第３四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円）
△9,104 △2,616 △11,720 6,412 △235,920 △1,100,569

平成19年12月31日 残高(千円) △9,104 △2,616 △11,720 6,412 26,547 722,933
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前連結会計年度の要約連結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
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
399,480 447,580 308,619 － 1,155,679 150,321 1,306,000

連結会計年度中の変動額

新株の発行 3,310 3,310 － － 6,620 － 6,620

当期純利益 － － 10,042 － 10,042 － 10,042

自己株式の取得 － － － △5,763 △5,763 － △5,763

株式交換 － 394,106 － － 394,106 － 394,106

連結子会社の合併による

増加
－ － 350 － 350 － 350

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額)
－ － － － － 112,146 112,146

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
3,310 397,416 10,393 △5,763 405,355 112,146 517,501

平成19年３月31日 残高

(千円)
402,790 844,996 319,012 △5,763 1,561,034 262,467 1,823,502
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前第３四半期純損失(△)

又は当期純利益
 △182,656 △1,267,211 112,255

減価償却費  125,705 123,911 174,734

のれん償却額  14,541 25,239 19,388

負ののれん償却額  △6,870 － △9,454

貸倒引当金の減少額  － － △9,533

受注損失引当金の増加額  － 157,205 －

持分法投資損益  － △27,146 －

受取利息及び受取配当金  △37 － △359

支払利息  12,098 21,198 16,663

ソフトウェア仮勘定評価損  321,318 － 321,318

契約変更損  － 439,806 －

売上債権の減少額（△増加額）  188,530 582,527 △455,142

たな卸資産の増加額  △108,862 △523,054 △37,612

未収入金の減少額（△増加額）  △7,323 18,442 △29,943

仕入債務の増加額（△減少額）  12,606 △335,012 △32,492

未払金の増加額（△減少額）  32,278 △44,073 8,981

未払消費税等の減少額  － － 10,016

未収消費税等の増加額  － － 17,890

その他  3,793 △29,016 36,174

小計  405,121 △857,184 142,885

利息及び配当金の受取額  37 544 359

利息の支払額  △11,222 △25,502 △15,108

法人税等の支払額  △80,603 △1,217 △80,383

営業活動によるキャッシュ・フロー  313,333 △883,360 47,753
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（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） 金額（千円） 金額（千円）

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  △59,386 △4,511 △72,311

無形固定資産の取得による支出  △350,918 △271,548 △448,858

有形固定資産の売却による収入  － 2,861 －

関係会社株式の取得による支出  － △6,036 －

株式交換による子会社資金の受入額  5,462 － 5,462

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の売却による収入
 － 65,883 －

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出
 － － △326,397

敷金・保証金の支出  △40,288 － △40,288

少数株主からの払込みによる収入  － 12,173 －

その他  3,079 △684 △315

投資活動によるキャッシュ・フロー  △442,051 △201,862 △882,707

     

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  300,000 2,206,415 1,230,000

短期借入金の返済による支出  △79,690 △1,600,000 △784,690

長期借入れによる収入  100,000 650,000 100,000

長期借入金の返済による支出  △283,978 △240,000 △345,001

株式の発行による収入  5,671 891 5,831

自己株式の取得による支出  △5,635 △1,185 △5,763

財務活動によるキャッシュ・フロー  36,368 1,016,121 200,377

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  7,445 △3,861 7,596

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △84,904 △72,962 △626,981

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,051,676 424,695 1,051,676

Ⅶ　現金及び現金同等物の

第３四半期末(期末)残高
 ※1 966,771 351,732 424,695
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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４月１日
至　平成18年12月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

　㈱フォー・リンク・システムズ

※当第３四半期連結会計期間中に株

式交換により完全子会社といたしま

したポータル㈱につきましては、平

成18年６月30日付で当社を存続会社

とする吸収合併を行ったことにより

連結の範囲から除外しております。

なお、合併までの期間の損益及び

キャッシュ・フローは四半期連結損

益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書に含まれており

ます。

(1)連結子会社の数　６社

連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

　ネクステックウェイブ㈱

  Nextech Asia Holdings Ltd.

  金河科技有限公司

　北京兆維億方科技発展有限公司

　北京力思泰信息技術有限公司

※ネクステックウェイブ㈱について

は当第３四半期連結会計期間中に新

たに設立したため、連結の範囲に含

めております。

※㈱フォー・リンク・システムズに

ついては当第３四半期連結会計期間

に株式を売却したことにより、連結

の範囲から除外しております。

※Nextech Asia Holdings Ltd.

については、当第３四半期連結会計

期間中にGoldsworth Assets Ltd.か

ら社名変更しております。

※北京力思泰信息技術有限公司につ

いては、重要性が増加したことによ

り、当第３四半期連結会計期間から

連結の範囲に含めることといたしま

した。

(1)連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

　ネクステックシステムズ㈱

　㈱フォー・リンク・システムズ

  Goldsworth Assets Ltd.

  金河科技有限公司

　北京兆維億方科技発展有限公司

※Goldsworth Assets Ltd.について

は平成19年3月19日に株式取得及び第

三者割当増資引受により当社の連結

子会社であるネクステックシステム

ズ㈱の子会社となったため、同社及

び同社の子会社である金河科技有限

公司及び北京兆維億方科技発展有限

公司を当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事

項

非連結子会社及び関連会社がないた

め、該当事項はありません。

(1)持分法適用の関連会社の数 １社

会社の名称

　㈱フォー・リンク・システムズ

※㈱フォー・リンク・システムズ

については、当第３四半期連結会計

期間に株式を売却したことから、連

結の範囲から除外し、持分法適用の

関連会社に含めております。

非連結子会社及び関連会社がないた

め、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

すべての連結子会社の四半期の末日

は、四半期連結決算日と一致してお

ります。

四半期の末日が四半期連結決算日と

異なる連結子会社は次の通りです。

 Nextech Asia Holdings Ltd.

                        10/31

 金河科技有限公司　　　　6/30

 北京兆維億方科技発展有限公司

　　　　　　　　　　　　 9/30

 北京力思泰信息技術有限公司

　　　　　　　　　　　　 9/30

※Nextech Asia Holdings Ltd.につ

いては第３四半期連結会計期間に係

る財務諸表を使用し、四半期連結決

算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

おります。

※金河科技有限公司、北京兆維億方

科技発展有限公司及び北京力思泰信

息技術有限公司については、平成19

年10月31日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用し、四半期連

結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。

決算日が連結決算日と異なる連結子

会社は次の通りです。

 Goldsworth Assets Ltd.  1/31

 金河科技有限公司　　　　9/30

北京兆維億方科技発展有限公司

　　　　　　　　　　　　12/31

※Goldsworth Assets Ltd.について

は同社の事業年度に係る財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。

※金河科技有限公司及び北京兆維億

方科技発展有限公司については、平

成19年1月31日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行って

おります。
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

イ 有価証券

(イ)その他有価証券

時価のあるもの

────────

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ 有価証券

(イ)その他有価証券

時価のあるもの

第３四半期連結決算日の市場価等に

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。

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ 有価証券

(イ)その他有価証券

時価のあるもの

────────

 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。

時価のないもの

　　　　　　同左

時価のないもの

　　　　　　同左

ロ　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。

③ 貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しておりま

す。

ロ　たな卸資産

① 商品

　　　　　　同左

② 仕掛品

　　　　　　同左

③ 貯蔵品

　　　　　　同左

ロ　たな卸資産

① 商品

　　　　　　同左

② 仕掛品

　　　　　　同左

③ 貯蔵品

　　　　　　同左

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ 有形固定資産

定率法によっております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　　　　　８～18年

器具及び備品　　４～15年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ 有形固定資産

定率法によっております。ただし

在外子会社については定額法に

よっております。なお、主な耐用

年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　８～18年

器具及び備品　　４～15年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

イ 有形固定資産

　　　　　　同左

 ロ 無形固定資産

定額法によっております。

なお、市場販売目的のソフトウェ

ア及びコンテンツについては、見

込有効期間(３年)における見込販

売収益に基づく償却額と販売可能

な残存有効期間に基づく均等配分

額を比較しいずれか大きい金額を

計上しております。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)に基づく

定額法によっております。

ロ 無形固定資産

定額法によっております。

なお、市場販売目的のソフトウェ

アについては、見込有効期間(３

年)における見込販売収益に基づく

償却額と販売可能な残存有効期間

に基づく均等配分額を比較しいず

れか大きい金額を計上しておりま

す。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)に基づく定額法によって

おります。

ロ 無形固定資産

定額法によっております。

なお、市場販売目的のソフトウェ

ア及びコンテンツについては、見

込有効期間(３年)における見込販

売収益に基づく償却額と販売可能

な残存有効期間に基づく均等配分

額を比較しいずれか大きい金額を

計上しております。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)に基づく

定額法によっております。

 ハ　長期前払費用

当社は均等償却によっております。

ハ 長期前払費用

　　　　　　同左

ハ 長期前払費用

　　　　　　同左

 (3）重要な引当金の計上基準

イ 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。

(3）重要な引当金の計上基準

イ 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。

なお、当第３四半期連結会計期間

において回収不能見込額がないた

め、貸倒引当金は計上しておりま

せん。

(3）重要な引当金の計上基準

イ 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。
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

───────── ロ 受注損失引当金

受注案件に係る将来の損失に備え

るため、当第３四半期連結会計期

間末における受注案件のうち、損

失の発生が見込まれ、かつ、その

金額を合理的に見積ることができ

るものについて、その損失見込額

を計上しております。 

─────────

 (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

─────────

(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。なお、在外

子会社の資産及び負債は、四半期

連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めて計上しております。

(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。なお、在外子会社

等の資産及び負債は連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し

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

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 (6）収益及び費用の計上基準

当社の収益及び費用の計上は、原

則として検収基準によっておりま

す。ただし、作業期間が６ヶ月超、

かつ、受注金額が５千万円以上で、

収益及び費用の見積りが可能なプ

ロジェクトについては、進行基準

を採用しております。

(6）収益及び費用の計上基準

同左

(6）収益及び費用の計上基準

同左

 (7）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

税抜方式によっております。

(7）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

同左

(7）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

同左

５．四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、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、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

スクしか負わない短期的な投資であ

ります。

同左 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３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（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基

準)

「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)を当第３四半

期連結会計期間から適用しております。これに

よる損益に与える影響はありません。これまで

の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,402,255千円であります。

なお、当第３四半期連結会計期間における四半

期連結貸借対照表の純資産の部については、中

間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表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)

当連結会計年度より、「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1,561,034千

円であります。

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表

の純資産の部については、連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。

企業結合に係る会計基準)

当第３四半期連結会計期間より、「企業結合に

係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月

31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企

業会計基準第７号平成17年12月27日)並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10

号 平成17年12月27日)を適用しております。

───────── (企業結合に係る会計基準)

当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基

準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び

「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基

準第７号平成17年12月27日)並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成18年

12月27日)を適用しております。

これに伴い、貸借対照表上、前連結会計年度に

おいて無形固定資産として区分掲記していた

「連結調整勘定」については、「のれん」とし、

連結キャッシュ・フロー計算書上、前連結会計

年度において区分表示していた「連結勘定償却

額」については、「のれん償却額」として表示

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)

当第３四半期連結会計期間より、「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報

告 第19号 平成18年８月11日)を適用しており

ます。これに伴い、前第３四半期連結会計期間

において営業外費用の内訳として表示しており

ます「新株発行費」については「株式交付費」

(当第３四半期連結会計期間は788千円)とし、

営業外費用の総額の100分の10以下となったた

め、営業外費用の「その他」に含めて表示する

ことにいたしました。

───────── (繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)

当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に

関する当面の取扱い」(実務対応報告 第19号 

平成18年８月11日)を適用しております。これ

に伴い、前連結会計年度において営業外費用の

内訳として表示しております「新株発行費」に

ついては「株式交付費」(当連結会計年度は788

千円)とし、営業外費用の総額の100分の10以下

となったため、営業外費用の「その他」に含め

て表示することにいたしました。

───────── ───────── (ストック・オプション等に関する会計基準)

当連結会計年度より、「ストック・オプション

等に関する会計基準」(企業会計基準第８号 平

成17年12月27日)及びストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第11号 最終改正平成18年５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。
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

───────── (減価償却方法の変更）

当社及び国内連結子会社は、当第３四半期連結

会計期間から、法人税法の改正に伴い、平成19

年4月1日以降に取得した有形固定資産の減価償

却方法については、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。 

─────────
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表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

(四半期連結貸借対照表)

１.前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「未収

入金」(当第３四半期連結会計期間末残高51,806千円)は、資産の総額

の100分の５以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示す

ることにいたしました。

２．前第３四半期連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、当第３四半期連結会計期間から「のれん」とし

て表示しております。

３．前第３四半期連結会計期間まで投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しておりました「繰延税金資産」は、当第３四半期連結会

計期間末において資産の総額の100分の５を超えることとなったため区

分掲記しております。なお、前第３四半期連結会計期間末における「繰

延税金資産」は785千円であります。

(四半期連結貸借対照表)

１.前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「ソフ

トウェア仮勘定」(当第３四半期連結会計期間末残高194,703千円)は、

資産の総額の100分の５以下となったため、無形固定資産の「その他」

に含めて表示することにいたしました。

２．前第３四半期連結会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「前渡金」は、当第３四半期連結会計期間末におい

て資産の総額の100分の５を超えることとなったため区分掲記しており

ます。なお、前第３四半期連結会計期間末における「前渡金」は58千

円であります。

３．前第３四半期連結会計期間まで投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しておりました「投資有価証券」は、当第３四半期連結会

計期間末において資産の総額の100分の５を超えることとなったため区

分掲記しております。なお、前第３四半期連結会計期間末における「投

資有価証券」は32,750千円であります。

４．前第３四半期連結会計期間まで流動負債の「その他」に含めて表

示しておりました「前受金」は、当第３四半期連結会計期間末におい

て負債及び純資産の合計額の100分の５を超えることとなったため区分

掲記しております。なお、前第３四半期連結会計期間末における「前

受金」は8,205千円であります。

(四半期連結損益計算書)

１．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「印

税収入」(当第３四半期連結会計期間は417千円)は、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示

することにいたしました。 

２．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「新

株発行費」(当第３四半期連結会計期間は788千円)は、営業外費用の総

額の100分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表

示することにいたしました。 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書) 

１．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました営業

活動によるキャッシュ・フローの「未収消費税等の増加額」(当第３四

半期連結会計期間は減少15,642千円)は、金額的重要性が乏しくなった

ため、「その他」に含めて表示することにいたしました。

２．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました営業

活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増加額」(当第３四半期連

結会計期間は増加751千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、「そ

の他」に含めて表示することにいたしました。

３．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました営業

活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等の減少額」(当第３四

半期連結会計期間は増加4,385千円)は、金額的重要性が乏しくなった

ため、「その他」に含めて表示することにいたしました。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書) 

１．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました営業

活動によるキャッシュ・フローの「負ののれん償却額」(当第３四半期

連結会計期間は7,090千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、「そ

の他」に含めて表示することにいたしました。 

２．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました営業

活動によるキャッシュ・フローの「受取利息及び受取配当金」(当第３

四半期連結会計期間は554千円)は、金額的重要性が乏しくなったため、

「その他」に含めて表示することにいたしました。 
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追加情報

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

───────── 当社及び国内連結子会社は、当第３四半期連結

会計期間より、平成19年3月31日以前に取得し

た有形固定資産については、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％に到達した連結会計年度の翌連結会計年

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。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

─────────
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(5）注記事項

（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12月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※1.有形固定資産の減価償却累計額

56,521千円

※1.有形固定資産の減価償却累計額

82,990千円

※1.有形固定資産の減価償却累計額

65,191千円

※２.ファクタリング方式により譲渡した売上

債権の未収額19,372千円が含まれております。

※２.　　　　───────── ※２.　　　　───────── 

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当第３四半期会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座借越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 800,000千円

差引額 1,700,000千円

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当第３四半期会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 1,600,000千円

差引額 900,000千円

　３．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら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。

 

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 1,500,000千円

（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４月１日
至　平成18年12月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次の通りであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次の通りであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次の通りであります。

給与手当 232,162千円

賃借料 84,688千円

役員報酬 82,108千円

給与手当 300,232千円

役員報酬 67,073千円

給与手当 309,697千円

役員報酬 109,509千円

賃借料 113,900千円

（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 
前連結会計年度末株式数

(株)

当第３四半期連結会計期

間増加株式数(株)

当第３四半期連結会計期

間減少株式数(株)

当第３四半期連結会計期

間末株式数(株)

 発行済株式     

 普通株式(注１) 14,948.00 676.86 － 15,624.86

合計 14,948.00 676.86 － 15,624.86

 自己株式     

 普通株式(注２) － 11.01 － 11.01

合計 － 11.01 － 11.01

  (注)１．普通株式の発行済株式総数の増加676.86株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加344株、ポー

タル㈱との株式交換(ポータル㈱との普通株式１株に対して当社の普通株式0.013㈱を割当)による増加332.86株で

あります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。

 　２．新株予約権及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．配当に関する事項

 　　　　該当事項はありません。

－ 18 －



当第３四半期連結会計期間（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 
前連結会計年度末株式数

(株)

当第３四半期連結会計期

間増加株式数(株)

当第３四半期連結会計期

間減少株式数(株)

当第３四半期連結会計期

間末株式数(株)

 発行済株式     

 普通株式(注１) 15,632.86 96.00 － 15,728.86

合計 15,632.86 96.00 － 15,728.86

 自己株式     

 普通株式(注２) 11.01 3.80 － 14.81

合計 11.01 3.80 － 14.81

  (注)１．普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。

 　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項  

区分 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）
当第３四半期

連結会計期間末

残高（千円）
前連結会計

年度末

当第３四半期連結

会計期間増加

当第３四半期連結

会計期間減少

当第３四半期連

結会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
― ― ― ― ― 6,412

合計 ― ― ― ― ― 6,412

 　３．配当に関する事項

 　　　　該当事項はありません。

前連結会計年度（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 
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１) 14,948.00 684.86 － 15,632.86

合計 14,948.00 684.86 － 15,632.86

 自己株式     

 普通株式(注２) － 11.01 － 11.01

合計 － 11.01 － 11.01

  (注)１．普通株式の発行済株式総数の増加684.86株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加352株、ポー

タル㈱との株式交換(ポータル㈱との普通株式１株に対して当社の普通株式0.013㈱を割当)による増加332.86株で

あります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。

 　２．新株予約権及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．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４月１日
至　平成18年12月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の第３四半期連結会

計期間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

(平成18年12月31日現在)

現金及び預金勘定 967,971千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金

1,200千円

現金及び現金同等物 966,771千円

※１．現金及び現金同等物の第３四半期連結会

計期間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

(平成19年12月31日現在)

現金及び預金勘定 351,732千円

現金及び現金同等物 351,732千円

※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３月31日現在)

現金及び預金勘定 425,895千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金及び定期積金

1,200千円

現金及び現金同等物 424,695千円

（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 41,184 8,972 32,212

車両 4,067 1,129 2,937

ソフトウェア 45,169 39,302 5,866

合計 90,421 49,405 41,016

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 44,345 17,357 26,988

ソフトウェア 20,400 4,352 16,047

合計 64,745 21,709 43,036

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具及び備品 44,345 11,029 33,316

車両 4,067 1,468 2,598

ソフトウェア 45,169 39,702 5,466

合計 93,581 52,200 41,381

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額

等

未経過リース料第３四半期末残高相当額

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額

等

未経過リース料第３四半期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,945千円

１年超 32,194千円

合計 42,140千円

１年内 12,456千円

１年超 32,038千円

合計 44,495千円

１年内 11,173千円

１年超 31,435千円

合計 42,609千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 13,044千円

減価償却費相当額 8,053千円

支払利息相当額 1,317千円

支払リース料 8,923千円

減価償却費相当額 8,147千円

支払利息相当額 1,006千円

支払リース料 15,743千円

減価償却費相当額 10,509千円

支払利息相当額 1,664千円

(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、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(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はありま

せん。

（減損損失について）

　　　　　　　　　同左

（減損損失について）

　　　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

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 32,750

当第３四半期連結会計期間末（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）
四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

  株　　式 31,250 15,900 △15,350

合計 31,250 15,900 △15,350

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 0

                 合計 0

子会社株式及び関連会社株式  

非上場関連会社株式 298,036

合計 298,036

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

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 32,750

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日）、当第３四半期連結会計期間（自 平成

19年４月１日 至 平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）において、

当社グループ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。
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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４月１日　至　平成18年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

 　該当事項はありません。

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 
㈱フォー・リンク・システムズ

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・システムズ

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社
子会社㈱フォー・リンク・システムズの

取締役 1名、同社従業員 4名

 株式の種類別のストック・オプショ

ンの付与数
普通株式　365株 普通株式　200株

 付与日 平成18年７月31日 平成18年７月31日

 権利確定条件
 付与日(平成18年７月31日)以降、権利確定日(平成20

年６月17日)まで継続して業務提携先であること。

 付与日(平成18年７月31日)以降、権利確定日(平成20

年６月17日)まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間 －  自平成18年7月31日　至平成20年6月17日

 権利行使期間  権利確定後８年以内  権利確定後８年以内

 権利行使価格（円） 120,000 120,000

 付与日における公正な評価単価

（円）
－ －

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

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　　売上原価　　　　　　　　　2,482千円

　　　販売費及び一般管理費　　　3,929千円

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

  提出会社

 付与対象者の区分及び人数

当社の取締役　　 ３名

当社の監査役　　 ４名

当社の従業員　　108名

 株式の種類別のストック・オプショ

ンの付与数
普通株式　502株

 付与日 平成19年７月５日 

 権利確定条件
新株予約権の割当を受けた者は権利行使時においても

当社及び当社関係会社の役員又は従業員であること。

 対象勤務期間  －

 権利行使期間 平成21年７月１日から平成23年６月30日まで

 権利行使価格（円） 500,000

 付与日における公正な評価単価

（円）
89,062
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

 　該当事項はありません。

２．当連結会計年度に付与したストック・オプションの内容

 
㈱フォー・リンク・システムズ

ストック・オプション

㈱フォー・リンク・システムズ

ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社
子会社㈱フォー・リンク・システムズの

取締役 1名、同社従業員 4名

 株式の種類別のストック・オプショ

ンの付与数
普通株式　365株 普通株式　200株

 付与日 平成18年７月31日 平成18年７月31日

 権利確定条件
 付与日(平成18年７月31日)以降、権利確定日(平成20

年６月17日)まで継続して業務提携先であること。

 付与日(平成18年７月31日)以降、権利確定日(平成20

年６月17日)まで継続して勤務していること。

 対象勤務期間 － 自平成18年7月31日　至平成20年6月17日

 権利行使期間  権利確定後８年以内  権利確定後８年以内

 権利行使価格（円） 120,000 120,000

 付与日における公正な評価単価

（円）
－ －
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（企業結合等関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

（パーチェス法適用関係）

１　企業結合の概要

   被取得企業の名称　　　　　　ポータル㈱

   被取得企業の事業の内容　　　製造業向けデータコンサルティング

   企業結合を行った主な理由　　データクレンジング分野の強化のため

   企業結合日　　　　　　　　　平成18年４月６日（株式交換）、平成18年6月30日（合併）

   企業結合の法的形式　　　　　株式交換による完全子会社化及び当社との吸収合併

   結合後企業の名称　　　　　　ネクステック㈱（存続会社）

   取得した議決権比率　　　　　100％（株式交換時）

２　四半期連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　自　平成18年４月１日　至　平成18年６月29日

３　取得企業の取得原価及びその内訳

　(1) 被取得企業の取得原価　395,606千円

　(2) 取得原価の内訳　株式取得費用　394,106千円

　　　　　　　　　　　株式取得に直接要した支出額（デューデリジェンス費用）1,500千円

４　交付株式の内訳

　(1) 交換比率　普通株式　ネクステック㈱　1：ポータル㈱　0.013

　(2) 算定方法　中央青山PwCコンサルティング㈱に株式交換比率の算定を依頼し、同社から提出された参考資料

に基づきポータル㈱と協議の上、算定

　(3) 交付株式数及びその評価額　332.86株　394,106千円

５　発生した負ののれんの金額等

　(1) 負ののれんの金額　47,272千円

　(2) 発生原因　ポータル㈱の今後の事業展開によって期待される将来の収益力から、同社より引き継ぐ繰越欠

損金から生ずる税効果を控除したことにより発生

　(3) 償却方法及び償却期間　　負ののれんの償却については、5年間で均等償却いたします。

６　企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

　　(平成18年６月30日現在)

　　流動資産　　　　　102,033千円

　　固定資産　　　　　　1,718千円

　　資産計　　　　　　103,752千円

　　流動負債　　　　　102,215千円

　　負債計　　　　　　102,215千円

７　取得原価の配分

繰延税金資産等の項目において、四半期連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的な情報等に基づき

暫定的な会計処理を行っているため、取得原価の配分は完了しておりません。
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当第３四半期連結会計期間（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。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

（パーチェス法適用関係）

１　企業結合の概要

   被取得企業の名称　　　　　　ポータル㈱

   被取得企業の事業の内容　　　製造業向けデータコンサルティング

   企業結合を行った主な理由　　データクレンジング分野の強化のため

   企業結合日　　　　　　　　　平成18年４月６日（株式交換）、平成18年6月30日（合併）

   企業結合の法的形式　　　　　株式交換による完全子会社化及び当社との吸収合併

   結合後企業の名称　　　　　　ネクステック㈱（存続会社）

   取得した議決権比率　　　　　100％（株式交換時）

２　連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　自　平成18年４月１日　至　平成18年６月29日

３　取得企業の取得原価及びその内訳

　(1) 被取得企業の取得原価　395,606千円

　(2) 取得原価の内訳　株式取得費用　394,106千円

　　　　　　　　　　　株式取得に直接要した支出額（デューデリジェンス費用）1,500千円

４　交付株式の内訳

　(1) 交換比率　普通株式　ネクステック㈱　1：ポータル㈱　0.013

　(2) 算定方法　中央青山PwCコンサルティング㈱に株式交換比率の算定を依頼し、同社から提出された参考資料

に基づきポータル㈱と協議の上、算定

　(3) 交付株式数及びその評価額　332.86株　394,106千円

５　発生した負ののれんの金額等

　(1) 負ののれんの金額　47,272千円

　(2) 発生原因　ポータル㈱の今後の事業展開によって期待される将来の収益力から、同社より引き継ぐ繰越欠

損金から生ずる税効果を控除したことにより発生

　(3) 償却方法及び償却期間　　負ののれんの償却については、5年間で均等償却いたします。

６　企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

　　(平成18年６月30日現在)

　　流動資産　　　　　102,033千円

　　固定資産　　　　　　1,718千円

　　資産計　　　　　　103,752千円

　　流動負債　　　　　102,215千円

　　負債計　　　　　　102,215千円

７　取得原価の配分

繰延税金資産等の項目において、連結財務諸表作成時点における入手可能な合理的な情報等に基づき暫定的

な会計処理を行っているため、取得原価の配分は完了しておりません。
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（セグメント情報）

【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４月１日 至 平成18年12月31日）、当第３四半期連結会計期間（自 平成

19年４月１日 至 平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）において、

当社グループは製造業特化型ソリューションサービスベンダーとして、同一セグメントに属するグランドデザイン、

データマネジメント、情報(IT)システム構築(開発・導入・運用)等のプロフェッショナルサービスを行っており、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

【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４月１日　至　平成18年12月31日）

　当社グループには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。

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

 
日本

(千円)

アジア

(千円)

計

(千円)

消去又は全社 

(千円)

連結 

(千円)

 売上高      

 (1)外部顧客に対する売上高 831,425 175,089 1,006,514 － 1,006,514

 (2)セグメント間の内部売上高

　　又は振替高
－ 184,177 184,177 (184,177) －

 計 831,425 359,266 1,190,691 (184,177) 1,006,514

 営業費用 1,545,656 404,724 1,950,380 (90,731) 1,859,649

 営業利益 △714,231 △45,457 △759,689 (93,446) △853,135

 　(注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　 ２．日本以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　アジア・・・中国（香港含む）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

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

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

 アジア

Ⅰ　海外売上高（千円） 175,089

Ⅱ　連結売上高（千円） 1,006,514

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 17.4

  (注)１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　アジア・・・中国（香港含む）

　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（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 89,808円44銭

１株当たり第３四半期純損

失金額
9,595円12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３四半期純損失であるため記

載しておりません。

１株当たり純資産額 43,908円05銭

１株当たり第３四半期純損

失金額
54,760円52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３四半期純損失であるため記

載しておりません。

１株当たり純資産額 99,926円37銭

１株当たり当期純利益

金額
646円74銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
634円36銭

　（注）　１株当たり第３四半期純損失金額又は当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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４月１日

至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

１株当たり第３四半期純損失金額（△）又

は当期純利益金額
   

第３四半期純損失（△）又は当期純利

益（千円）
△148,705 △858,535 10,042

普通株主に帰属しない金額（千円) － － －

（うち利益処分による役員賞与金) (－) (－) (－)

普通株式に係る第３四半期純損失（△）

又は当期純利益（千円）
△148,705 △858,535 10,042

期中平均株式数（株） 15,504 15,678 15,535

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期

(当期)純利益金額
   

第３四半期(当期)純利益調整額

（千円）
－ － －

（うち支払利息(税額相当額控除後)) (－) (－) (－)

普通株式増加数（株） 332 － 303

（うち新株予約権） (332) (－) (303)

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)純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

ストック・オプション　6種類

新株予約権の数　　1,887個

(普通株式　　　 　2,069株)

ストック・オプション ６種類

新株予約権の数　　 2,085個

(普通株式　　　　　2,178株)

ストック・オプション　6種類

新株予約権の数　　1,841個

(普通株式　　　 　1,841株)

－ 27 －



（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

 ───────── （社債の発行）

当社は平成19年12月25日開催の取締役会において、

平成20年１月28日を払込期日とする第１回無担保

社債を発行する決議をいたしました。その概要は

次のとおりであります。

１．社債の名称

　　　ネクステック株式会社第１回無担保社債

　　　（株式会社三菱東京UFJ銀行保証付および

　　　　適格機関投資家限定）

２．社債の総額

　　　400,000千円

３．各社債の金額

　　　10,000千円の一種

４．利率

　　　第１回利息期間は、年0.97%

　　　以降、各利息期間については、決定され

　　　る基準利率に年率0.10%を加えた利率

５．発行価額

　　　額面100円につき金100円

６．償還価額

　　　額面100円につき金100円

７．払込期日（発行日）

　　　平成20年1月28日

８．償還の方法及び期限

　　　平成20年７月28日を第１回償還期日とし

　　　て、毎年１月28日および７月28日の２回

　　　に各々、各社債の金額あたり1,670千円を

　　　償還し、平成23年１月28日にその残額全

　　　部を償還する。

９．担保

　　　無担保

10．保証人

　　　株式会社三菱東京UFJ銀行

11．財務代理人

　　　株式会社三菱東京UFJ銀行

12．総額引受人

　　　株式会社三菱東京UFJ銀行

13．資金使途

　　　運転資金

(子会社の設立)

当社は、平成19年３月26日開催の取締役会におい

て、当社51％出資による子会社を設立することを

決議しました。

(1)子会社設立の目的

当社は、製造業専門のコンサルティング会社とし

て、業務改革グランドデザインからシステム開

発・導入、ソフトウェア開発・販売まで、PLMソ

リューションサービスを提供しておりますが、現

在、顧客のニーズがデータクレンジングサービス

やデータメンテナンスといったシステムの運用・

保守領域まで拡大してきているため、当社のサー

ビスライン拡大のため、同サービス領域における

専門メンバーを迎え、共同出資にて子会社を設立

するに至りました。

(2)子会社の概要

①商号　ネクステックウェイブ㈱

②設立年月　平成19年４月２日

③本店所在地　東京都港区港南二丁目16番1号

④代表者名　首藤　晴美

⑤資本金　20,000千円

⑥大株主　

ネクステック㈱　　　　51％

首藤　晴美　　　　　　29％

⑦主な事業内容　データマネジメント、システム

運用デザイン、データクレンジング

⑧決算期　３月

⑨当社との人的関係

取締役１名及び監査役１名はネクステック㈱役員

が兼務いたします。

(子会社の設立)

当社の連結子会社である金河科技有限公司(香

港)は、平成19年４月６日に90％出資による子会

社を設立しました。

(1)子会社設立の目的

当社は、開発リソースを安定確保し開発を内包化

することで、コスト削減や開発スピードの加速化、

ソリューションレベル向上を図る目的で、中国企

業との資本提携を行い、中国展開を本格化させま

したが、現地のシステム開発会社と共同で合弁会

社を設立し中国における当社グループのシステム

開発機能を強化させることにいたしました。

(2)子会社の概要

①商号　北京力思泰信息技術有限公司

②設立年月　平成19年４月６日

③本店所在地　Jiuxianqiao Road,Beijing,P.R.C

(中国北京市)

④代表者名　孫　国健
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

⑤資本金　20万USドル

⑥大株主

 金河科技有限公司　90％

 北京思特亦源技術開発有限公司　10％

⑦主な事業内容　コンピュータソフトウェアの開

発、設計、製作、ネットワークシステムの開発、

自社生産製品の販売及びアフターサービスの提供、

関連技術コンサルティング及び技術サービス

⑧決算期　12月

⑨当社との人的関係　なし 

(子会社株式の売却)

平成19年４月９日開催の取締役会において、当社

子会社である㈱フォー・リンク・システムズの株

式の一部の譲渡契約を締結することを決議しまし

た。

(1)譲渡の理由：業務提携を含めた連携強化の為

(2)当該子会社の概要

・商号：㈱フォー・リンク・システムズ

・事業内容：３次元CADの教育コンサルティング、

教育システムおよびコンテンツの開発、販売

(3)譲渡の日程：平成19年４月12日

(4)当該子会社株式の売却に関する内容

①譲渡先：三菱UFJキャピタル㈱

②譲渡株数：1,200株

(発行済み株式数(議決権総数)に対する割合

17.68％)

③譲渡金額：156,000千円

④売却後の持分比率：33.1％

⑤関連会社株式売却益：9,380千円

(資金の借入)

平成19年４月19日に、㈱りそな銀行より450,000

千円の資金の借入(長期借入金)を行っておりま

す。

(1)利率：1.94％

(2)最終返済期限：平成24年２月29日

(3)資金の使途：子会社向け増資資金

(ストック・オプション)

当社は平成19年６月26日開催の定時株主総会にお

いて、会社法第236条、第238条及び第239条の規

定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役、監

査役、執行役員及び従業員に対し特に有利な条件

をもってストック・オプションとして発行する新

株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任

することを決議いたしました。
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６．四半期個別財務諸表

(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   856,167   162,928   166,245  

２．売掛金   547,202   204,434   1,143,930  

３．たな卸資産   112,793   889,189   43,602  

４．その他 ※2,3  81,452   526,567   79,826  

流動資産合計   1,597,616 48.6  1,783,120 42.2  1,433,605 39.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1  112,650   100,514   117,886  

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア   158,490   356,563   146,296  

(2）ソフトウェア
仮勘定

  186,266   285,762   284,558  

(3）その他   3,410   3,050   3,320  

無形固定資産合計   348,168   645,375   434,175  

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式   464,000   780,200   914,000  

(2）繰延税金資産   589,298   624,571   515,939  

(3）その他   176,503   288,581   176,235  

投資その他の資産合
計

  1,229,802   1,693,353   1,606,174  

固定資産合計   1,690,621 51.4  2,439,243 57.8  2,158,237 60.1

資産合計   3,288,237 100.0  4,222,363 100.0  3,591,842 100.0
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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   186,684   97,922   142,919  

２．短期借入金   800,000   1,600,000   1,000,000  

３．１年内返済予定
長期借入金

  228,000   360,000   228,000  

４．前受金   －   397,333   －  

５．受注損失引当金   －   105,780   －  

６．その他  ※２  177,432   102,595   228,348  

流動負債合計   1,392,117 42.4  2,663,632 63.1  1,599,271 44.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   401,000   622,000   344,000  

２．受注損失引引当金   －   51,424   －  

３．その他   40,402   30,727   37,818  

固定負債合計   441,402 13.4  704,152 16.7  381,818 10.6

負債合計   1,833,519 55.8  3,367,784 79.8  1,981,089 55.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   402,710 12.2  402,980 9.5  402,790 11.2

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  844,916   845,186   844,996   

資本剰余金計   844,916 25.7  845,186 20.0  844,996 23.5

３．利益剰余金           

(1）繰越利益剰余金  212,726   △383,946   368,730   

利益剰余金計   212,726 6.5  △383,946 △9.1  368,730 10.3

４．自己株式   △5,635 △0.2  △6,948 △0.1  △5,763 △0.2

株主資本合計   1,454,717 44.2  857,271 20.3  1,610,753 44.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金 

  － －  △9,104 △0.2  － －

評価・換算差額等合計   － －  △9,104 △0.2  － －

Ⅲ　新株予約権   － －  6,412 0.1  － －

純資産合計   1,454,717 44.2  854,579 20.2  1,610,753 44.8

負債・純資産合計   3,288,237 44.2  4,222,363 100.0  3,591,842 100.0
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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   1,731,768 100.0  783,885 100.0  2,598,901 100.0

Ⅱ　売上原価   929,258 53.7  724,328 92.4  1,337,363 51.5

売上総利益   802,509 46.3  59,556 7.6  1,261,538 48.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   640,380 36.9  721,673 92.1  826,181 31.8

営業利益又は損失
(△)

  162,128 9.4  △662,116 △84.5  435,357 16.7

Ⅳ　営業外収益 ※1  6,635 0.4  19,241 2.5  12,054 0.5

Ⅴ　営業外費用 ※2  12,033 0.7  23,922 3.1  16,260 0.6

経常利益又は損失
(△)

  156,730 9.1  △666,796 △85.1  431,151 16.6

Ⅵ　特別利益 ※3  － －  12,000 1.5  － －

Ⅶ　特別損失 ※4  321,318 18.6  441,306 56.2  331,318 12.8

税引前第３四半期
純損失(△)又は当期
純利益

  △164,587 △9.5  △1,096,102 △139.8  99,833 3.8

法人税、住民税
及び事業税

 397   712   704   

法人税等調整額  △41,666 △41,268 △2.4 △344,138 △343,425 △43.8 66,443 67,148 2.5

第３四半期純損失
(△)又は当期純利益

  △123,318 △7.1  △752,676 △96.0  32,684 1.3
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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
自己株式 株主資本合計

その他利益剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 399,480 447,580 336,045 － 1,183,105 1,183,105

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 3,230 3,230 － － 6,460 6,460

第３四半期純損失（千円） － － △123,318 － △123,318 △123,318

自己株式の取得（千円） － － － △5,635 △5,635 △5,635

株式交換（千円） － 394,106 － － 394,106 394,106

第３四半期会計期間中の変動額合計（千

円）
3,230 397,336 △123,318 △5,635 271,612 271,612

平成18年12月31日　残高（千円） 402,710 844,916 212,726 △5,635 1,454,717 1,454,717

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
評価・換算

差額等 

新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金その他

利益剰余金

平成19年３月31日　残高（千円） 402,790 844,996 368,730 △5,763 1,610,753 － － 1,610,753

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 190 190 － － 380 － － 380

第３四半期純損失(千円) － － △752,676 － △752,676 － － △752,676

自己株式の取得（千円） － － － △1,185 △1,185 － － △1,185

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）
－ － － － － △9,104 6,412 △2,691

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
190 190 △752,676 △1,185 △753,481 △9,104 6,412 △756,173

平成19年12月31日　残高（千円） 402,980 845,186 △383,946 △6,948 857,271 △9,104 6,412 854,579

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
自己株式 株主資本合計

その他利益剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 399,480 447,580 336,045 － 1,183,105 1,183,105

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 3,310 3,310 － － 6,620 6,620

当期純利益（千円） － － 32,684 － 32,684 32,684

自己株式の取得（千円） － － － △5,763 △5,763 △5,763

株式交換（千円） － 394,106 － － 394,106 394,106

事業年度中の変動額合計（千円） 3,310 397,416 32,684 △5,763 427,647 427,647

平成19年３月31日　残高（千円） 402,790 844,996 368,730 △5,763 1,610,753 1,610,753
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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

 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

　時価のあるもの

─────────

(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

  時価のあるもの

第３四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。

(1）有価証券

子会社株式

 　　　　　 同左

 

その他有価証券

  時価のあるもの

─────────

 　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。

　時価のないもの

同左

　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。

貯蔵品

 最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(2）たな卸資産

　商品

　　　　　　　同左

 

　仕掛品

　　　　　　　同左

 

　貯蔵品

　　　　　　　同左

(2）たな卸資産

　商品

　　　　　　同左

 

　仕掛品

　　　　　　同左

 

　貯蔵品

　　　　　　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法によっております。なお、主な

耐用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　　　８～18年

　器具及び備品　　４～８年 

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

定額法によっております。なお、市場

販売目的のソフトウェアについては、

見込有効期間(３年)における見込販売

収益に基づく償却額と販売可能な残存

有効期間に基づく均等配分額を比較し

いずれか大きい金額を計上しておりま

す。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)

に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

均等償却によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 ───────── (1) 受注損失引当金

受注案件に係る将来の損失に備えるた

め、当第３四半期会計期間末における

受注案件のうち、損失の発生が見込ま

れ、かつ、その金額を合理的に見積る

ことができるものについて、その損失

見込額を計上しております

─────────

４．収益及び費用の計上基準 収益及び費用の計上は、原則として検

収基準によっております。ただし、作

業期間が６ヶ月超、かつ、受注金額が

５千万円以上で、収益及び費用の見積

りが可能なプロジェクトについては、

進行基準を採用しております。

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．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

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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

同左 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。これまでの

「資本の部」の合計に相当する金額は

1,454,717千円であります。なお、当第３四半

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、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1,610,753千円で

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。

（企業結合に係る会計基準等）

当第３四半期会計期間より、「企業結合に係る

会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31

日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業

会計基準第7号 平成17年12月27日)並びに「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平

成17年12月27日)を適用しております。

  ───────── （企業結合に係る会計基準等）

当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」

(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事

業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第

7号 平成17年12月27日)並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」(企業会計基準適用指針第10号 最終改正平

成18年12月22日)を適用しております。

  ───────── ───────── （繰延資産の会計基準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」（実務対応報告第19号 平成

18年8月11日）を適用しております。

これに伴い、前事業年度において営業外費用の

内訳として表示しております「新株発行費」に

ついては「株式交付費」（当事業年度は788千

円）とし、営業外費用の総額の100分の10以下

となったため、営業外費用の「その他」に含め

て表示することにいたしました。

  ───────── （減価償却方法の変更）

当第３四半期会計期間から、法人税法の改正

に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産の減価償却方法については、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。

 ───────── 
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表示方法の変更

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）

(四半期貸借対照表)

１.前第３四半期会計期間において区分掲記しておりました「未収入

金」(当第３四半期会計期間末残高51,806千円)は、資産の総額の100分

の５以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示すること

にいたしました。

２.前第３四半期会計期間において区分掲記しておりました「敷金保証

金」(当第３四半期会計期間末残高140,179千円)は、資産の総額の100

分の５以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表

示することにいたしました。

３.前第３四半期会計期間まで、投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました「繰延税金資産」は、当第３四半期会計期間末

において資産の総額の100分の５を超えることとなったため、区分掲記

しております。なお、前第３四半期会計期間における「繰延税金資産」

の金額は785千円であります。

４.前第３四半期会計期間において区分掲記しておりました「未払金」

(当第３四半期会計期間末残高54,539千円)は、資産の総額の100分の５

以下となったため、流動負債の「その他」に含めて表示することにい

たしました。

(四半期貸借対照表)

前第３四半期会計期間末において流動負債の「その他」に含めて表示

しておりました「前受金」は、当第３四半期会計期間末において、負

債及び純資産の合計額の100分の5を超えたため区分掲記いたしました。

なお、前第３四半期会計期間末の「前受金」は7,563千円であります。

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）

───────── 当第３四半期会計期間から、平成19年3月31日

以前に取得した有形固定資産については、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。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

─────────
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(4）注記事項等

（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

50,788千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

76,753千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

58,360千円 

※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　　　　 ─────────

※３．ファクタリング方式により譲渡した売上

債権の未収額19,372千円が含まれております。

※３．　　　 ───────── ※３．　　　　─────────

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座借越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当第３四半期会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 800,000千円

差引額 1,700,000千円

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座借越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当第３四半期会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。　

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 1,600,000千円

差引額 900,000千円

　４．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座借越契約を締結してお

ります。これら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。

 

当座貸越限度額の総額 2,500,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 1,500,000千円

（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．営業外収益のうち主要なもの

負ののれん償却額　　　　　　4,489千円

為替差益　　　　　　　　　　　672千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

負ののれん償却額　　　　　　7,090千円

受取利息　　　　　　　　　　4,490千円

※１．営業外収益のうち主要なもの 

負ののれん償却額　　　　　　7,073千円

 ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　　　　　11,245千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　　　　　23,178千円

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 　　　　　　　　　15,472千円

※３．　　　───────── ※３．特別利益のうち主要なもの 

　　関係会社株式売却益　　　　 12,000千円

※３．　　　───────── 

※４．特別損失のうち主要なもの 

ソフトウェア仮勘定評価損　321,318千円

※４．特別損失のうち主要なもの 

契約変更損　　　　　　　　439,806千円

※４．特別損失のうち主要なもの 

ソフトウェア仮勘定評価損　321,318千円

  ５．減価償却実施額

有形固定資産 　　　　　　 18,487千円

無形固定資産　　　　　　　61,203千円

  ５．減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　　18,393千円

無形固定資産　　　　　　　98,551千円

  ５．減価償却実施額 

有形固定資産　　　　　　　26,058千円

無形固定資産　　　　　　　89,739千円
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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）

自己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)

 自己株式     

 普通株式(注１) － 11.01 － 11.01

合計 － 11.01 － 11.01

  (注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。

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）

自己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)

 自己株式     

 普通株式(注１) 11.01 3.80 － 14.81

合計 11.01 3.80 － 14.81

  (注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己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)

 自己株式     

 普通株式(注１) － 11.01 － 11.01

合計 － 11.01 － 11.01

  (注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加は、端株の買取りによるものであります。
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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．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

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、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 41,184 8,972 32,212

ソフトウェア 45,169 39,302 5,866

合計 86,353 48,275 38,078

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

四半期
末残高
相当額
(千円)

器具及び備品 44,345 17,357 26,988

ソフトウェア 20,400 4,352 16,047

合計 64,745 21,709 43,036

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具及び備品 44,345 11,029 33,316

ソフトウェア 45,169 39,702 5,466

合計 89,514 50,731 38,782

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額

等

未経過リース料第３四半期末残高相当額

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額

等

未経過リース料第３四半期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 9,132千円

１年超 30,070千円

合計 39,202千円

１年内 12,456千円

１年超 32,038千円

合計 44,495千円

１年内 9,818千円

１年超 30,192千円

合計 40,010千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 12,330千円

減価償却費相当額 7,646千円

支払利息相当額 1,010千円

支払リース料 8,923千円

減価償却費相当額 8,147千円

支払利息相当額 1,006千円

支払リース料 15,029千円

減価償却費相当額 10,102千円

支払利息相当額 1,357千円

(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、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(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はありませ

ん。

(減損損失について）

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12月31日現在）、当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日現在）及び前事

業年度末（平成19年３月31日現在）において、子会社株式で時価のあるものはありません。

（企業結合会計）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

（パーチェス法適用関係）

当第３四半期会計期間における「企業結合会計(パーチェス法適用関係)」については、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ので、四半期財務諸表における注記事項としては記載しておりません。

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）

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）

（パーチェス法適用関係）

当事業年度における「企業結合会計(パーチェス法適用関係)」については、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ので、財務諸表における注記事項としては記載しておりません。 
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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 93,168円42銭

１株当たり第３四半期

純損失金額
7,957円08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３四半期純損失であるため記

載しておりません。

１株当たり純資産額 53,975円08銭

１株当たり第３四半期

純損失金額
48,008円47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３四半期純損失であるため記

載しておりません。

１株当たり純資産額 103,108円98銭

１株当たり当期純利益

金額
2,104円90銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
2,064円62銭

　（注）　１株当たり第３四半期純損失金額又は当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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株当たり第３四半期純損失金額(△)又は

当期純利益金額
   

第３四半期純損失(△)又は当期純利益

（千円）
△123,318 △752,676 32,684

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金）  (－) (－) (－)

普通株式に係る第３四半期純損失(△)

又は当期純利益（千円）
△123,318 △752,676 32,684

期中平均株式数（株） 15,504 15,678 15,535

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当

期)純利益金額
   

第３四半期(当期)純利益調整額

（千円）
－ － －

（うち支払利息(税額相当額控除後)) (－) (－) (－)

普通株式増加数（株） 332 － 303

（うち新株予約権） (332) (－) (303)

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)純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

ストック・オプション ６種類

新株予約権の数　　 1,887個

(普通株式　　　　　2,069株)

ストック・オプション ６種類

新株予約権の数　　 2,085個

(普通株式　　　　　2,178株)

ストック・オプション ６種類

新株予約権の数　　 1,841個

(普通株式　　　　　1,841株)
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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）

───────── （社債の発行）

当社は平成19年12月25日開催の取締役会において、

平成20年１月28日を払込期日とする第１回無担保

社債を発行する決議をいたしました。その概要は

次のとおりであります。

１．社債の名称

　　　ネクステック株式会社第１回無担保社債

　　　（株式会社三菱東京UFJ銀行保証付および

　　　　適格機関投資家限定）

２．社債の総額

　　　400,000千円

３．各社債の金額

　　　10,000千円の一種

４．利率

　　　第１回利息期間は、年0.97%

　　　以降、各利息期間については、決定され

　　　る基準利率に年率0.10%を加えた利率

５．発行価額

　　　額面100円につき金100円

６．償還価額

　　　額面100円につき金100円

７．払込期日（発行日）

　　　平成20年1月28日

８．償還の方法及び期限

　　　平成20年７月28日を第１回償還期日とし

　　　て、毎年１月28日および７月28日の２回

　　　に各々、各社債の金額あたり1,670千円を

　　　償還し、平成23年１月28日にその残額全

　　　部を償還する。

９．担保

　　　無担保

10．保証人

　　　株式会社三菱東京UFJ銀行

11．財務代理人

　　　株式会社三菱東京UFJ銀行

12．総額引受人

　　　株式会社三菱東京UFJ銀行

13．資金使途

　　　運転資金

(子会社の設立)

当社は、平成19年３月26日開催の取締役会におい

て、当社51％出資による子会社を設立することを

決議しました。

(1)子会社設立の目的

当社は、製造業専門のコンサルティング会社とし

て、業務改革グランドデザインからシステム開

発・導入、ソフトウェア開発・販売まで、PLMソ

リューションサービスを提供しておりますが、現

在、顧客のニーズがデータクレンジングサービス

やデータメンテナンスといったシステムの運用・

保守領域まで拡大してきているため、当社のサー

ビスライン拡大のため、同サービス領域における

専門メンバーを迎え、共同出資にて子会社を設立

するにいたりました。

(2)子会社の概要

①商号　ネクステックウェイブ㈱

②設立年月　平成19年4月2日

③本店所在地　東京都港区港南二丁目16番1号

④代表者名　首藤　晴美

⑤資本金　20,000千円

⑥大株主

ネクステック㈱　51％

首藤　晴美　　　29％

⑦主な事業内容　データマネジメント、システム

運用デザイン、データクレンジング

⑧決算期　3月

⑨当社との人的関係

取締役1名及び監査役1名はネクステック㈱役員が

兼務いたします。

(子会社株式の売却)

平成19年４月９日開催の取締役会において、当社

子会社である㈱フォー・リンク・システムズの株

式の一部の譲渡契約を締結することを決議しまし

た。

(1)譲渡の理由：業務提携を含めた連携強化の為

(2)当該子会社の概要

・商号：㈱フォー・リンク・システムズ

・事業内容：３次元CADの教育コンサルティング、

教育システム及びコンテンツの開発、販売

(3)譲渡の日程：平成19年４月12日

(4)当該子会社株式の売却に関する内容

①譲渡先：三菱UFJキャピタル㈱

②譲渡株数：1,200株

(発行済株式数(議決権総数)に対する割合　

17.68％)

③譲渡金額：156,000千円

④売却後の持分比率：33.14％

⑤関係会社株式売却益：12,000千円
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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）

(資金の借入)

平成19年４月19日に、㈱りそな銀行より450,000

千円の資金借入(長期借入金)を行っておりま

す。

(1)利率：1.94％

(2)最終返済期限：平成24年２月29日

(3)資金の使途：子会社向け増資資金

(ストック・オプション)

当社は平成19年６月26日開催の定時株主総会にお

いて、会社法第236条、第238条及び第239条の規

定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役、監

査役、執行役員及び従業員に対し特に有利な条件

をもってストック・オプションとして発行する新

株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任

することを決議いたしました。
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