
 

平成20年3月27日 

各  位    
神 奈 川 県 横 須 賀 市 小 川 町 14番 地 ― １ 
株式会社ネットワークバリューコンポネンツ 

代表取締役 渡部 進 

（コード番号：3394 東証マザーズ） 

問合わせ先 取締役アドミニストレーション部 

マネージャー 寺田 賢太郎 

TEL 046-828-1804 

 

 

 

（訂正）「平成19年12月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成20年2月13日に公表いたしました「平成19年12月期 決算短信」に、一部訂正がござ

いましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付しております。 

 

記 
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【訂正前】(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  前連結会計年度 

（自 平成18年 １月 １日 

 至 平成18年12月31日） 

当連結会計年度 

（自  平成19年 １月 １日 

 至 平成19年12月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 

フロー 

    

（中略）     

為替差益（△差損） 
 

△491   663   
 

 

【訂正後】(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  前連結会計年度 

（自 平成18年 １月 １日 

 至 平成18年12月31日） 

当連結会計年度 

（自  平成19年 １月 １日 

 至 平成19年12月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 

フロー 

    

（中略）     

為替差損（△差益） 
 

△491    663 
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【訂正前】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 
前連結会計年度 

（自 平成18年 １月 １日 

       至 平成18年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年 １月 １日 

至 平成19年12月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準 

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見 

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固 

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基 

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており 

ます。これによる損益に与える影響はありません。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「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。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は1,020,176千円 

であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当連結会計年度 

における貸借対照表の純資産の部については、改正後の 

財務諸表等規則により作成しております。 

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「繰延資産の会計処理に関する 

当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11 

日 実務対応報告19号）を適用しております。これに伴 

い, 

当連結会計年度において新たに発生した株式交付費につ 

いては、原則として支出時に全額費用処理する方法に変 

更しております。 

 この結果、従来の基準に基づく償却方法によった場合 

に比べ、経常利益、税引前当期純利益は各々642千円減少 

しております。 

（企業結合及び事業分離等に関する会計基準） 

 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」（企業会計基準委員会 平成17年12月 

27日 企業会計基準第７号）ならびに「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。 

（減価償却方法の変更） 

 当連結会計年度より、法人税法の改正（（所得税法等 

の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号） 

及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年 

３月30日 政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以 

降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づ 

く方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 
【訂正後】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 

前連結会計年度 

（自 平成18年 １月 １日 

       至 平成18年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年 １月 １日 

       至 平成19年12月31日） 

（削除） （減価償却方法の変更） 

 当連結会計年度より、法人税法の改正（（所得税法等 

の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号） 

及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年 

３月30日 政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以 

降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づ 

く方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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【訂正前】追加情報 
前連結会計年度 

（自 平成18年 １月 １日 

       至 平成18年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年 １月 １日 

       至 平成19年12月31日） 

―――――  当社グループは、法人税法改正に伴い、平成19年３月31 

日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基 

づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達し 

た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。 

 

【訂正後】追加情報 
前連結会計年度 

（自 平成18年 １月 １日 

       至 平成18年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年 １月 １日 

       至 平成19年12月31日） 

――――― （削除） 
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【訂正前】（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年12月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内 

  訳 

（千円） 

（繰延税金資産）  

未払事業税 1,924 

有価証券評価損 397 

投資有価証券評価損 2,330 

繰延税金資産計 4,652 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 1,666 

繰延税金負債計 1,666 

繰延税金資産の純額 2,985 

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 

との差異の原因となった主な項目別内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため、記載を省略しております。 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内 

  訳 

（千円） 

（繰延税金資産）  

未払事業税 3,323 

未払賞与 9,306 

投資有価証券評価損 2,336 

その他 2,589 

繰延税金資産計 17,556 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金   14,021 

繰延税金負債計   14,021 

繰延税金資産の純額   3,534 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 

との差異の原因となった主な項目別内訳 

法定実効税率 39.77％ 

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 

2.67％ 

 

住民税等均等割額 2.38％ 

留保金課税額 0.58％ 

過年度税金等 2.34％ 

のれん償却 1.01％ 

その他  0.86％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担 

率 
 49.61％ 

 

 
 

 
 
 
 
 



【訂正後】（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年12月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内 

  訳 

（千円） 

（繰延税金資産）  

未払事業税 1,924 

有価証券評価損 397 

投資有価証券評価損 2,330 

繰延税金資産計 4,652 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 1,666 

繰延税金負債計 1,666 

繰延税金資産の純額 2,985 

 

繰延税金資産の純額は、貸借対照表上の以下の項目に

含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 1,924 

固定資産－繰延税金資産 1,061 

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 

との差異の原因となった主な項目別内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため、記載を省略しております。 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内 

  訳 

（千円） 

（繰延税金資産）  

未払事業税 3,323 

未払賞与 9,306 

投資有価証券評価損 2,336 

その他 2,589 

繰延税金資産計 17,556 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金   14,021 

繰延税金負債計   14,021 

繰延税金資産の純額   3,534 

 

繰延税金資産の純額は、貸借対照表上の以下の項目に

含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 14,149 

固定負債－繰延税金負債 △10,615 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 

との差異の原因となった主な項目別内訳 

法定実効税率 39.77％ 

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 

2.88％ 

 

住民税等均等割額 2.69％ 

留保金課税額 0.62％ 

過年度税金等 2.46％ 

のれん償却 1.08％ 

税効果を計上していない子会社欠損 

金 
1.71％ 

その他  1.94％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担 

率 
 53.16％ 
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【訂正前】追加情報 
前事業年度 

（自 平成18年 １月 １日 

       至 平成18年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年 １月 １日 

       至 平成19年12月31日） 

―――――  当社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 
【訂正後】追加情報 

前事業年度 

（自 平成18年 １月 １日 

       至 平成18年12月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年 １月 １日 

       至 平成19年12月31日） 

――――― （削除） 
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【訂正前】（税効果会計関係） 

前事業年度 

（平成18年12月31日） 

当事業年度 

（平成19年12月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内 

  訳 

（千円） 

（繰延税金資産）  

未払事業税 1,924 

有価証券評価損 397 

投資有価証券評価損 2,330 

繰延税金資産計 4,652 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 1,666 

繰延税金負債計 1,666 

繰延税金資産の純額 2,985 

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内 

  訳 

（千円） 

（繰延税金資産）  

未払事業税 3,323 

未払賞与 9,306 

投資有価証券評価損 2,336 

その他 2,589 

繰延税金資産計 17,556 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金   14,021 

繰延税金負債計   14,021 

繰延税金資産の純額   3,534  

 

【訂正後】（税効果会計関係） 

前事業年度 

（平成18年12月31日） 

当事業年度 

（平成19年12月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内 

  訳 

（千円） 

（繰延税金資産）  

未払事業税 1,924 

有価証券評価損 397 

投資有価証券評価損 2,330 

繰延税金資産計 4,652 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 1,666 

繰延税金負債計 1,666 

繰延税金資産の純額 2,985 

 

繰延税金資産の純額は、貸借対照表上の以下の項目に

含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 1,924 

固定資産－繰延税金資産 1,061 

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内 

  訳 

（千円） 

（繰延税金資産）  

未払事業税 3,323 

未払賞与 9,306 

投資有価証券評価損 2,336 

その他 2,594 

繰延税金資産計 17,560 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金   14,021 

繰延税金負債計   14,021 

繰延税金資産の純額   3,539 

 

繰延税金資産の純額は、貸借対照表上の以下の項目に

含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 14,154 

固定負債－繰延税金負債 △10,615  

 

 
以 上 


