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平成 20 年６月期  第３四半期財務・業績の概況 
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上 場 会 社 名        リアルコム株式会社         上場取引所  東証マザーズ 
コ ー ド 番 号         3856                        ＵＲＬ  http://www.realcom.co.jp/  
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 （氏名） 谷本 肇 
問合せ先責任者 （役職名）執行役員ＣＦＯ （氏名） 山本 融     ＴＥＬ 03-5835-3180 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年６月期第３四半期の連結業績（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年３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６月期第３四半期 458 － △426 － △437 － △289 －

19 年６月期第３四半期 － － － － － － － －

19 年６月期  1,337 － 194 － 195 － 108 －

 

 
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６月期第３四半期 △18,709 90 － －

19 年６月期第３四半期 － － － －

19 年６月期 9,776 65  － －

 
(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６月期第３四半期 1,314 1,183 89.2 73,234 91

19 年６月期第３四半期 － － － －

19 年６月期 1,316 969 73.6 72,083 97

 
(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６月期第３四半期 △368 △74 514 569

19 年６月期第３四半期 － － － －

19 年６月期 561 △435 △4 500

（注）当社グループは、当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、各項目の平成 19 年６月

期第３四半期、対前年第３四半期増減率については記載しておりません。 
 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

19 年６月期 － － － － 0 00

20 年６月期 － － 
20 年６月期（予想）  － －

0 00

 
３．平成 20 年６月期の連結業績予想（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期） 

 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  1,085 △18.9 △119  － △134  － △109  － △6,978 23
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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) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

(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「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．個別業績の概要（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年３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６月期第３四半期 456  － △421  － △431  － △288   －

19 年６月期第３四半期 － － － － － － － －

19 年６月期 1,337 44.3 202 48.5 202 50.6 115 △38.8

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円   銭

20 年６月期第３四半期 △18,603 68

19 年６月期第３四半期 － －

19 年６月期 10,398 91

 
(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６月期第３四半期 1,321 1,188 89.9 74,195  51

19 年６月期第３四半期 － － － －

19 年６月期 1,324 975 73.6 72,513 63

 
６．平成 20 年６月期の個別業績予想（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期） 

 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  1,085 △18.9 △116  － △131  － △107  － △6,850 19

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

※ 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等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

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

さい。 

（その他特記事項） 

上記「１．平成 20 年６月期第３四半期の連結業績（平成 19 年７月１日～平成 20 年３月 31 日）(1) 連結経営成

績」の 20 年６月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、ストックオプションに係

る新株予約権の残高はありますが、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。また、19 年６月期

の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であり、期

中平均株価が把握できないため記載しておりません。 
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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 

先日日本銀行が発表した「経済・物価情勢の展望」（2008 年４月）によれば、わが国経済は、エネルギー・原

材料価格高の影響などから、減速しております。今後の見通しとしては、海外経済が次第に減速局面を脱し、こ

れらの影響が薄れてくるとみられるため、わが国経済の成長率は徐々に高まっていく可能性が高いと考えらます

が、依然として原材料価格高騰の影響、海外経済や国際金融資本市場を巡る不確実性などにより景気の下振れリ

スクが懸念されております。 

当社グループの属する IT 関連業界は、今後はわが国経済の景気減速により企業の IT 投資にも影響が出る可能

性はあるものの、現在のところ基幹系システム整備及び内部統制対策、さらには事業拡大のための経営基盤強化、

業務コスト削減等を目的とした IT 投資に支えられていると考えられます。 

こうした状況の中、当社グループでは、中長期的な成長力強化のため、１月より当社経営資源を中核製品であ

る「KnowledgeMarket」及び「HAKONE for Notes」へ集中してまいりました。具体的には、設立以来の当社のコア

である「人中心のナレッジマネジメント・情報共有」の原点とお客様第一主義に立ち返り、システムありき、製

品販売ありきではなく、パッケージソフトウェア販売、システムインテグレーション及びカスタマイズ、業務プ

ロセスのコンサルティング等、トータルなソリューションの提供力の強化に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高 458,553 千円となりました。また、利益

面においては、経常損失は 437,102 千円、第３四半期純損失は 289,760 千円となりました。 

製品・サービス別の業績は以下のとおりであります。 

１．ソフトウェアライセンス 

主力製品である「KnowledgeMarket」について追加受注があったこと、また「GSA Extender for Notes」の売上

等により、売上高は 86,235 千円となりました。 

２．システムインテグレーション 

今中間期までのソフトウェアライセンス売上先を中心として、新たにシステムインテグレーションを受注する

など、売上高は 146,003 千円となりました。 

３．ビジネスコンサルティング 

「KnowledgeMarket」導入に関わるコンサルティング、大手製造業のグループ全体の情報共有基盤整備に関する

コンサルティング、大手流通企業向けに営業活動の効率性に関するコンサルティングサービスなどを提供し、複

数の大型案件を受注した結果、売上高は 84,496 千円となりました。 

４．運用保守 

主として既存顧客の維持に努めた結果、売上高は 125,536 千円となりました。 

５．その他 

他社製品売上高が、16,282 千円となりました。 

なお、当社グループは、当第１四半期連結会計期間より四半期財務諸表の作成を行っているため、対前年同期

比については記載をしておりません。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 （資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は 782,975 千円（前連結会計年度末比 170,924 千円減

少）となりました。これは主に、繰延税金資産 51,799 千円の増加等があったものの、現金及び預金 85,404 千

円、売掛金 148,009 千円等の減少等があったことによるものであります。 

固定資産の残高は 531,907 千円（前連結会計年度末比 169,184 千円増加）となりました。これは主に、繰延

税金資産により投資その他の資産が 143,505 千円増加したことによるものであります。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における総資産は 1,314,883 千円（前連結会計年度末比 1,739 千

円減少）となりました。 

 

 （負債の部） 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は 131,185 千円（前連結会計年度末比 215,486 千円減少）と

なりました。これは主に、買掛金 48,352 千円、前受金 68,386 千円、法人税等の支払等によるその他の流動負

債 92,753 千円の減少等によるものであります。なお、当第３四半期連結会計期間末における有利子負債残高は

42,008 千円となっております。 
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 （純資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は 1,183,698 千円（前連結会計年度末比 213,746 千円増加）

となりました。これは主に、利益剰余金 289,760 千円の減少等があったものの、平成 19 年９月の新株発行に伴

う資本金 250,500 千円、資本準備金 251,499 千円の増加によるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ 69,209 千円増加し、569,565 千円となりました。 

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は 368,326 千円となりました。主な増加要因は、売上債権の減少に伴う収入

147,552 千円であり、主な減少要因は、税引前第３四半期純損失 484,256 千円によるものであります。 

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は74,948千円となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻しによる150,000

千円であり、主な減少要因は、無形固定資産の取得による支出 203,565 千円によるものであります。 

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、514,858 千円となりました。これは主に、株式の発行による収入 495,852

千円によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当社グループでは、引き続き中核製品である「KnowledgeMarket」及び「HAKONE for Notes」の販売に注力し、

業績回復に全力を尽くしてまいります。 

当社グループの収益は、従来より下期（１月から６月）に偏る傾向にあります。特に第４四半期は、お客様

である大手企業の新年度予算の執行が４月から行われることが多く、当該新規予算枠による当社製品の購入を

促進するために積極的な営業を行う結果として、顧客への納品及び検収が当該時期に集中いたします。 

当期につきましては、当初第３四半期に予定していたソフトウェアライセンスの販売が遅れていることもあ

り、例年以上に第４四半期に売上が集中すると予想しております。 

また、当社米国子会社が事業譲渡を受けましたAskMe Corporation（以下「AskMe社」という）につきまして、

今年４月より連結子会社となっております。AskMe社は米国において、ナレッジマネジメントソフトのパッケー

ジ開発を行っており、米国の大手企業、政府機関等に対してソフトウェア販売、システムインテグレーション

及びカスタマイズ、コンサルティングを提供しております。 

日本のみならず世界の多くの企業が、ナレッジマネジメントを経営上の重要課題と認識しており、市場の拡

大とともに業界での競争も激化しつつあり、技術的優位性の強化、製品及びサービスの品質向上に加え、グロ

ーバルな事業展開がより一層求められております。 

AskMe社は、当社と極めて類似したビジネスモデルを有しており、同社が当社グループに加わることで、当社

グループのマーケットの拡大、技術開発の効率化、製品機能の充実、マーケティングノウハウの共有、グロー

バルな事業展開の実現等々の様々なシナジー効果を見込むことができ、企業価値の向上につながると考えてお

ります。 

今回の事業譲渡によりAskMe社は４月１日より連結決算の対象となりますが、今期業績に与える影響等につき

ましては現在精査中であり、明らかになり次第お知らせいたします。 

 

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) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

 該当事項はありません。 
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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 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成20年３月31日） 

前事業年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年６月30日） 

区分 
注記

番号 
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   619,603 705,008  

２．売掛金   66,858 214,868  

３．たな卸資産   4,998 10,119  

４．繰延税金資産   61,734 9,934  

５．その他   30,811 13,969  

６．貸倒引当金   △1,030   －  

流動資産合計   782,975 59.6 953,900 72.5 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１  38,471 2.9 36,156 2.7 

２．無形固定資産    

（1）ソフトウェア  265,632 228,584  

（2）その他  14,350 279,983 21.3 28,034 256,619 19.5 

３．投資その他の資産    

（1）繰延税金資産  193,649 53,404  

（2）その他  19,803 213,452 16.2 16,542 69,947 5.3 

固定資産合計   531,907 40.4 362,722 27.5 

資産合計   1,314,883 100.0 1,316,623 100.0 
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当第３四半期連結会計期間末 

（平成20年３月31日） 

前事業年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年６月30日） 

区分 
注記

番号 
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   21,815 70,168  

２．１年内返済予定の 

長期借入金 
  7,992 7,992  

３．前受金   32,665 101,051  

４．その他 ※３  44,696 137,449  

流動負債合計   107,169 8.2 316,661 24.0 

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金   24,016 30,010  

固定負債合計   24,016 1.8 30,010 2.3 

負債合計   131,185 10.0 346,671 26.3 

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   761,412 57.9 510,912 38.8 

２．資本剰余金   414,411 31.5 162,912 12.4 

３．利益剰余金   3,293 0.3 293,054 22.2 

株主資本合計   1,179,117 89.7 966,879 73.4 

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．為替換算調整勘定   △5,894 △0.5 2,073 0.2 

評価・換算差額等合計   △5,894 △0.5 2,073 0.2 

Ⅲ 新株予約権   ― ― 999 0.1 

Ⅳ 少数株主持分   10,475 0.8  ― ― 

純資産合計   1,183,698 90.0 969,951 73.7 

負債・純資産合計   1,314,883 100.0 1,316,623 100.0 
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(2) 四半期連結損益計算書 

  

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成20年３月31日） 

前事業年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   458,553 100.0 1,337,463 100.0 

Ⅱ 売上原価   477,702 104.2 681,280 50.9 

売上総利益   △19,149 △4.2 656,182 49.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．販売促進費  9,648 18,007  

２．役員報酬  57,997 64,036  

３．給与  109,381 142,717  

４．支払手数料  52,249 55,502  

５．研究開発費  72,268 71,867  

６．減価償却費  7,915 7,656  

７．その他  98,323 407,783 88.9 101,703 461,490 34.5 

営業利益又は営業損失

(△) 
  △426,932 △93.1 194,691 14.6 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  3,480 962  

２．その他  2,680 6,161 1.3 1,885 2,847 0.2 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  434 784  

２．株式上場費用  5,147 22  

３．株式交付費  7,648 ―  

４．為替差損  1,978 419  

５．その他  1,122 16,331 3.5 788 2,014 0.2 

経常利益又は経常損失

(△) 
  △437,102 △95.3 195,525 14.6 

Ⅵ 特別損失    

１．投資有価証券評価損   ― ― 9,491  

2．固定資産除却損 ※１ 47,153 47,153 10.3 ― 9,491 0.7 

税金等調整前第３四半

期純損失(△)又は当期

純利益 

  △484,256 △105.6 186,034 13.9 

法人税、住民税及び事

業税 
 2,073 85,236  

法人税等調整額  △192,043 △189,970 △41.4 △7,526 77,709 5.8 

少数株主損失   4,524 1.0 ― ― 

第３四半期純損失(△)

又は当期純利益 
  △289,760 △63.2 108,325 8.1 
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 

資 本 

剰余金 

利 益 

剰余金 

株主資本

合計 

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合

計 

新 株 

予約権 

 

 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成19年６月30日残高 510,912 162,912 293,054 966,879 2,073 2,073 999 969,951

当第３四半期連結会計

期間の変動額 
    

新株の発行 250,500 251,499 501,999   501,999

第３半期純損失   △289,760 △289,760   △289,760

株主資本以外の項目の

当第３四半期連結会計

期間中の変動額（純額） 

  △7,968 △7,968 △999 10,475 1,507

当第３四半期連結会計

期間の変動額合計 
250,500 251,499 △289,760 212,238 △7,968 △7,968 △999 10,475 213,746

平成20年３月31日残高 761,412 414,411 3,293 1,179,117 △5,894 △5,894 ― 10,475 1,183,698

 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年７月 1日 至 平成 19 年６月 30 日） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 

資 本 

剰余金 

利 益 

剰余金 

株主資本

合計 

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合

計 

新 株 

予約権 

純資産 

合計 

平成18年７月１日残高 509,712 161,712 185,683 857,108 ― ― 999 858,107

連結会計年度中の 

変動額 
    

新株の発行 1,200 1,200 2,400   2,400

連結範囲の変更によ

る減少額 
  △954 △954   △954

当期純利益   108,325 108,325   108,325

株主資本以外の項目の

当連結会計年度中の変

動額（純額） 

  2,073 2,073 ― 2,073

当連結会計年度中の変

動額合計 
1,200 1,200 107,370 109,770 2,073 2,073 ― 111,844

平成19年６月30日残高 510,912 162,912 293,054 966,879 2,073 2,073 999 969,951

（注）当連結会計年度より、連結財務諸表を作成しているため、期首残高を記載しております。 
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

当第３四半期連結会計期間

（自 平成19年７月１日 

至 平成20年３月31日）

前事業年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第３四半期純損失(△)又は当

期純利益 
 △484,256 186,034 

減価償却費  19,532 20,696 

ソフトウェア償却費  128,765 175,595 

長期前払費用償却費  2 1,399 

株式交付費  5,147 22 

固定資産除却損  47,921 ― 

貸倒引当金の増加  1,030 ― 

投資有価証券評価損  ― 9,491 

受取利息  △3,480 △962 

支払利息  434 784 

売上債権の減少額（△増加額）  147,552 116,023 

たな卸資産の減少額（△増加額）  5,121 △5,487 

その他資産の減少額（△増加額）  △16,955 4,135 

仕入債務の増加額（△減少額）  △48,352 18,217 

未払金の増加額（△減少額）  △4,679 △3,175 

前受金の増加額(△減少額)  △68,386 34,527 

その他負債の増加額（△減少額）  △15,360 5,342 

小計  △285,963 562,644 

利息の受取額  3,718 785 

利息の支払額  △450 △771 

法人税等の支払額  △85,631 △667 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △368,326 561,990 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入れによる支出  ― △174,652 

定期預金の払戻しによる収入  150,000 ― 

有形固定資産の取得による支出  △17,541 △19,434 

無形固定資産の取得による支出  △203,565 △227,511 

有価証券の取得による支出  ― △12,000 

従業員貸付金による支出  ― △2,000 

従業員貸付金回収による収入  450 500 

敷金及び保証金の支払額  △4,183 △137 

その他  △108 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △74,948 △435,234 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の借入による収入  10,000 ― 

長期借入金の借入による収入  ― 40,000 

長期借入金の返済による支出  △5,994 △47,296 

少数株主からの払込による収入  15,000 ― 

新株の発行による収入  495,852 2,377 

財務活動によるキャッシュ・フロー  514,858 △4,918 
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Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △2,374 3,181 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  69,209 125,018 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  500,356 329,621 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金同等

物の期首残高 
 ― 45,716 

Ⅷ 現金及び現金同等物の第３四半期（期

末）残高 
 569,565 500,356 

    

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 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しておりま

す。 

連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 

1.REALCOM TECHNOLOGY,INC 

2.オージェテクノロジー株式会

社 

3．Realcom U.S.,Inc 

オージェテクノロジー株式会社及

びRealcom U.S.Incは当事業年度

に新規設立した子会社であり、当

第３四半期連結会計期間より連結

範囲に含めております。 

 

すべての子会社を連結しておりま

す。 

連結子会社の数  １社 

連結子会社の名称 

REALCOM TECHNOLOGY,INC. 

 前事業年度に新規設立した子会 

社であり、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。

同左 

３．連結子会社の第３四半期決

算日(決算日)等に関する

事項 

連 結 子 会 社 で あ る REALCOM 

TECHNOLOGY,INC.、オージェテクノ

ロジー株式会社及び Realcom 

U.S.,Incの第３四半期決算日は９

月30日であるため、四半期連結財

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。 

連結子会社であるREALCOM 

TECHNOLOGY,INC.の決算日は12月

31日であるため、連結財務諸表の

作成に当たっては、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。 

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 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

（ロ)たな卸資産 

商品、原材料、仕掛品 

個別法による原価法を採用し

ております。 

貯蔵品 

終仕入原価法を採用してお

ります。 

（イ）有価証券 

同左 

 

 

 

（ロ)たな卸資産 

同左 
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項目 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30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 

定率法を採用しております。

（ただし、附属設備を除く建物に

ついては定額法） 

なお、主な耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっており

ます。 

また、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     10年～15年 

器具及び備品 ４年～15年 

（イ）有形固定資産 

定率法を採用しております。

（ただし、附属設備を除く建物に

ついては定額法） 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     10年～15年 

器具及び備品 ４年～15年 

 

 

 (追加情報) 

平成19年度法人税法改正に伴

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、減価償却に含めて計上し

ております。 

なお、この変更による影響は軽

微であります。 

 

 

 （ロ）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売可能期間（３

年）における見込販売収益に基づ

く償却額と見込販売可能期間の残

存有効期間に基づく均等配分額の

いずれか大きい額により償却して

おります。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいておりま

す。 

（ロ）無形固定資産 

同左 
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項目 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

（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。 

 

（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、当連結会計年度においては、

債権の回収が確実であると見込ま

れること及び過去の貸倒実績がな

いことにより計上しておりませ

ん。 

（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 

 

（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 

（イ）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

（イ）消費税等の会計処理 

同左 

 

５．第３四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

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 
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(5) 注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成20年３月31日現在） 

前連結会計年度末 

（平成19年６月30日現在） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、55,771

千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、45,560

千円であります。 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当第３四半期連結会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額の総額    180,000千円 

借入実行残高         10,000千円 

差引額         170,000千円 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この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。 

 

当座貸越極度額の総額    180,000千円 

借入実行残高           －千円 

差引額         180,000千円 

※３.消費税の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

上、流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※３.        ―――――――― 

 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成20年３月31日現在） 

前連結会計年度末 

（平成19年６月30日現在） 

※１．固定資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。 

    販売用ソフトウェア    47,153千円 

※１．        ―――――――― 

  

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

1. 発行済株式の種類及び総数 

発行済株式 
前連結会計年度末株式

総数 

当第３四半期連結会計

期間増加株式数 

当第３四半期連結会計

期間減少株式数 

当第３四半期連結会計

期間末株式数 

 （株） （株） （株） （株）

発行済株式   

普通株式 13,442 2,578 － 16,020

計 13,442 2,578 － 16,020

（注）発行済株式数の増加の主な内訳は。次のとおりであります。 

   新株予約権の行使による増加                    190株 

   新株引受権の行使による増加                   888株 

   平成19年９月18日付で公募により新株発行したことによる増加   1,500株 

 
2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 
前事業年度末

当第１四半期連

結会計期間増加

当第１四半期連

結会計期間減少

当第１四半期連

結会計期間末 

当第１四半

期連結会計

期間末残高

（千円） 

提出会社 

（親会社） 

平成13年12月 

新株引受権 
普通株式 888 － 888 － －

（注）平成 13 年 12 月新株引受権の当第１四半期連結会計期間の減少は、新株引受権の行使によるものであります。 

 

3. 配当に関する事項 
該当事項はありません。 
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前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 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 

発行済株式 
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 10,906 2,536 － 13,442

Ａ種優先株式 

(注)２ 
2,520 － 2,520 －

自己株式   

普通株式 － － － －

計 13,426 2,536 2,520 13,442

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加2,536株は、Ａ種優先株式の普通株式への転換による増加2,520株、第三者割当による新

株の発行（払込期日：平成18年７月18日）による増加16株であります。 

２．Ａ種優先株式の発行済株式総数の減少2,520株は、普通株式への転換による減少であります。 

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

前連結会計 

年度末 

当中間連結会

計期間 

増加 

当中間連結会

計期間 

減少 

当中間連結会

計期間末 

当中間連結会

計期間末残高

（千円） 

提出会社 

（親会社） 

平成13年12月 

新株引受権 
普通株式 888 － － 888 999

 
３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
 



リアルコム(株)（3856）平成 20 年６月期 第３四半期財務・業績の概況 

- 15 - 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
当第３四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

※１.現金及び現金同等物の第１四半期連結会計

期間末残高と第１四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 

※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20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 619,603千円 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 

△50,038千円 

現金及び現金同等物 569,565千円 
 

（平成19年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 705,008千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 

△204,652千円

現金及び現金同等物 500,356千円
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(6) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

当連結グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、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。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

当連結グループは、ソフトウェアの開発、関連サービス並びにこれらに付帯する事業を行っており、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】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 20 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。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 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】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 20 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。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 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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６．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 

（平成20年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年６月30日） 

区分 
注記

番号 
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   568,792 665,365  

２．売掛金   66,858 214,868  

３．たな卸資産   4,998 10,119  

４．繰延税金資産   61,734 9,934  

５．その他   30,440 13,967  

６．貸倒引当金   △1,030   －  

流動資産合計   731,794 55.4 914,255 69.0 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１  37,976 2.9 35,913 2.7 

２．無形固定資産    

（1）ソフトウェア  266,189 229,032  

（2）その他  14,391 280,580 21.2 28,109 257,142 19.5 

３．投資その他の資産    

（1）繰延税金資産  193,563 53,280  

（2）その他  77,826 271,390 20.5 63,706 116,986 8.8 

固定資産合計   589,947 44.6 410,042 31.0 

資産合計   1,321,742 100.0 1,324,297 100.0 
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当第３四半期連結会計期間末 

（平成20年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年６月30日） 

区分 
注記

番号 
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  24,749 72,610  

２．１年内返済予定の 

長期借入金 
 7,992 7,992  

３．前受金  32,665 101,051  

４．その他 ※３ 43,707 136,906  

流動負債合計   109,114 8.3 318,560 24.1 

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金  24,016 30,010  

固定負債合計   24,016 1.8 30,010 2.2 

負債合計   133,130 10.1 348,570 26.3 

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   761,412 57.6 510,912 38.6 

２．資本剰余金     

(1)資本準備金  414,411 162,912  

資本剰余金合計   414,411 31.3 162,912 12.3 

３．利益剰余金    

(1)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  12,788 300,903  

利益剰余金合計   12,788 1.0 300,903 22.7 

株主資本合計   1,188,612 89.9 974,728 73.6 

Ⅱ 新株予約権   ― ― 999 0.1 

純資産合計   1,188,612 89.9 975,727 73.7 

負債・純資産合計   1,321,742 100.0 1,324,297 100.0 
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(2) 四半期損益計算書 

  

当第３四半期会計期間 

 （自 平成19年７月１日 

   至 平成20年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   456,782 100.0 1,337,463 100.0 

Ⅱ 売上原価   477,938
△

104.6
681,301 50.9 

売上総利益   △21,155 △4.6 656,161 49.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．販売促進費  9,648 17,761  

２．役員報酬  53,197 64,036  

３．給与  109,381 142,684  

４．支払手数料  52,143 54,649  

５．研究開発費  72,010 72,021  

６．減価償却費  7,915 7,656  

７．その他  95,586 399,882 87.6 95,321 454,132 34.0 

営業利益又は営業損失

(△) 
  △421,038 △92.2 202,029 15.1 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  3,014 424  

２．その他  2,680 5,694 1.3 1,885 2,309 0.2 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  434 784  

２．株式上場費用  7,648 22  

３．株式交付費  5,147 －  

４．為替差損  1,961 435  

５．その他  545 15,737 △3.5 788 2,030 0.2 

経常利益又は経常損失

(△) 
  △431,080 △94.4 202,308 15.1 

Ⅵ 特別損失    

１．投資有価証券評価損   ― ― 9,491  

2．固定資産除却損 ※１ 47,399 47,399 10.4 ― 9,491 0.7 

税引前第３四半期純損

失（△）又は当期純利

益 

  △478,480
△

104.8
192,817 14.4 

法人税、住民税及び事

業税 
 1,717 85,000  

法人税等調整額  △192,083 △190,365 △41.7 △7,402 77,597 5.8 

第３四半期純損失(△)

又は当期純利益 
  △288,115 △63.1 115,219 8.6 

    



リアルコム(株)（3856）平成 20 年６月期 第３四半期財務・業績の概況 

- 20 - 

(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 20 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
資本剰余金
合計 繰越利益剰

余金 

利益剰余金
合計 

株主資本 
合計 

新株予約権 純資産合計

平成19年６月30日残高（千円） 510,912 162,912 162,912 300,903 300,903 974,728 999 975,727

第３四半期会計期間中の変動額    

新株の発行 250,500 251,499 251,499 501,999  501,999

当第３四半期純損失  △288,115 △288,115 △288,115  △288,115

株主資本以外の項目の当第３四
半期会計期間中の変動額（純額） 

  △999 △999

当第３四半期会計期間中の変動額
合計（千円） 

250,500 251,499 251,499 △288,115 △288,115 213,883 △999 212,884

平成20年３月31日残高（千円） 761,412 414,411 414,411 12,788 12,788 1,188,612 ― 1,188,612

         

 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 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
資本剰余金
合計 繰越利益剰

余金 

利益剰余金
合計 

株主資本 
合計 

新株予約権 純資産合計

平成18年６月30日残高（千円） 509,712 161,712 161,712 185,683 185,683 857,108 999 858,107

事業年度中の変動額    

新株の発行 1,200 1,200 1,200 2,400  2,400

当期純利益  115,219 115,219 115,219  115,219

事業年度中の変動額合計（千円） 1,200 1,200 1,200 115,219 115,219 117,619 ― 117,619

平成19年６月30日残高（千円） 510,912 162,912 162,912 300,903 300,903 974,728 999 975,727
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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 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

 

（イ）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 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

（ロ)たな卸資産 

商品、原材料、仕掛品 

個別法による原価法を採用し

ております。 

貯蔵品 

終仕入原価法を採用してお

ります。 

（イ）有価証券 

同左 

 

 

 

 

 

 

（ロ)たな卸資産 

同左 

 

２．重要な減価償却の方法 

 

（イ）有形固定資産 

定率法を採用しております。

（ただし、附属設備を除く建物に

ついては定額法） 

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっておりま

す。 

また、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     10年～15年 

器具及び備品 ４年～15年 

（イ）有形固定資産 

定率法を採用しております。

（ただし、附属設備を除く建物に

ついては定額法） 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物     10年～15年 

器具及び備品 ４年～15年 

 

 

 

 

 （追加情報） 

平成19年度法人税法改正に伴

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、減価償却に含めて計上し

ております。 

なお、この変更による影響は軽

微であります。 
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項目 

当第３四半期会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

 （ロ）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売可能期間（３

年）における見込販売収益に基づ

く償却額と見込販売可能期間の残

存有効期間に基づく均等配分額の

いずれか大きい額により償却して

おります。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいておりま

す。 

（ロ）無形固定資産 

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。 

 

（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、当会計年度においては、債

権の回収が確実であると見込まれ

ること及び過去の貸倒実績がない

ことにより計上しておりません。 

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 

 

５.その他四半期財務諸表(財

務諸表)作成のための重要な事

項 

（イ）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

（イ）消費税等の会計処理 

同左 
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(4) 注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 
当第３四半期会計期間末 

（平成20年３月31日現在） 

前会計年度末 

（平成19年６月30日現在） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、55,580

千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、45,521

千円であります。 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当第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。 

当座貸越極度額の総額    180,000千円 

借入実行残高        10,000千円 

差引額         170,000千円 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この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。 

当座貸越極度額の総額    180,000千円 

借入実行残高           －千円 

差引額         180,000千円 

※３.消費税の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

上、流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※３.        ―――――――― 

 

 

 

（四半期損益計算書関係） 
当第３四半期会計期間 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年３月31日） 

前会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

１．固定資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。 

   販売用ソフトウェア    47,399千円 

２．減価償却実施額 

  有形固定資産      15,497千円 

  無形固定資産   132,581千円 

１．        ―――――――― 

 

 

２．減価償却実施額 

  有形固定資産    17,274千円 

  無形固定資産   178,998千円 

 
 


