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平成 20 年３月期  第 3 四半期財務・業績の概況 

 
                            平成 20 年２月 15 日 

上場会社名 株式会社デュオシステムズ 上場取引所   東証マザーズ   
コード番号  3742 ＵＲＬ http://www.duo.co.jp/  
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長  (氏名) 宇田川一則  
問合せ責任者 (役職名) 取締役管理本部長  (氏名) 志熊昌宏 ＴＥＬ：（03）5319 ― 3668  
                                           （百万円未満切捨） 
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     803  118.4 △339     ― △360    ― △1,283    ― 

19 年３月期第３四半期 367    ― △241     ― △249    ― △257    ― 

19 年３月期 910  △42  △55  △218 

 
 

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 △33,759 01    ―   ― 

19 年３月期第３四半期 △7,538 40    ―   ― 

19 年３月期 △6,228 90    ―   ― 

  
(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  1,867  631 33.8   16,610  96 

19 年３月期第３四半期   3,221 1,918 59.6   50,502  56 

19 年３月期   3,284 1,958 59.6   51,532  47 

 
(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 △88 △274 △41 204 

19 年３月期第３四半期 △189 480 △153 856 

19 年３月期 △125 153 △137 608 

 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第 3四半期末 

円  銭

19 年３月期第３四半期  ― 

20 年３月期第３四半期 ― 

 
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 1,260  38.4  △128  ―  △153  ― △1,031  ―  △27,123  73 
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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）     

： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
   [(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他 をご覧ください。] 
(4) 会計監査人の関与                 ： 有 

   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時
開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係
る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
５．個別業績の概況（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      154  △29.1     △154   ―      △150   ―   △1,376  ― 

19 年３月期第３四半期  217    ―     △151   ―      △148   ―     △151  ― 

19 年 3 月期 511  △72 △69      △112   

 
 

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  △36,215  21    ―   ―  

19 年３月期第３四半期   △4,432   57    ―   ― 

19 年 3 月期   △3,194  31    ―   ― 

 
 (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 916     643 70.2 16,930    15 

19 年３月期第３四半期 2,371    2,023 85.3  53,267    32  

19 年 3 月期 2,390 2,064 86.4 54,310    45 

 
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      620   21.3       52  ―         47  ― △1,131  ―  △29,754  54 

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通しは、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたもの
であり、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得ます。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
 

1. 連結経営成績に関する定性的情報等 
当第 3四半期連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資や輸出の増加などにより緩やかな景気回復傾向が続いた

ものの、雇用情勢等の改善に足踏みが見られ、また、サブプライムローン問題を背景とする米国経済の下振れリスクが

懸念されるなど、内外経済の先行きに不透明感が強まってきております。 

当業界におきましては、政府の情報化基本計画「ＩＴ新改革戦略」の具体的な施策集ともいえる「重点計画-2007」

を受け、ＩＴは、「社会経済における新たな価値の創出」のドライビング・フォースであるとともに、改革や創造のエ

ンジンとしての役割が期待されています。 

このような環境のなかで、当社グループは、公共機関や民間企業に対する「業務・システム最適化ソリューション」、

医療機関等に対する「医療関連支援システム」の提供に係わる受注・販売活動を強力に推進し、事業の拡大を図ってま

いりました。当社企業集団は、当社と、連結子会社２社（情報政策研究所株式会社、モイス研究所株式会社）により構

成されています。当第 3 四半期連結会計期間の企業集団としての業績は、中央省庁、自治体、独立行政法人等からの受

注においては、売上計上は年度末に集中するため、売上高 803 百万円（前年同期比 118.4％増）、営業損失 339 百万円

（前年同期は営業損失 241 百万円）、経常損失 360 百万円（前年同期は経常損失 249 百万円）となり、また、当第 3 四

半期連結会計期間に、本社移転関連費用を計上したことや連結子会社ののれんを減損処理したことなどにより、四半期

純損失 1,283 百万円（前年同期は四半期純損失 257 百万円）となりました。なお、子会社であるモイス研究所株式会社

の損益は、平成 19 年３月期第３四半期より連結損益に反映されているため、前年同期実績には、同社中間期の売上高・

利益は含まれておりません。以下、前年同期比較の表記につき同様であります。 

事業のセグメント別の成果については次のとおりであります。 

 （業務・システム最適化ソリューション） 

業務・システム最適化ソリューションは当社とその連結完全子会社である情報政策研究所株式会社によって提供され

ています。公共機関のシステムについては、システム化の範囲を分割し開発や運用の工程を分離して調達を行う分離調

達の動きが加速しており、また、徹底した業務改革・トータルコストの低減等を実現するべくＰＤＣＡサイクルの下、

評価結果に基づく必要な見直しを行ないつつ最適化を推進することが求められております。他方、民間企業においては

内部統制導入に関連したＩＴ活用の必要性が幅広く認識されてきました。 

 こうした情勢をふまえ、各種セミナーの積極的な開催など、顧客ニーズを先取りする取組を行ってまいりました。 

 このようなマーケティング活動を通じて、公共機関向け実施中のプロジェクト件数は、当第3四半期会計期末も過去

の実績を上回っており、最適化計画が求められる公共機関等からの当社グループに対する高い評価が定着してきている

ことの現われと認識しております。更に、体制を一層強化し効率的な運営を図るため、当第3四半期会計期間中に本社

事務所移転を行なうなど、ソリューション提供をより効率的に推進できる各種施策を実行しております。 

 当第3四半期連結会計期間においては、公共機関に対する実績は確実に積み上がってきておりますが、公共機関の売

上計上は年度末に集中することから、業務・システム最適化ソリューション事業の売上高は155百万円（前年同期は217

百万円）、営業損失は154百万円（前年同期は営業損失152百万円）となりました。 

 （医療関連支援システム） 

 医療関連支援システム事業は、モイス研究所株式会社が担っております。医療業界におきましては、少子高齢化の進

行、医療技術の進歩、国民の意識の変化など、医療を取り巻く環境の変化に対応し、より質の高い効率的な医療サービ

スの提供を図るため、ＩＴ化の進展は重要な課題となっております。 
このような環境下、保険薬局支援システム、医療システム、福祉システムの３部門を一体として展開できる強みを活

かした営業活動に取り組んでおり、当第 3 四半期連結会計期間の医療関連支援システム事業の売上高は 647 百万円（前

年同期は 150 百万円）、営業損失 184 百万円（前年同期は営業損失 86 百万円）となりました。 
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2. 連結財政状態に関する定性的情報 
 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第 3 四半期連結会計期間末の資産の部は、1,867 百万円（前期末比 1,416 百万円減少）となりました。 

これは主に、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が 405 百万円減少したこと及びのれんが、償却費 71 百万円、

減損損失 831 百万円の計上により 903 百万円減少したことによるものです。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の負債の部は、1,235 百万円（前期末比 89 百万円減少）となりました。これは主に、 

前連結会計年度末に比べ、買掛金が 37 百万円減少したこと及び社債の償還 36 百万円があったこと等によるもので 

す。 

（純資産） 

 当第 3 四半期連結会計期間末の純資産の部は、631 百万円（前期末比 1,327 百万円減少）となりました。 

これは主に、四半期純損失 1,283 百万円の計上に伴う利益剰余金の減少によるものです。 

 
キャッシュ・フローの状況 

当第 3 四半期連結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、前連結会計年度に比して

404 百万円減少し、204 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。 

営業活動の結果支出した資金は 88 百万円（前年同期は 189 百万円の支出）となりました。これは主に、前連結会 

計年度末に比べ、売上債権が 230 百万円減少したものの、前連結会計年度末に比べ、たな卸資産が 180 百万円増加し

たこと、仕入債務が 37 百万円減少したこと、賞与引当金が 10 百万円減少したこと及び利息の支払が 16 百万円あっ

たこと等によるものであります。 

投資活動の結果支出した資金は 274 百万円（前年同期は 480 百万円の収入）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出 25 百万円、無形固定資産の取得による支出 226 百万円及び差入保証金の支払による支出 27

百万円があったこと等によるものであります。 

財務活動の結果支出した資金は 41 百万円（前年同期は 153 百万円の支出）となりました。これは、短期借入金が

102 百万円純増したこと及び長期借入れによる収入 50 百万円があったものの、長期借入金の返済による支出が 156

百万円があったこと及び社債の償還による支出が 36 百万円あったことによるものであります。 

 
3. 業績予想に関する定性的情報等 
 

当期におきましては、11 月に本社移転を行うなど効率化諸施策を実行するとともに、公共性の高い分野における多

くの実績と高い評価を活かしながら収益力の回復を図っております。 

当連結会計年度（平成 20 年 3 月期通期）の連結および個別業績予想につきましては、当第 3 四半期連結会計期間

中に、本社事務所移転費用とともに、連結子会社の減損損失として特別損失に計上することをふまえて開示いたしま

した平成 20 年 1 月 11 日付け「子会社株式の譲渡に伴う特別損失の発生ならびに業績予想の修正に関するお知らせ」

のとおりでございます。その後も当該子会社株式に関して譲渡を引続き検討中であることは、平成 20 年 2 月 4 日付

け「子会社株式の譲渡延期に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおりでございます。 

なお、詳細につきましては、それぞれの開示資料をご参照ください。 

 
※上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、リスクや不確定な要素等の要因が含

まれており、実際の成果や業績等は記載の予想とは異なる可能性があります。 
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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） 

  該当事項はありません。  

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用  

該当事項はありません。 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

 

 （有形固定資産の減価償却の方法） 

  当第 3 四半期連結会計期間から平成 19 年度法人税法改正に伴い、平成 19 年４月１日以降に取得した減

価償却資産については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

  なお、この変更による第 3 四半期連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
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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  756,607 104,368  509,432 

２．受取手形及び
売掛金 

 218,411 222,244  453,062 

３．有価証券  99,408 100,027  99,523 

４．たな卸資産  108,358 214,539  34,348 

※2 107,621 25,012  105,938 ５．その他 
 
  貸倒引当金  △140 △220  △220 

流動資産合計   1,290,267 40.1 665,972 35.7  1,202,084 36.6

Ⅱ 固定資産     

※1 52,242 42,727  48,448 １．有形固定資産 
 
２．無形固定資産     

(1)のれん  927,635 ―  903,697 

(2)ソフトウェア  113,468 474,239  514,092 

(3)ソフトウェア
仮勘定 

 491,797 319,777  209,696 

(4)その他 1,187 1,267  1,163 

 無形固定資産
合計 

1,534,089 795,284  1,628,650 

３．投資その他の
資産 

 

   

(1)投資有価証券  ― 203,443  263,462 

(2)差入保証金  ― 130,588  ― 

(3)その他  344,477 29,036  141,360 

投資その他の資産
合計 

 344,477 363,068  404,823 

固定資産合計   1,930,809 59.9 1,201,080 64.3  2,081,922 63.4

 資産合計   3,221,077 100.0 1,867,052 100.0  3,284,007 100.0
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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  74,743 27,776  64,950 

２．短期借入金  480,000 570,000  468,000 

３．１年内返済
予定長期借
入金 

 136,310 185,788  200,180 

４．１年内償還
予定社債 

 73,400 73,400  73,400 

５. 賞与引当金  ― ―  10,095 

６. その他  93,907 106,118  102,295 

 流動負債合計   858,361 26.6 963,082 51.6  918,921 28.0

Ⅱ 固定負債       

１．社債  186,600 113,200  149,900 

２．長期借入金  241,540 148,080  240,495 

３．その他 16,337 11,291  15,890 

 固定負債合計 
 

 444,477 13.8 272,571 14.6  406,285 12.4

 負債合計   1,302,838 40.4 1,235,653 66.2  1,325,206 40.4

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   729,125 730,070   730,070

２．資本剰余金   1,636,268 1,334,198   1,637,213

３．利益剰余金   △447,098 △1,388,587  △408,388

 株主資本合計   1,918,294 59.6 675,680 36.2 
 

1,958,894 59.6

Ⅱ 評価・換算差
額等 

    

その他有価証券
評価差額金 

  △55 △44,281   △94

評価・換算差
額等合計 

  △55 △0.0 △44,281 △2.4  △94 △0.0

純資産合計   1,918,238 59.6 631,399 33.8  1,958,800 59.6

負債純資産合計   3,221,077 100.0 1,867,052 100.0  3,284,007 100.0
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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   367,705 100.0  803,041 100.0  910,407 100.0 

Ⅱ 売上原価   272,467 74.1  637,780 79.4  482,557 53.0 

   売上総利益   95,237 25.9  165,260 20.6  427,850 47.0 

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  336,949 91.6  504,736 62.9  470,457 51.7 

営業損失   241,711 △65.7  339,476 △42.3  42,607 △4.7 

Ⅳ 営業外収益      

  １．受取利息  4,561 565  4,815 

  ２．受取配当金  ― 48  ― 

  ３  賃貸収入  ― 822  ― 

  ４．その他  748 5,310 1.4 1,631 3,068 0.4 1,265 6,081 0.7 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  6,833  17,640 13,007  

２．社債保証料  1,434     ― ―  

３．持分法による投資損失  2,238  ― 2,238  

４．その他  2,357 12,863 3.5 6,336 23,976 3.0 3,821 19,067 2.1 

 経常損失   249,264 △67.8  360,384 △44.9  55,593 △6.1 

Ⅵ 特別利益     ―      ―  ―      ―  21,732    2.4

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※2 ―  22,634  ―  

２．移転費用  5,000  46,678  ―  

３．投資有価証券評価損  ―  18,461  39,062  

４．減損損失 ※3 ―  831,708  ―  

５．その他  ― 5,000 1.3 ― 919,482 114.5 13,031 52,093   5.7

税金等調整前第3四半
期(当期)純損失 

 254,264 △69.1 1,279,866 △159.4  85,954 △9.4 

法人税、住民税 
及び事業税 

 2,892  3,347  3,998  

法人税等調整額  ― 2,892 0.8 ― 3,347 0.4 128,494 132,492 14.6 

第３四半期（当期）純
損失 

 257,157 △69.9 1,283,213 △159.8  218,447 △24.0 
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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 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成 18 年３月 31 日残高 
        （千円） 726,695 585,445 △189,940 1,122,199 

第 3 四半期連結会計期間中

の変動額    

新株の発行 
（新株予約権の行使） 2,430 2,430 4,860 

株式交換による増加  1,048,393 1,048,393 

第 3 四半期純損失   △257,157 △257,157 

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） 2,430 1,050,823 △257,157 796,095 

平成 18 年 12 月 31 日残高 
        （千円） 729,125 1,636,268 △447,098 1,918,294 

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 
        （千円） ― ― 1,122,199

第 3 四半期連結会計期間中

の変動額    

新株の発行 
（新株予約権の行使）  4,860

株式交換による増加  1,048,393

第 3 四半期純損失  △257,157

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） 
△55 △55 △55

第 3 四半期連結会計期間中

の変動額合計   （千円） △55 △55 796,039

平成 18 年 12 月 31 日残高 
        （千円） △55 △55 1,918,238
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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） 
 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成 19 年３月 31 日残高 
        （千円） 730,070 1,637,213 △408,388 1,958,894 

第 3 四半期連結会計期間中

の変動額    

資本準備金取崩額  △303,014 303,014 ― 

第 3 四半期純損失  △1,283,213 △1,283,213 

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） ― △303,014 △980,199 △1,283,213 

平成 19 年 12 月 31 日残高 
        （千円） 730,070 1,334,198 △1,388,587 675,680 

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年３月 31 日残高 
        （千円） △94 △94 1,958,800

第 3 四半期連結会計期間中

の変動額    

資本準備金取崩額  ―

第 3 四半期純損失  △1,283,213

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） 
△44,187 △44,187 △44,187

第 3 四半期連結会計期間中

の変動額合計   （千円） △44,187 △44,187 △1,327,401

平成 19 年 12 月 31 日残高 
        （千円） △44,281 △44,281 631,399
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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） 
 

株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成 18 年３月 31 日残高 
        （千円） 726,695 585,445 △189,940 1,122,199 

連結会計年度中の変動額    

新株の発行 3,375 3,375 6,750 

株式交換による増加  1,048,393 1,048,393 

当期純損失   △218,447 △218,447 

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額） 
   

連結会計年度中の変動額 
合計         （千円） 3,375 1,051,768 △218,447 836,695 

平成 19 年３月 31 日残高 
        （千円） 730,070 1,637,213 △408,388 1,958,894 

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 
        （千円） ― ― 1,122,199

連結会計年度中の変動額    

新株の発行  6,750

株式交換による増加  1,048,393

当期純損失  △218,447

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額） 
△94 △94 △94

連結会計年度中の変動額 
合計         （千円） △94 △94 836,601

平成 19 年３月 31 日残高 
        （千円） △94 △94 1,958,800
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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 

    

１．税金等調整前第3四半期(当
期)純損失 

 △254,264 △1,279,866 △85,954 

２．減価償却費  22,397 165,107 52,472 

３．減損損失  ― 831,708 ― 

４. のれん償却額  23,763 71,814 47,526 

５. 貸倒引当金の増減額  △44 ― 35 

６. 賞与引当金の減少額  △14,925 △10,095 △4,830 

７．受取利息及び受取配当金  △4,561 △614 △4,815 

８．支払利息  6,833 17,640 13,007 

９．株式交付費  470 ― 470 

10．持分法による投資損失  2,238 ― 2,238 

11．投資有価証券評価損  ― 18,461 39,062 

12．有形固定資産除却損  ― 22,634 ― 

13．売上債権の増減額  87,262 230,817 △147,387 

14．たな卸資産の増加額  △82,274 △180,190 △8,264 

15. 仕入債務の増減額  43,902 △37,174 34,109 

16. 未払金の増減額  1,904 22 △4,624 

17. 未払費用の増減額  △895 2,988 △1,753 

18．未収消費税等及び未払消費税
等の増減額 

 △23,339 4,734 △17,590 

19. その他  6,579 72,902 △28,136 

小計  △184,954 △69,108 △114,436 

20. 利息及び配当金の受取額  4,654 614 4,998 

21. 利息の支払額  △7,087 △16,839 △13,689 

22. 法人税等の支払額  △1,757 △3,392 △2,259 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △189,144 △88,726 △125,386 
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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 

    

１. 有形固定資産の取得による
支出 

 △13,187 △25,041 △13,665 

２. 無形固定資産の取得による
支出 

 △86,187 △226,469 △230,053 

３. 投資有価証券の取得による
支出 

 △30,000 △5,250 △226,957 

４．差入保証金の回収による収入  ― 10,254 ― 

５．差入保証金の支払による支出  ― △27,734 △662 

６．貸付けによる支出  △1,400,000 ― △1,400,000 

７．貸付金の回収による収入  1,900,000 ― 1,903,000 

８．保険積立金の支払による支出  △4,992 △2,144 △8,352 

９. 関係会社株式の売却による
収入 

 ― ― 15,500 

10．株式交換による子会社資金の
受入額 

 114,437 ― 114,437 

11．その他  △9 2,060 △19 

投資活動によるキャッシュ・ 
フロー 

 480,059 △274,326 153,226 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

１．短期借入金の純増減額  △103,000 102,000 △115,000 

２．長期借入れによる収入  ― 50,000 100,000 

３．長期借入金の返済による支出  △34,530 △156,807 △71,705 

４．株式発行による収入  4,389 ― 6,279 

５．社債の償還による支出  △20,000 △36,700 △56,700 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △153,140 △41,507 △137,125 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  137,774 △404,559 △109,285 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 718,241 608,955 718,241 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第3四半
期末(期末)残高 

※1 856,016 204,395 608,955 
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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 

全ての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社の数 2社 

  連結子会社名  

   情報政策研究所株式会社

   モイス研究所株式会社 

   （注）モイス研究所株式

会社は、当第3四半期連結

会計期間において新たに

取得したため、連結の範

囲に含めております。 

全ての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社の数 2社 

  連結子会社名  

   情報政策研究所株式会社 

   モイス研究所株式会社 

 

全ての子会社を連結しており

ます。 

連結子会社の数 2社 

  連結子会社名  

   情報政策研究所株式会社

   モイス研究所株式会社 

   （注）モイス研究所株式

会社は、当連結会計年度

において新たに取得した

ため、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 

関連会社はすべて持分法を適

用しております。 

 (1) 持分法を適用した関連会

社数 

1社

会社等の名称 

株式会社アストラルマ

ネジメントカンパニー 

該当事項はありません。 関連会社はすべて持分法を適

用しております。 

(1) 持分法を適用した関連会

社数 

          －社

会社等の名称 

   株式会社アストラルマネ

ジメントカンパニーは、

持分の全てを売却したこ

とにより、持分法適用関

連会社から除外しており

ます。 

 (2) 持分法の適用の手続につい

て特に記載する必要がある

と認められる事項  

   持分法適用会社（株式会

社アストラルマネジメント

カンパニー）の決算日は第

3 四半期連結決算日と異な

るため、連結財務諸表の作

成に当たっては、第 3 四半

期連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

 (2) 持分法の適用の手続につい

て特に記載する必要がある

と認められる事項  

 

３ 連結子会社の（四半期）

決算日等に関する事項 

情報政策研究所株式会社の

第3四半期決算日は、第3四半

期連結決算日と一致しており

ます。 

モイス研究所株式会社の第

3四半期決算日は10月31日で

あります。連結財務諸表の作

成にあたっては同日現在の第

3四半期財務諸表を使用し、第

3四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。 

同左   情報政策研究所株式会社の

決算日は、連結決算日と一致

しております。 

モイス研究所株式会社の決

算日は１月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっ

ては同日現在の財務諸表を使

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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 第3四半期連結会計期間

末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） 

時価のないもの 

  移動平均法による原価法

によっております。 

なお、投資事業組合等へ

の出資については、事業年

度の財務諸表に基づいて、

組合の純資産を当社の出

資持分割合に応じて投資

有価証券として計上して

おります。 

 

(イ) 有価証券 

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

によっております。 

  なお、投資事業組合等へ

の出資については、中間財

務諸表に基づいて、組合の

純資産を当社の出資持分

割合に応じて投資有価証

券として計上しておりま

す。 

 

(イ) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結会計年度末日の市

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） 

時価のないもの 

  移動平均法による原価

法によっております。 

  なお、投資事業組合等へ

の出資については、事業年

度の財務諸表に基づいて、

組合の純資産を当社の出

資持分割合に応じて投資

有価証券として計上して

おります。 

 (ロ) デリバティブ 

 時価法によっております 

(ハ)たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価

法によっております。 

仕掛品 

個別法による原価法に

よっております。 

貯蔵品 

最終仕入原価法によっ

ております。 

(ロ) デリバティブ 

同左 

(ハ)たな卸資産 

  商品 

同左 

 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

(ロ) デリバティブ 

同左 

(ハ)たな卸資産 

  商品 

同左 

 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 
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項目 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成18年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) 

(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      3～18年 

工具器具備品 3～15年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)無形固定資産 

市場販売目的の当社が開

発したソフトウエアについ

ては見込販売期間（３年）に

基づく定額法、自社利用ソフ

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。 

(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      3～18年 

工具器具備品 3～15年    

(会計処理の変更) 

  法人税法の改正に伴い、当

第３四半期連結会計期間か

ら、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改

正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

  当該変更に伴う損益に与

える影響は軽微であります。 

(追加情報) 

  当第３四半期連結会計期

間から、平成19年３月31日以

前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年間

で均等償却する方法によっ

ております。        

当該変更に伴う損益に与

える影響は軽微であります。  

(ロ)無形固定資産 

同左 

(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      3～18年 

工具器具備品 3～15年  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)無形固定資産 

同左 
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項目 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成18年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) 

(3) 重要な引当金の計

上基準 

 

(イ)貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備

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

不能見込額を計上することと

しております。 

(ロ)賞与引当金 

 

 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(ロ)賞与引当金 

 

 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(ロ)賞与引当金 

従業員に対する賞与の

支給に備えて、支給見込額

の当連結会計年度負担額

を計上しております。 

(4) 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。 

同左 同左 

 

 

 

(5) その他四半期連結

財務諸表（連結財

務諸表）作成のた

めの重要な事項 

 消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 消費税等の会計処理 

同左 

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、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か月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

同左 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

する会計基準等） 

当第3四半期連結会計期間から

「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

委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準第５号)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

委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８号）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、1,918,238千円

であります。 

中間連結財務諸表規則の改正に

より、当第3四半期連結会計期間に

おける四半期連結財務諸表は、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

する会計基準等） 

当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

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」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）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、1,958,800千円で

あります。 

連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、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等） 

当第3四半期連結会計期間から

「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」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準第７

号）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」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準適

用指針第10号）を適用しておりま

す。 

この結果、経常損失及び税金等調

整前第3四半期純損失が102,966千円

それぞれ減少しております。 

 （企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」(企業会計基準委員会

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

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第７号）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」（企業会計基準委員

会 最終改正平成18年12月22日 企

業会計基準適用指針第10号）を適用

しております。 

この結果、経常損失及び税金等調整

前当期純損失が102,966千円それぞれ

減少しております。 
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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) 

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取り扱い） 

当第3四半期連結会計期間から、

「繰延資産の会計処理に関する当

面の取り扱い」（企業会計基準委

員会 平成18年８月11日 実務対

応指針第19号）を適用しておりま

す。 

従来は営業活動によるキャッシ

ュ・フローの内訳として表示して

いた「新株発行費」は、当第3四半

期連結会計期間より「株式交付費」

として表示する方法に変更してお

ります。 

 

 
（繰延資産の会計処理に関する当面の

取り扱い） 

当連結会計年度から「繰延資産の

会計処理に関する当面の取り扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８

月11日 実務対応指針第19号）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、従来は営業活動によるキャ

ッシュ・フローの内訳として表示し

ていた「新株発行費」は、当連結会

計年度より「株式交付費」として表

示する方法に変更しております。 
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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） 

「のれん」は、前第3四半期連結会計期間末において区

分掲記しておりましたが、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１を下回ったため、無形固

定資産の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第3四半期連結会計期間末の「のれん」は、175

千円であります。                   

「投資その他の資産」として、前第3四半期連結会計期

間末において一括掲記しておりました「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を上回ったため、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の「投資有価証券」

は、105,746千円であります。 

「投資その他の資産」として、前第3四半期連結会計期

間末において一括掲記しておりました「差入保証金」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を上回ったため、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の「差入保証金」は、

112,445千円であります。 

 （四半期連結損益計算書） 

「社債保証料」は、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が、当第3四半期連結会計期間に

おいて、営業外費用の100分の10を下回ったため、営業外

費用の「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第3四半期連結会計期間の「社債保証料」は、

1,105千円であります。 
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 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) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

60,809千円 

 

※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、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

35,711千円

 

※２  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

65,082千円

 

※２ 

 

 

 (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とおり

であります。 

給与手当        85,291千円 

役員報酬      48,316千円 

 

※２                

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

給与手当        148,360千円 

役員報酬        57,695千円 

のれん償却額      71,814千円 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

建物           20,499千円 

工具器具備品       2,135千円 

  計         22,634千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

給与手当       114,645千円 

役員報酬      65,060千円 

のれん償却額    47,526千円 

※２                

※３                ※３ 減損損失 

当社グループは、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上い

たしました。 

場所 用途 種類 

モイス研究
所株式会社
(東京都 
千代田区)

 

 

 
 

のれん 
 

当社グループは、会社毎に資産

のグルーピングを行い、減損損失

の認識の判定を行っております。 

減損損失は、連結子会社である

モイス研究所株式会社の株式取得

により発生したのれんのうち、当

第 3 四半期連結会計期間末におけ

る未償却残高 831,708 千円につい

て、残存償却年数にわたって回収

可能性が認められないため、認識

したものであります。 

※３                
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 
前第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

 発行済株式に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 

当第3四半期 
連結会計期間末 

普通株式 （株） 30,968 7,015 ― 37,983 

（変更事由の概要） 
増加数の内訳は、次のとおりであります。 
 株式交換による増加 6,943 株 

 ストックオプションの権利行使による増加 72 株 
 

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） 
 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第3四半期 

連結会計期間末 

普通株式 （株） 38,011 ― ― 38,011 

 
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） 

 発行済株式に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 （株） 30,968 7,043 ― 38,011 

（変更事由の概要） 
増加数の内訳は、次のとおりであります。 
 株式交換による増加 6,943 株 

 ストックオプションの権利行使による増加 100 株 
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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 

現金及び預金       756,607千円 
有価証券        99,408千円 
現金及び現金同等物  856,016千円 

※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 

現金及び預金       104,368千円 
有価証券       100,027千円 
現金及び現金同等物  204,395千円 

※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 

 

現金及び預金       509,432千円 
有価証券        99,523千円 
現金及び現金同等物  608,955千円 
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（リース取引関係） 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年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) 

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 

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 

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

累計額相当額及び第3四半期末残高相当

額 

1 リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び第3四半期末残高

相当額 

1 リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 

取得価 
額相当 

額 
（千円）

減価償却
累計額 
相当額 

（ 千 円 ）

第3四半 
期末残高 
相当額 
（千円） 

工具 
器具 
備品 

36,865 17,522 19,342 

合計 36,865 17,522 19,342 

  

 

 

取得価
額相当

額 
（千円）

減価償却
累計額 
相当額 

（ 千 円 ）

第3四半
期末残高
相当額

（千円）

工具
器具
備品

31,399 22,220 9,178

合計 31,399 22,220 9,178

  

 

 

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）

工具 
器具 
備品 

36,865 19,474 17,390

合計 36,865 19,474 17,390

  

２ 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 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 

１年超 

7,818千円 

12,199千円 

合計 20,017千円 
  

 
１年内 

１年超 

4,065千円 

5,618千円 

合計 9,683千円 
  

３ 支払リース料、減価償却費相当額 

及び支払利息相当額 
３ 支払リース料、減価償却費相当額 

及び支払利息相当額 

 
１年内 

１年超 

7,802千円 

10,289千円 

合計 18,091千円 
  
３ 支払リース料、減価償却費相当額 

及び支払利息相当額 
 

支払リース料 4,586千円 

減価償却費相当額 4,199千円 

支払利息相当額 478千円 
  

 
支払リース料 6,331千円 

減価償却費相当額 5,781千円 

支払利息相当額 516千円 
  

 
支払リース料 6,725千円 

減価償却費相当額 6,151千円 

支払利息相当額 691千円 
  

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 
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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） 

１ 時価のある有価証券 

区分 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） 

その他有価証券    

  ① 株式 2,047 2,756 708 

  ② その他 99,311 99,408 97 

計 101,358 102,164 806 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 四半期連結貸借対照表計上額 (千円) 

その他有価証券  

  ① 非上場株式   96,930 

  ② 投資事業組合出資金    6,060 

計  102,990 

 

当第3四半期連結会計期間末（平成19年12月31日） 

１ 時価のある有価証券 

区分 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） 

その他有価証券    

  ① 株式 2,047 1,926 △121 

  ② その他 99,311 100,027 715 

計 101,358 101,953 594 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 四半期連結貸借対照表計上額 (千円) 

その他有価証券  

  ① 非上場株式   44,656 

  ② 投資事業組合出資金  156,860 

計  201,517 
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前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１ 時価のある有価証券 

区分 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額（千円） 

その他有価証券    

  ① 株式 2,047 2,577 529 

  ② その他 99,311 99,523 211 

計 101,358 102,100 741 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 連結貸借対照表計上額 (千円) 

その他有価証券  

  ① 非上場株式   57,867 

  ② 投資事業組合出資金  203,017 

計  260,884 
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(デリバティブ取引関係) 

前第 3 四半期連結会計期間末（平成 18 年 12 月 31 日） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

対象物 
の種類 

取引の 
種類 

契約額等 
(千円) 

契約額等のうち 
1 年超 (千円) 

時 価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金 利 スワップ 
取 引 200,000 200,000 △5,217 △5,217

合 計 200,000 200,000 △5,217 △5,217

 

(注) 時価の算定方法 
   時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
 
 当第 3 四半期連結会計期間末（平成 19 年 12 月 31 日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
対象物 
の種類 

取引の 
種類 

契約額等 
(千円) 

契約額等のうち 
1 年超 (千円) 

時 価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金 利 スワップ 
取 引 200,000 200,000 △3,983 △3,983

合 計 200,000 200,000 △3,983 △3,983

 

(注) 時価の算定方法 
   時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
 
 前連結会計年度末（平成 19 年３月 31 日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
対象物 
の種類 

取引の 
種類 

契約額等 
(千円) 

契約額等のうち 
1 年超 (千円) 

時 価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

金 利 スワップ 
取 引 200,000 200,000 △5,031 △5,031

合 計 200,000 200,000 △5,031 △5,031

 

(注) 時価の算定方法 
   時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 
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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） 
 業務・システム最

適化ソリューショ
ン事業 

（千円） 

医療関連支援シス
テム事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高及び営業損益  

 (1)外部顧客に対する 
  売上高 217,598 150,107 367,705 ― 367,705

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 217,598 150,107 367,705 ― 367,705

営業費用 370,299 236,959 607,259 2,157 609,416

営業損失 152,700 86,852 239,553 (2,157) 241,711

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 
     事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

事業区分 主要なサービス 

業務・システム最適化 
ソリューション事業 業務・システム最適化コンサルティングサービス 

医療関連支援システム事業 医療・薬局・福祉系システム・パッケージソフトの開発及び販売 

   ２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（2,157 千円）は、親会社の管理

部門に係る費用であります。 
 

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） 
 業務・システム最

適化ソリューショ
ン事業 

（千円） 

医療関連支援シス
テム事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高及び営業損益  

 (1)外部顧客に対する 
  売上高 155,784 647,256 803,041 ― 803,041

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 155,784 647,256 803,041 ― 803,041

営業費用 310,260 832,032 1,142,292 225 1,142,517

営業損失 154,475 184,775 339,250 (225) 339,476

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 
       事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

事業区分 主要なサービス 

業務・システム最適化 
ソリューション事業 業務・システム最適化コンサルティングサービス 

医療関連支援システム事業 医療・薬局・福祉系システム・パッケージソフトの開発及び販売 

   ２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（2,055 千円）は、親会社の管理

部門に係る費用であります。 
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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） 
 業務・システム最

適化ソリューショ
ン事業 

（千円） 

医療関連支援シス
テム事業 

（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高及び営業損益  

 (1)外部顧客に対する 
  売上高 512,495 397,912 910,407 ― 910,407

 (2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 512,495 397,912 910,407 ― 910,407

営業費用 585,446 364,859 950,306 2,708 953,015

営業利益又は営業損失

（△） △72,950 33,052 △39,898 (2,708) △42,607

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 
       事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。 

事業区分 主要なサービス 

業務・システム最適化 
ソリューション事業 業務・システム最適化コンサルティングサービス 

医療関連支援システム事業 医療・薬局・福祉系システム・パッケージソフトの開発及び販売 

   ２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（2,708 千円）は、親会社の管理部

門に係る費用であります。 
 
【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） 
  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） 

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

前連結会計年度（自 平成 18 年 4 月１日 至 平成 19 年 3 月 31 日） 
 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 
 
 
【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） 
海外売上高がないため該当事項はありません。 

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

  海外売上高がないため該当事項はありません。 
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(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） 

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業

の名称及び取得した議決権比率 
 (1) 被取得企業の名称及び事業の内容 
    モイス研究所株式会社  医療関連支援システム事業 
 (2) 企業結合を行った主な理由 
    医療関連システム事業への参入 
 (3) 企業結合日 
    平成 18 年８月１日 
 (4) 企業結合の法的形式 
    株式交換 
 (5) 結合後企業の名称 
    株式会社デュオシステムズ 
 (6) 取得した議決権比率 
    100.0％ 
 
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 
  当中間連結会計期間末において株式の取得が行われたものとみなして処理しており、当第 3 四半期連結会計期間

より業績には含んでおります。 
 
３．被取得企業の取得原価及びその内訳 
  取得の対価 
   株式会社デュオシステムズの株式 1,048,393 千円 
  取得に直接要した支出 
   アドバイザリー費用等         102,966 千円 
      取得原価           1,151,359 千円 
 
４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法ならびに交付株式数及びその評価額 
 (1) 株式の種類及び交換比率 
    普通株式  株式会社デュオシステムズ １：モイス研究所株式会社 1.756 
 (2) 交換比率の算定方法 
    株式交換比率につきましては、第三者機関が以下の方法で算出した結果を踏まえ、両者間で協議のうえ、決

定いたしました。 
    株式会社デュオシステムズ 平成 18 年１月４日から平成 18 年３月 31 日までのマザーズ市場株価の平均値 
    モイス研究所株式会社   DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法及び類似会社比準法 
 (3) 交付株式数及びその評価額 
    6,943 株  1,048,393 千円 
 
５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 
 (1) のれんの金額   950,523 千円 

(2) 発生原因 
モイス研究所株式会社の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであ 

ります。 
 (3) 償却の方法及び償却期間 
    10 年間で均等償却 
 
６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 
   流動資産       240,908 千円 
   固定資産        676,064 千円  
    資産計        916,973 千円  
   流動負債       551,672 千円 
   固定負債        164,464 千円  
    負債計        716,137 千円 
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７．企業結合が当第３四半期連結会計期間開始日に完了したと仮定した場合の当第３四半期連結会計期間の四半期連

結損益計算書に及ぼす影響の概算額 
    売上高及び損益情報 

売上高        945,224 千円 
    営業損失       337,914 千円 
    経常損失       359,799 千円 
    第 3 四半期純損失   345,469 千円 
    1 株当たり第 3 四半期純損失    10,127.22 円  
 
（注）概算額の算定方法及び重要な前提条件 
  ①企業結合が当第３四半期会計期間開始日に完了したと仮定して、売上高及び損益情報を計算しております。 
  ②のれんの償却期間及び償却方法は当第３四半期連結会計期間開始の日から 10 年定額法で償却しております。

なお、当該注記情報については監査証明を受けておりません。 
 
 

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）  
 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．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業

の名称及び取得した議決権比率 
 (1) 被取得企業の名称及び事業の内容 
    モイス研究所株式会社  医療関連支援システム事業 
 (2) 企業結合を行った主な理由 
    医療関連システム事業への参入 
 (3) 企業結合日 
    平成 18 年８月１日 
 (4) 企業結合の法的形式 
    株式交換 
 (5) 結合後企業の名称 
    株式会社デュオシステムズ 
 (6) 取得した議決権比率 
    100.0％ 
 
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 
  当中間連結会計期間末において株式の取得が行われたものとみなして処理しており、当第 3 四半期連結会計期間

より業績に含んでおります。 
 
３．被取得企業の取得原価及びその内訳 
  取得の対価 
   株式会社デュオシステムズの株式 1,048,393 千円 
  取得に直接要した支出 
   アドバイザリー費用等              102,966 千円 
      取得原価           1,151,359 千円 
 
４．株式の種類別の交換比率及びその算定方法ならびに交付株式数及びその評価額 
 (1) 株式の種類及び交換比率 
    普通株式  株式会社デュオシステムズ １：モイス研究所株式会社 1.756 
 (2) 交換比率の算定方法 

     株式交換比率につきましては、第三者機関が以下の方法で算出した結果を踏まえ、両者間で協議のうえ、決

定いたしました。 
    株式会社デュオシステムズ 平成 18 年１月４日から平成 18 年３月 31 日までのマザーズ市場株価の平均値 
    モイス研究所株式会社   DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法及び類似会社比準法 
 (3) 交付株式数及びその評価額 
    6,943 株  1,048,393 千円 
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５．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 
 (1) のれんの金額   950,523 千円 

(2)  発生原因 
モイス研究所株式会社の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであ 

ります。 
 (3) 償却の方法及び償却期間 
    10 年間で均等償却 
 
６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 
   流動資産       240,908 千円 
   固定資産        676,064 千円  
    資産計        916,973 千円  
   流動負債       551,672 千円 
   固定負債        164,464 千円  
    負債計        716,137 千円 
７．企業結合が連結会計年度開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概

算額 
    売上高及び損益情報 
    売上高        1,487,926 千円 
    営業損失        138,810 千円 
    経常損失        166,128 千円 
    当期純損失       306,759 千円 
    1 株当たり当期純損失    8,747.08 円  
 
（注）概算額の算定方法及び重要な前提条件 
  ①企業結合が当連結会計年度開始日に完了したと仮定して、売上高及び損益情報を計算しております。 
  ②のれんの償却期間及び償却方法は当連結会年年度開始の日から 10 年定額法で償却しております。なお、当該

注記情報については監査証明を受けておりません。 
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(１株当たり情報) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年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 50,502.56円 

１株当たり第 3 四半期

純損失 7,538.40円 

 

 

１株当たり純資産額 16,610.96円 

１株当たり第 3 四半期

純損失 33,759.01円 

 

 

１株当たり純資産額 51,532.47円 

１株当たり当期純損失 6,228.90円 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり第3

四半期純利益については、新株引受権の

残高がありますが、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株当たり第3

四半期純利益については、新株引受権の

残高がありますが、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

期純利益については、新株引受権の残

高がありますが、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）算定上の基礎 

 
１．１株当たり純資産額 

 
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) 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日）

四半期連結貸借対照表（連結貸借対照表）

の純資産の部の合計額（千円） 1,918,238 631,399 1,958,800 

 普通株式に係る純資産額 （千円） 1,918,238 631,399 1,958,800 

 普通株式の発行済株式数 （株） 37,983 38,011 38,011 

1 株当たり純資産の算定に用いられた 
普通株式の数         （株） 37,983 38,011 38,011 

 

２．１株当たり第３四半期（当期）純損失 

 

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)

四半期連結損益計算書（連結損益計算

書）上の第 3 四半期（当期）純損失 

（千円） 
257,157 1,283,213 218,447 

普通株式に係る第 3 四半期（当期）純

損失 （千円） 257,157 1,283,213 218,447 

普通株主に帰属しない金額 （千円） ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数 （株） 34,113 38,011 35,070     

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 

新株予約権（旧商法第
280条ノ19第１項の規定
に基づく新株引受権） 

1,272株 

新株予約権（旧商法第
280条ノ19第１項の規定
に基づく新株引受権） 

1,156株 

新株予約権（旧商法第
280条ノ19第１項の規定
に基づく新株引受権） 

1,156株 

 

 

 （重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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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  651,246 75,545  359,378 

２．売掛金  83,312 29,273  235,239 

３．有価証券  99,408 100,027  99,523 

４．たな卸資産   93,317 109,073  11,849 

５．短期貸付金  ― 200,000  100,000 

６．その他 ※2 30,868 18,923  26,695 

 流動資産合計   958,153 40.4 532,843 58.1  832,685 34.8

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1 28,680 23,770  27,242 

２．無形固定資産  1,184 2,081  990 

３．投資その他の 
資産 

    

(1)投資有価証券  97,790 191,067  255,684 

(2)関係会社株式  1,186,977 35,752  1,171,359 

(3)差入保証金  ― 107,523  ― 

(4)その他  99,064 23,688  102,163 

投資その他の
資産合計 

 1,383,832 358,031  1,529,208 

固定資産合計 
 
 

 1,413,697 59.6 383,884 41.9  1,557,440 65.2

資産合計   2,371,850 100.0 916,727 100.0  2,390,126 100.0
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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．短期借入金  100,000 80,000  100,000 

２．１年内返済予
定長期借入金 

 23,200 17,800  23,200 

３．１年内償還予
定社債 

 40,000 40,000  40,000 

４．未払金  23,664 ―  ― 

５. 未払費用  11,688 ―  ― 

６. 賞与引当金  ― ―  10,095 

７. その他  12,244 55,395  40,437 

流動負債合計   210,798 8.9 193,195 21.1  213,732 8.9

Ⅱ 固定負債        

１．社債  120,000  

２. 長期借入金 17,800 

80,000

―  

100,000 
 

12,000 

固定負債合計 
 

 137,800 5.8 80,000 8.7 112,000 4.7

負債合計   348,598 14.7 273,195 29.8 
 

325,732 13.6
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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   729,125 30.7 730,070 79.6  730,070 30.5

2. 資本剰余金     

   資本準備金 1,636,268 1,334,198  1,637,213 

資本剰余金合計
 

 1,636,268 69.0 1,334,198 145.5  1,637,213 68.5

3. 利益剰余金     

   その他 
利益剰余金 

    

    繰越利益 
剰余金 

△342,198 △1,376,576  △303,014 

利益剰余金合計
 

 △342,198 △14.4 △1,376,576 △150.1  △303,014 △12.6

株主資本合計   2,023,194 85.3 687,692 75.0  2,064,268 86.4

Ⅱ 評価・換算差
額等 

    

その他有
価証券評
価差額金 

  57 △44,160   125

評価・換算差額
等合計 

  57 0.0 △44,160 △4.8  125 0.0

純資産合計   2,023,252 85.3 643,531 70.2  2,064,394 86.4

負債純資産合計   2,371,850 100.0 916,727 100.0  2,390,126 100.0
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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  217,598 100.0 154,344  100.0 511,010 100.0

Ⅱ 売上原価  152,944 70.3 103,735  67.2 312,448 61.1

売上総利益  64,653 29.7 50,609 32.8 198,561 38.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
 
 

215,752 99.1 205,528 133.2 270,893 53.0

営業損失  151,098 △69.4 154,919 △100.4 72,331 △14.1

Ⅳ 営業外収益 ※1 6,550 3.0 9,080 5.9 8,121 1.6

Ⅴ 営業外費用 ※2 4,116 1.9  4,807 3.1  5,243 1.0

経常損失  148,665 △68.3 150,645 △97.6 69,454 △13.5

Ⅵ 特別損失 ※3 ―  ― 1,223,380  792.6 39,180 7.7

税引前第3四半期（当期）
純損失 

 148,665 △68.3 1,374,026 △890.2 108,634 △21.2

法人税、住民税及び事
業税 

 2,543 1.2 2,550  1.7 3,390 0.7

法人税等調整額  ― ―  ―

第3四半期（当期）純損
失 

 151,208 △69.5 1,376,576 △891.9 112,024 △21.9

   

 



 
 

㈱デュオシステムズ(3742) 平成20年3月期第3四半期財務･業績の概況 
 

－  － 

 

38

（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 

資本剰余金 利益剰余金  

その他利益 
剰余金 

 

資本金 
資本準備金 

繰越利益 
剰余金 

株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高(千円) 726,695 585,445 △190,989 1,121,150 

第３四半期会計期間中の変動額  

 新株の発行 
（新株予約権の行使） 

2,430 2,430 4,860 

 株式交換による増加 1,048,393 1,048,393 

 第３四半期純損失  △151,208 △151,208 

 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) 
2,430 1,050,823 △151,208 902,044 

平成18年12月31日残高(千円) 729,125 1,636,268 △342,198 2,023,194 

 

評価・換算差額等

 その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) ― 1,121,150

第３四半期会計期間中の変動額 

 新株の発行 
（新株予約権の行使） 

4,860

 株式交換による増加 1,048,393

 第３四半期純損失 △151,208

 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) 

57 57

第３四半期会計期間中の変動
額合計 

(千円) 
57 902,102

平成18年12月31日残高(千円) 57 2,023,252
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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 

資本剰余金 利益剰余金  

その他 
利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 

その他 

資本剰余金 繰越利益 
剰余金 

株主資本 

合計 

平成19年３月31日残高(千円) 730,070 1,637,213 ― △303,014 2,064,268

当第３四半期会計期間中の変動
額 

 

 資本準備金取崩額 △303,014 303,014 ― ―

 その他資本剰余金取崩額 △303,014 303,014 ―

 第３四半期純損失  △1,376,576 △1,376,576

 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) 
― △303,014 ― △1,073,561 △1,376,576

平成19年12月31日残高(千円) 730,070 1,334,198 ― △1,376,576 687,692

 
評価・換算差額等

 その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 125 2,064,394

当第３四半期会計期間中の変動
額 

 資本準備金取崩額 ―

 その他資本剰余金取崩額 ―

 第３四半期純損失 △1,376,576

 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) 

△44,286 △44,286

第３四半期会計期間中の変動
額合計 

(千円) 
△44,286 △1,420,862

平成19年12月31日残高(千円) △44,160 643,531
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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) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金  

その他利益 
剰余金 

 

資本金 
資本準備金 

繰越利益 
剰余金 

株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高(千円) 726,695 585,445 △190,989 1,121,150 

事業年度中の変動額  

 新株の発行 
(新株予約権の行使) 

3,375 3,375 6,750 

 株式交換による増加 1,048,393 1,048,393 

 当期純損失  △112,024 △112,024 

 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) 

3,375 1,051,768 △112,024 943,118 

平成19年３月31日残高(千円) 730,070 1,637,213 △303,014 2,064,268 

 
評価・換算差額等

 その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) ― 1,121,150

事業年度中の変動額 

 新株の発行 
(新株予約権の行使) 6,750

 株式交換による増加 1,048,393

 当期純損失 △112,024

 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
(純額) 

125 125

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

125 943,244

平成19年３月31日残高(千円) 125 2,064,394
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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 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。 
② その他有価証券 
 時価のあるもの 

第3四半期会計期間末
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）
によっております。 

時価のないもの 
  移動平均法による原

価法によっておりま
す。 

  なお、投資事業組合等
への出資については、
事業年度の財務諸表に
基づいて、組合の純資
産を当社の出資持分割
合に応じて投資有価証
券として計上しており
ます。 

(2) 有価証券 
 ① 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。 

 
② 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

法によっております。 
  なお、投資事業組合等

への出資については、中
間財務諸表に基づいて、
組合の純資産を当社の出
資持分割合に応じて投資
有価証券として計上して
おります。 

(1) 有価証券 
 ① 子会社株式 

同左 
 

 
② その他有価証券 
 時価のあるもの 

事業年度末日の市場価
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）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

法によっております。 
  なお、投資事業組合等

への出資については、事
業年度の財務諸表に基づ
いて、組合の純資産を当
社の出資持分割合に応じ
て投資有価証券として計
上しております。 

 (2)  たな卸資産 
 仕掛品 
  個別法による原価法

によっております。 

(2)  たな卸資産 
 仕掛品 

同左 

(2)  たな卸資産 
 仕掛品 

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 
工具器具備品 3～15年 

 

(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 
工具器具備品  3～15年 

(追加情報) 

  当第３四半期会計期間か

ら、平成19年３月31日以前

に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によ

っております。 

当該変更に伴う損益に与
える影響は軽微であります。

(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 
 工具器具備品 3～15年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (2) 無形固定資産 
自社利用ソフトウェ

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 
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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 

債権の貸倒による損
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
を計上することとして
おります。 

(2) 賞与引当金 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 賞与引当金 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の
支給に備えて、支給見込
額の当事業年度負担額を
計上しております。 

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 

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) 消費税等の処理方法   

税抜方式によってお
ります。 

(1) 消費税等の処理方法 

同左 

(1) 消費税等の処理方法 

同左 
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四半期財務諸表の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

する会計基準等） 

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」(企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準

第５号)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」（企業会計基準委員会 

平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）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2,023,252千円で

あります。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当第3四半期会計期間における

四半期財務諸表は、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しており

ます。 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)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」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）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2,064,394千円で

あります。 

財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、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3四半期会計期間から「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

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第７号）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」（企業会計基準委員

会 平成17年12月27日 企業会計基

準適用指針第10号）を適用しており

ます。 

この結果、経常損失及び税引前第3

四半期純損失が102,966千円それぞ

れ減少しております。 

 （企業結合に係る会計基準等） 

当事業年度から「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」（企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基準第

７号）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」（企業会計基準委員会 最終

改正平成18年12月22日 企業会計基

準適用指針第10号）を適用しており

ます。 

この結果、経常損失及び税引前当

期純損失が102,966千円それぞれ減

少しております。 
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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） 

（繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

当第3四半期会計期間から、「繰延

資産の会計処理に関する当面の取扱

い」(企業会計基準委員会 平成18年

８月11日 実務対応指針第19号)を

適用しております。 

従来は営業外費用の内訳として表

示していた「新株発行費」は、当第3

四半期会計期間より「株式交付費」

として表示する方法に変更しており

ます。 

 

 

 （繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い） 

当事業年度から、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成18年８月11

日 実務対応指針第19号）を適用し

ております。 

従来は営業外費用の内訳として表

示していた「新株発行費」は、当事

業年度より「株式交付費」として表

示する方法に変更しております。 

前事業年度において営業外費用の

内訳として表示していた「新株発行

費」は、当事業年度において営業外

費用の総額の100分の10以下となっ

たため「その他」に含めて表示して

おります。 

なお、当事業年度における「株式

交付費」の全額は470千円でありま

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） 

「差入保証金」は、前第3四半期会計期間末において投

資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました

が、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を超えたため、区分掲記しました。 

なお、前第3四半期会計期間末の「差入保証金」は、79,893

千円であります。 

「未払金」は、前第3四半期会計期間末において区分掲

記しておりましたが、当第3四半期会計期間末において、

負債純資産合計の100分の５を下回ったため、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第3四半期会計期間末の「未払金」は、31,410千

円であります。 

「未払費用」は、前第3四半期会計期間末において区分

掲記しておりましたが、当第3四半期会計期間末において、

負債純資産合計の100分の５を下回ったため、流動負債の

「その他」に含めて表示しております。 

なお、当第3四半期会計期間末の「未払費用」は、13,273

千円であります。 
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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 
40,775千円 

※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、流動資産の「その他」
に含めて表示しております。 

  ３ 偶発債務 
  銀行借入に対する保証債務 
  モイス研究所株式会社 200,000千円  
       計     200,000千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
20,025千円 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 
 
 

３ 偶発債務 
  銀行借入に対する保証債務 
  モイス研究所株式会社 128,575千円  
       計     128,575千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
42,213千円  

２  

 
 

 
  ３ 偶発債務 
  銀行借入に対する保証債務 
  モイス研究所株式会社 200,000千円 
       計     200,000千円 

 

(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 
受取利息        3,676千円 
業務受託手数料   2,700千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息        4,264千円 
業務受託手数料     4,530千円 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 
受取利息         4,268千円 
業務受託手数料      3,600千円 

 
※２ 営業外費用のうち主要なもの  

支払利息      1,274千円 
社債利息        936千円 
社債保証料     1,434千円 
株式交付費      470千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息          1,401千円 
社債利息            728千円 
社債保証料         1,105千円 
投資事業組合運用損    1,571千円  

※２ 営業外費用のうち主要なもの 
支払利息         1,696千円 
社債利息         1,220千円 
社債保証料        1,855千円 

 
 ※３ 特別損失のうち主要なもの 

４ 減価償却実施額   
有形固定資産     4,313千円 
無形固定資産      581千円 

※３ 特別損失のうち主要なもの 
関係会社株式評価損 1,135,607千円 
 

４ 減価償却実施額 
有形固定資産      3,612千円 
無形固定資産        316千円 

※３ 特別損失のうち主要なもの 
投資有価証券評価損  39,062千円 

 
４ 減価償却実施額 
有形固定資産       5,752千円 
無形固定資産         775千円 
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（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成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） 

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 

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 

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
償却累計額相当額及び第3四半期末
残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償
却累計額相当額及び第3四半期末残
高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却
累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価格 
相 当 額 
（千円） 

減価償却
累 計 額
相 当 額

（ 千 円 ）

第3四半
期末残高
相当額 
(千円) 

工具器

具備品 25,027 13,529 11,497 

合計 25,027 13,529 11,497 

  

 

 
取得価格
相 当 額
（千円）

減価償却
累 計 額
相 当 額

（ 千 円 ）

第3四半
期末残高
相当額
(千円)

工具器

具備品 19,561 14,911 4,650

合計 19,561 14,911 4,650

  

 

 
取得価格 
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)

工具器

具備品 25,027 14,652 10,374

合計 25,027 14,652 10,374

  
２ 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 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内  4,532千円 

１年超  7,472千円 

合計 12,005千円 
  

 
１年内 2,113千円 

１年超 2,843千円 

合計 4,957千円 
  

 
１年内  4,472千円 

１年超  6,412千円 

合計  10,884千円 
  

３ 支払リース料、減価償却費相当額及
び支払利息相当額 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び
支払利息相当額 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支
払利息相当額 

 
支払リース料 3,671千円 

減価償却費相当額 3,370千円 

支払利息相当額 357千円 
  

 
支払リース料 3,585千円 

減価償却費相当額 3,294千円 

支払利息相当額 250千円 
  

 
支払リース料 4,895千円 

減価償却費相当額 4,493千円 

支払利息相当額 460千円 
  

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 

 

 （有価証券関係） 

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 四半期会計期間末において子会社株式及び関連会社株式で時価があるものはありません。 
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） 
 当第 3 四半期会計期間末において子会社株式で時価があるものはありません。 
前事業年度（自 平成 18 年４月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日） 
 当事業年度末において子会社株式で時価があるものはありません。 
 
（企業結合等関係） 

５．四半期連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 
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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 53,267.32円 

 

１株当たり純資産額 16,930.15円 

 

１株当たり純資産額 54,310.45円

 
１株当たり第3四半期純
損失 

4,432.57円 

 

１株当たり第3四半期純
損失 

36,215.21円 

 

１株当たり当期純損失  3,194.31円

 
なお、潜在株式調整後１株当たり第3

四半期純利益については、新株引受権の

残高がありますが、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株当たり第3

四半期純利益については、新株引受権の

残高がありますが、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

純利益については、新株引受権の残高が

ありますが、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) 算定上の基礎 

 

１．１株当たり純資産額 

 
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) 

四半期貸借対照表（貸借対照表）の

純資産の部の合計額 (千円) 2,023,252 643,531 2,064,394 

 普通株式に係る純資産額 (千円) 2,023,252 643,531 2,064,394 

普通株式の発行済株式数（株） 37,983 38,011 38,011 

１株当たり純資産の算定に用いられ

た普通株式の数（株） 37,983 38,011 38,011 

 

２．１株当たり第3四半期（当期）純損失 

 
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）

四半期損益計算書（損益計算書）

上の第 3 四半期（当期）純損失 

（千円） 
151,208 1,376,576 112,024 

普通株式に係る第 3 四半期（当期）

純損失     （千円） 151,208 1,376,576 112,024 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数 （株） 34,113 38,011 35,070 

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 

新株予約権（旧商法第
280条ノ19第１項の規定
に基づく新株引受権） 

1,272株

新株予約権（旧商法第
280条ノ19第１項の規定
に基づく新株引受権） 

1,156株

新株予約権（旧商法第
280条ノ19第１項の規定
に基づく新株引受権） 

1,156株

 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 


