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１．平成20年12月期第１四半期の連結業績（平成20年１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12月期第１四半期 635 △7.1 11 120.6 10 142.4 4 44.7

19年12月期第１四半期 684 － 5 － 4 － 3 －

19年12月期 2,782 2.9 50 127.7 49 169.6 23 107.2

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12月期第１四半期 516 75 － －

19年12月期第１四半期 357 40 357 19

19年12月期 2,514 64 2,512 39

(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12月期第１四半期 1,525 1,029 67.7 108,848 82

19年12月期第１四半期 1,513 1,039 69.0 109,612 82

19年12月期 1,679 1,057 63.1 111,670 70

(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12月期第１四半期 56 30 △8 114

19年12月期第１四半期 5 △31 △1 106

19年12月期 21 △121 △2 31

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 － － 1,500 00 1,500 00

20年12月期（予想） － － 4,300 00 4,300 00

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 1,590 33.7 32 － 32 － 12 － 1,357 67

通期 3,515 26.3 173 243.4 174 251.0 85 258.8 9,016 50

－ 1 －



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　　　　　　　　　　　　：　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「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20年１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12月期第１四半期 627 △5.1 9 △20.4 11 △2.0 5 △22.2

19年12月期第１四半期 661 △9.4 11 332.9 11 394.9 7 97.9

19年12月期 2,624 △2.9 49 123.9 52 187.0 26 128.4

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年12月期第１四半期 597 45

19年12月期第１四半期 768 89

19年12月期 2,771 82

(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12月期第１四半期 1,534 1,036 67.5 109,186 57

19年12月期第１四半期 1,496 1,048 70.1 110,539 83

19年12月期 1,668 1,062 63.7 111,927 74

６．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 1,575 37.1 23 － 29 － 11 － 1,213 77

通期 3,500 33.3 150 201.3 162 206.4 80 204.3 8,430 42

※　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。
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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

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済情勢は、金融市場の混乱や原材料価格の上昇等により、不透明感が

増す中、企業業績への悪影響も懸念される状況で推移しました。

　ネットワーク市場におきましては、電子商取引、モバイル環境、セキュリティ対策といった関連分野のニーズに一層

の高まりが感じられた一方で、ネットワーク関連商品の成熟化が進む中、企業の設備投資に対する投資効果の厳格化傾

向に変わりはなく、企業間の競争は一層熾烈になっております。 

　このような経済状況の中、当社は、引き続きFortinet社等の既存商品の拡販、また新規商品の収益化に向けた活動に

取り組んでまいりました。

　既存商品のFortinet社やH3C(旧Huawei-3Com)社商品等は堅調に推移したほか、官公庁向け構築案件の納入等によりネッ

トワークサービスも堅調に推移しました。また、子会社のJMP関連の受託開発製品については、出荷が順調に進んでおり

ます。しかしながら、映像配信事業者向けの大型案件の受注が第２四半期以降にずれ込んだほか、新規商品の一部につ

いては立ち上がりの兆しがみえてきたものの、その他のLoglogic社をはじめとする新規商品については苦戦している状

況が続いております。

　一方、利益面につきましては、在庫の適正化を図るため一部の在庫について評価減を実施しておりますが、利益率の

高いネットワークサービスの売上構成比が高まったほか、円高の影響もあり原価率は改善しました。また、引き続き業

務効率の向上のため各種施策を実施するとともに販売費及び一般管理費の抑制に努めました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は635,855千円（前年同四半期比7.1％減）、営業利益は11,605

千円（同120.6％増）、経常利益は10,096千円（同142.4％増）、四半期純利益は4,903千円（同44.7％増）となりました。

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

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ154,175千円減少し、1,525,684千円となりました。

これは主に、現金及び預金が82,628千円増加した一方で、売上債権が204,588千円減少したことによるものです。

また、当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ126,976千円減少し、495,727千円となりま

した。これは主に、仕入債務が64,026千円及び未払法人税等が37,866千円減少したことによるものです。

　なお、純資産は前連結会計年度末に比べ27,198千円減少し、1,029,957千円となり、自己資本比率は前連結会計年度末

の63.1％から4.6ポイント増加の67.7％となりました。

(2）連結キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より82,628千円増加し、

114,431千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、56,090千円の収入となりました。これは、主にたな卸資産が67,931千円増加

したこと及び仕入債務が64,026千円、前受金が20,760千円減少し、法人税等の支払が36,152千円生じたものの、売上債

権が204,588千円減少したことによるものです。

（投資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・フローは、30,267千円の収入となりました。これは、主に投資有価証券の売却による

39,318千円の収入及び有形・無形固定資産の取得による9,080千円の支出によるものです。

（財務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・フローは、8,679千円の支出となりました。これは配当金の支払額によるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

　業績予想につきましては、平成20年２月13日に公表しました業績予想に変更はありません。

　引き続きFortinet社等の既存商品のさらなる成長を図るとともにIsilon社等の新規商品の収益化と受託開発製品の出

荷や大型案件の受注活動に注力してまいります。また、映像配信、モバイル及びセキュリティ分野における高度かつ付

加価値の高いサービスやソリューションの開発を展開し、新たな収益の柱とすべく積極的な取り組みを進めてまいりま

す。

　なお、本資料で記述されている業績予想及び将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断した

ものであり、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なることがあります。

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。
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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

（単位：千円、％）

科目
注記

番号

前年同四半期

（平成19年12月期

　　第１四半期）

当四半期

（平成20年12月期

　　第１四半期）

増減
（参考）

平成19年12月期

 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

（資産の部）             

Ⅰ　流動資産             

１．現金及び預金   106,723   114,431     31,803  

２．受取手形及び売掛
金

  501,437   542,137     746,725  

３．たな卸資産   317,206   316,170     248,238  

４．その他   72,258   101,855     161,144  

貸倒引当金   －   △68     △298  

流動資産合計   997,625 65.9  1,074,525 70.4 76,900 7.7  1,187,612 70.7

Ⅱ　固定資産             

１．有形固定資産             

(1）建物及び構築物 ※１ 21,209   29,984     30,987   

(2）車両運搬具 ※１ 1,042   585     657   

(3）工具器具備品 ※１ 185,971   166,039     178,001   

(4）土地  17,113 225,336  17,113 213,723  △11,612 △5.2 17,113 226,759  

２．無形固定資産             

(1）その他  21,464 21,464  17,752 17,752  △3,712 △17.3 16,981 16,981  

３．投資その他の資産             

(1）投資有価証券  210,288   151,683     180,465   

(2）その他  56,052 266,340  67,999 219,682  △46,657 △17.5 68,040 248,505  

固定資産合計   513,141 33.9  451,159 29.6 △61,982 △12.1  492,246 29.3

Ⅲ　繰延資産   3,134 0.2  － － △3,134 △100.0  － －

資産合計   1,513,901 100.0  1,525,684 100.0 11,783 0.8  1,679,859 100.0
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（単位：千円、％）

科目
注記

番号

前年同四半期

（平成19年12月期

　　第１四半期）

当四半期

（平成20年12月期

　　第１四半期）

増減
（参考）

平成19年12月期

 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

１．買掛金   208,057   215,443     279,469  

２．前受金   158,175   176,287     197,048  

３．賞与引当金   －   8,000     －  

４．その他 ※３  93,590   95,996     135,571  

流動負債合計   459,823 30.3  495,727 32.5 35,903 7.8  612,088 36.5

Ⅱ　固定負債             

１．その他   14,570   －     10,615  

固定負債合計   14,570 1.0  － － △14,570 △100.0  10,615 0.6

負債合計   474,394 31.3  495,727 32.5 21,332 4.5  622,703 37.1

             

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

１．資本金   366,609 24.2  366,759 24.0 150 0.0  366,759 21.8

２．資本剰余金   382,859 25.3  383,009 25.1 150 0.0  383,009 22.8

３．利益剰余金   269,245 17.8  280,375 18.4 11,129 4.1  289,706 17.3

株主資本合計   1,018,714 67.3  1,030,144 67.5 11,429 1.1  1,039,475 61.9

Ⅱ　評価・換算差額等             

１．その他有価証券評
価差額金

  25,680 1.7  2,769 0.2 △22,911 △89.2  20,217 1.2

評価・換算差額等合
計

  25,680 1.7  2,769 0.2 △22,911 △89.2  20,217 1.2

Ⅲ　少数株主持分   △4,888 △0.3  △2,957 △0.2 1,931 －  △2,536 △0.2

純資産合計   1,039,506 68.7  1,029,957 67.5 △9,549 △0.9  1,057,155 62.9

負債純資産合計   1,513,901 100.0  1,525,684 100.0 11,783 0.8  1,679,859 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

（単位：千円、％）

科目
注記

番号

前年同四半期

（平成19年12月期

　　第１四半期）

当四半期

（平成20年12月期

　　第１四半期）

増減
（参考）

平成19年12月期

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

Ⅰ　売上高   684,252 100.0  635,855 100.0 △48,397 △7.1  2,782,765 100.0

Ⅱ　売上原価   511,028 74.7  452,127 71.1 △58,901 △11.5  2,030,548 73.0

売上総利益   173,223 25.3  183,727 28.9 10,504 6.1  752,217 27.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  167,963 24.5  172,122 27.1 4,158 2.5  701,583 25.2

営業利益   5,259 0.8  11,605 1.8 6,345 120.6  50,634 1.8

Ⅳ　営業外収益             

１．受取利息  81   128     237   

２．受取配当金  5   2     13   

３．受取家賃収入  288   75     783   

４．業務受託収入  －   －     663   

５．為替差益  －   277     －   

６．雑収入  115 489 0.1 235 718 0.1 229 46.8 2,209 3,906 0.2

Ⅴ　営業外費用             

１．支払利息  9   －     79   

２．支払手数料  －   2,000     －   

３．為替差損  511   －     86   

４．新株発行費償却  1,044   －     4,179   

５．株式交付費  －   －     15   

６．雑損失  18 1,583 0.3 227 2,227 0.3 643 40.6 530 4,891 0.2

経常利益   4,165 0.6  10,096 1.6 5,930 142.4  49,649 1.8

Ⅵ　特別利益             

１．固定資産売却益 ※２ －   －     49   

２．貸倒引当金戻入  249   230     －   

３．株式交換差益  －   －     2,362   

４．投資有価証券売却益  － 249 0.0 － 230 0.0 △19 △7.7 23,568 25,980 0.9

Ⅶ　特別損失             

１．固定資産除却損 ※３ －   －     5,183   

２．投資有価証券評価損  －   －     921   

３．商品除却損  －   －     3,448   

４．原状回復費用  －   －     2,937   

５．デューデリジェンス
費用

 －   －     9,663   

６．商品評価損  － － － － － － － － 4,864 27,018 1.0

税金等調整前四半期
（当期）純利益

  4,414 0.6  10,326 1.6 5,911 133.9  48,610 1.7

法人税、住民税及び
事業税

 5,232   1,498     38,413   

法人税等調整額  △775 4,456 0.6 4,345 5,843 0.9 1,386 31.1 △12,573 25,840 0.9

少数株主損失   3,431 0.5  420 0.1 △3,011 △87.7  1,079 0.0

四半期（当期）純利
益

  3,389 0.5  4,903 0.8 1,514 44.7  23,849 0.8
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

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

株主資本 評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高（千円） 366,609 382,859 268,701 1,018,170 2,006 2,006 △1,457 1,018,719

第１四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当   △2,845 △2,845    △2,845

四半期純利益   3,389 3,389    3,389

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

    23,674 23,674 △3,431 20,242

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

－ － 544 544 23,674 23,674 △3,431 20,787

平成19年３月31日残高（千円） 366,609 382,859 269,245 1,018,714 25,680 25,680 △4,888 1,039,506

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

株主資本 評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成19年12月31日残高（千円） 366,759 383,009 289,706 1,039,475 20,217 20,217 △2,536 1,057,155

第１四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当   △14,234 △14,234    △14,234

四半期純利益   4,903 4,903    4,903

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

    △17,447 △17,447 △420 △17,867

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

－ － △9,330 △9,330 △17,447 △17,447 △420 △27,198

平成20年３月31日残高（千円） 366,759 383,009 280,375 1,030,144 2,769 2,769 △2,957 1,029,957

前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本 評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高（千円） 366,609 382,859 268,701 1,018,170 2,006 2,006 △1,457 1,018,719

連結会計年度中の変動額

新株の発行 150 150  300    300

剰余金の配当   △2,845 △2,845    △2,845

当期純利益   23,849 23,849    23,849

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    18,210 18,210 △1,079 17,131

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

150 150 21,004 21,304 18,210 18,210 △1,079 38,436

平成19年12月31日残高（千円） 366,759 383,009 289,706 1,039,475 20,217 20,217 △2,536 1,057,155
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前年同四半期
（平成19年12月期
　　第１四半期）

当四半期
（平成20年12月期
　　第１四半期）

（参考）
平成19年12月期

区分
注記

番号
金額 金額 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前四半期（当期）純利
益

 4,414 10,326 48,610

減価償却費  19,986 21,014 97,321

のれん償却額  330 330 1,323

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △249 △230 49

賞与引当金の増加額  － 8,000 －

受取利息及び受取配当金  △86 △130 △250

支払利息  9 － 79

為替差損（△為替差益）  75 △4,949 663

新株発行費償却  1,044 － 4,179

株式交付費  － － 15

有形固定資産売却益  － － △49

有形固定資産除却損  － － 5,183

投資有価証券評価損  － － 921

投資有価証券売却益  － － △23,568

株式交換差益  － － △2,362

売上債権の減少額（△増加額）  123,089 204,588 △122,198

たな卸資産の減少額（△増加額）  △18,749 △67,931 50,217

前渡金の減少額（△増加額）  10,983 7,883 △33,451

長期前払費用の減少額  731 553 3,114

その他流動資産の減少額
（△増加額）

 789 7,919 △10,379

仕入債務の減少額  △128,496 △64,026 △57,085

未払金の増加額  7,317 5,400 1,344

未払消費税等の減少額  △8,253 △4,577 △1,820

未払法人税等の増加額（△減少額）  － △3,211 4,186

前受金の増加額（△減少額）  △6,052 △20,760 32,820

預り金の増加額（△減少額）  △1,829 △8,085 3,211

その他流動負債の増加額  1,762 － 39

小計  6,817 92,112 2,116

利息及び配当金の受取額  86 130 250

利息の支払額  △9 － △79

法人税等の支払額  △1,338 △36,152 △5,539

還付法人税等の受取額  － － 25,166

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,555 56,090 21,914
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（単位：千円）

前年同四半期
（平成19年12月期
　　第１四半期）

当四半期
（平成20年12月期
　　第１四半期）

（参考）
平成19年12月期

区分
注記

番号
金額 金額 金額

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出  － － △10,000

投資有価証券の売却による収入  － 39,318 11,000

有形固定資産の取得による支出  △28,408 △6,782 △105,124

有形固定資産の売却による収入  1,192 － 1,437

無形固定資産の取得による支出  △4,140 △2,298 △4,140

貸付による支出  － － △176

貸付金の回収による収入  － 30 －

敷金保証金の差入による支出  － － △14,371

投資活動によるキャッシュ・フロー  △31,356 30,267 △121,374

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  － － 180,000

短期借入金の返済による支出  － － △180,000

株式の発行による収入  － － 285

配当金の支払額  △1,724 △8,679 △2,682

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,724 △8,679 △2,397

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △75 4,949 △663

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）

 △27,600 82,628 △102,520

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  134,323 31,803 134,323

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末（期
末）残高

※１ 106,723 114,431 31,803
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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
前年第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

株式会社ジャパン・モバイル・

プラットホーム

　子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

株式会社ジャパン・モバイル・

プラットホーム

　子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

株式会社ジャパン・モバイル・

プラットホーム

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同左 同左

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

　連結子会社の四半期連結決算日は、

四半期連結決算日と一致しておりま

す。

同左 　連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。

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

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

四半期連結決算日の市場価

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。

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。

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①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

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しておりま

す。

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。

②たな卸資産

商品

同左

 

仕掛品

同左

②たな卸資産

商品

同左

 

仕掛品

同左

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

　定率法（ただし、建物（建物

附属設備を除く）については定

額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建　　　　物　５年～39年

工具器具備品　２年～15年

車両運搬具　　４年

　期首から保有する資産につい

ては年間減価償却見積額の４分

の１を、期中取得資産について

は所有月数按分額を計上してお

ります 。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

　定率法（ただし、建物（建物

附属設備を除く）については定

額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建　　　　物　５年～39年

工具器具備品　２年～15年

車両運搬具　　４年

 ②無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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（３年ないし５年）

に基づく償却をしております。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左
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項目
前年第１四半期連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

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

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

 (3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

②賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当

四半期の負担額を計上しており

ます。 

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

②賞与引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

②　　　――――――

 

 (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。

(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

同左

(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。

 (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）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

　消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

(6）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

同左

(6）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

消費税等の会計処理

同左

５．のれんの償却に関する事

項

　のれんの償却については、５年間

で均等償却しております。

同左 同左

６．四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 同左

㈱ネットワークバリューコンポネンツ（3394）平成 20 年 12 月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 11 －



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

　前年第１四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年３月31日）

　当第１四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

　　至　平成20年３月31日）

　前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年12月31日）

―――――― ―――――― （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。

 

 

追加情報

前年第１四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（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。

――――――
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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

前年第１四半期連結会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年３月31日）

前連結会計年度
（平成19年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

336,960千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

412,733千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

392,914千円

２．当座貸越契約について

　当社は、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。

 　　　　　 　　　　　　  （千円）

当座貸越限度額の総額　　　　800,000

借入実行残高          　　　     －

差引額 　　　 　 　　 　　　800,000

２．当座貸越契約について

　当社は、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。

 　　　　　 　　　　　　  （千円）

当座貸越限度額の総額　　　　800,000

借入実行残高          　　　　　 －

差引額 　　　 　 　　 　　　800,000

２．当座貸越契約について

　当社は、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。

 　　　　　 　　　　　　  （千円）

当座貸越限度額の総額　　　　800,000 

借入実行残高             　　　　－　

差引額 　　　 　 　　　　　 800,000

※３．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。

※３．同左 ※３．　　　　　――――――

（四半期連結損益計算書関係）

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

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

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12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。

※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。

※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。

 （千円）

給料手当 68,683

地代家賃 15,025

 （千円）

給料手当 63,141

地代家賃 19,500

 （千円）

給料手当 272,775

地代家賃 62,226

貸倒引当金繰入 49

※２．　　　　　―――――― ※２．　　　　　―――――― ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであ

ります。

 （千円）

工具器具備品 49

※３．　　　　　―――――― ※３．　　　　　―――――― ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。

 （千円）

工具器具備品 5,183
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

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

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末株式

数（株）

当四半期連結会計期間

増加株式数（株）

当四半期連結会計期間

減少株式数（株）

当四半期連結会計期間

末株式数（株）

発行済株式

普通株式 9,483.44 － － 9,483.44

合計 9,483.44 － － 9,483.44

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 2,845 300 平成18年12月31日 平成19年３月30日

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１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に関する事項

 
前連結会計年度末株式

数（株）

当四半期連結会計期間

増加株式数（株）

当四半期連結会計期間

減少株式数（株）

当四半期連結会計期間

末株式数（株）

発行済株式

普通株式 9,489.44 － － 9,489.44

合計 9,489.44 － － 9,489.44

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成20年３月28日

定時株主総会
普通株式 14,234 1,500 平成19年12月31日 平成20年３月31日
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前連結会計年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
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） 9,483.44 6 － 9,489.44

合計 9,483.44 6 － 9,489.44

（注）普通株式の発行済株式総数の増加６株は、新株引受権及び新株予約権の行使による増加であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年３月29日

定時株主総会
普通株式 2,845 300 平成18年12月31日 平成19年３月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成20年３月28日

定時株主総会
普通株式 14,234 利益剰余金 1,500 平成19年12月31日 平成20年３月31日

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前年第１四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四

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

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四

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

※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） （平成20年３月31日現在） （平成19年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 106,723

現金及び現金同等物 106,723

 （千円）

現金及び預金勘定 114,431

現金及び現金同等物 114,431

 （千円）

現金及び預金勘定 31,803

現金及び現金同等物 31,803
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（リース取引関係）

　前年第１四半期連結会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年３月31日）

　当第１四半期連結会計期間

（自　平成20年１月１日

　　至　平成20年３月31日）

　前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年12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

　(借主側）

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び四半期末残高相当額

　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

　(借主側）

 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び四半期末残高相当額

　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

　(借主側）

 (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

 
有形固定

資産

有形固定

資産
合計

 建物
工具器具

備品
 

 （千円） （千円） （千円）

取得価額

相当額
3,082 3,666 6,748

減価償却

累計額相

当額

2,962 549 3,512

四半期末

残高相当

額

119 3,116 3,235

 

 
有形固定

資産
合計

 
工具器具

備品
 

 （千円） （千円）

取得価額相当

額
7,394 7,394

減価償却累計

額相当額
3,215 3,215

四半期末残高

相当額
4,179 4,179

 

 
有形固定

資産

有形固定

資産
合計

 建物
工具器具

備品
 

 （千円） （千円） （千円）

取得価額

相当額
－ 7,394 7,394

減価償却

累計額相

当額

－ 2,775 2,775

期末残高

相当額
－ 4,618 4,618

 

(2）未経過リース料四半期末残高相当額

１年以内　　　　 　　1,077千円

１年超　　　　　　 　2,382千円

合計　　　　　　　 　3,460千円

(2）未経過リース料四半期末残高相当額

１年以内　　　 　　　1,309千円

１年超　　　　　 　　4,371千円

合計　　　　　　　 　5,681千円

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内　　　 　　　1,300千円

１年超　　　　　 　　4,702千円

合計　　　　　　 　　6,002千円 

(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　　 　　  391千円

減価償却費相当額　　　 240千円 

支払利息相当額　　　 　  4千円 

(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　　　 　  362千円

減価償却費相当額　 　1,013千円 

支払利息相当額　　　 　 41千円 

(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　　 　　1,767千円

減価償却費相当額　 　2,256千円 

支払利息相当額　　 　　152千円 

(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、残価保証金

額を残存価額として計算した法定定率法の

償却費に、10／９を乗じる方法（10／９定

率法) によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　支払利息相当額は利息法に基づくもので

あります。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失がないた

め、項目等の記載は省略しております。

(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

同左

 

（減損損失について）

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

同左

 

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前年第１四半期連結会計期間末（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 33,002 72,694 39,691

合計 33,002 72,694 39,691

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 137,593

当第１四半期連結会計期間末（平成20年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 22,839 29,645 6,805

合計 22,839 29,645 6,805

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 122,038

前連結会計年度末（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）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 22,839 55,495 32,655

合計 22,839 55,495 32,655

２．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 124,969
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（デリバティブ取引関係）

前年第１四半期連結会計期間末（平成19年３月31日現在）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間末（平成20年３月31日現在）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成19年12月31日現在）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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

　当社グループは、ネットワーク関連商品の輸入、開発、販売とサポート及びネットワークインテグレーショ

ンを主要な事業内容としており、単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。

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

　当社グループは、ネットワーク関連商品の輸入、開発、販売とサポート及びネットワークインテグレーショ

ンを主要な事業内容としており、単一セグメントであるため、事業の種類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19年１月１日　至　平成19年12月31日）

　当社グループは、ネットワーク関連商品の輸入、開発、販売とサポート及びネットワークインテグレーショ

ンを主要な事業内容としており、単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前年第１四半期連結会計期間（自　平成19年１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。

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20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。

前連結会計年度（自　平成19年１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。

ｃ．海外売上高

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

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

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年１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19年１月１日　至　平成19年12月31日）

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

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

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

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 109,612円82銭

１株当たり四半期純利

益金額
357円40銭

潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額
357円19銭

１株当たり純資産額 108,848円82銭

１株当たり四半期純利

益金額
516円75銭

　なお、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、潜在株式

が存在していないため記載しておりま

せん。

１株当たり純資産額 111,670円70銭

１株当たり当期純利益

金額
 2,514円64銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
2,512円39銭

　（注）１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

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

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

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり四半期（当期）純

利益金額
   

四半期（当期）純利益

（千円）
3,389 4,903 23,849

普通株主に帰属しない金

額（千円）
－ － －

普通株式に係る四半期

（当期）純利益（千円）
3,389 4,903 23,849

期中平均株式数（株） 9,483 9,489 9,484

    

潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益金額
   

四半期（当期）純利益調

整額（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） 6 － 3

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり

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２種類（新株予

約権の数266個）。

新株予約権５種類（新株予

約権の数276個）。

新株予約権５種類（新株予

約権の数282個）。

（重要な後発事象）

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

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

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

―――――― ―――――― ――――――
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６．四半期個別財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

 （単位：千円、％）

科目
注記

番号

前年同四半期

（平成19年12月期

　　第１四半期）

当四半期

（平成20年12月期

　　第１四半期）

増減
（参考）

平成19年12月期

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

（資産の部）             

Ⅰ　流動資産             

１．現金及び預金  73,156   114,271     31,256   

２．受取手形  1,097   12,160     13,226   

３．売掛金  496,990   482,237     677,839   

４．たな卸資産  300,196   221,442     228,051   

５．その他  109,589   253,808     226,414   

  貸倒引当金  －   △49     △276   

流動資産合計   981,029 65.6  1,083,870 70.6 102,840 10.5  1,176,511 70.5

Ⅱ　固定資産             

１．有形固定資産 ※１            

(1）建物  21,209   29,984     30,987   

(2）車両運搬具  1,042   585     657   

(3）工具器具備品  185,971   166,039     178,001   

(4）土地  17,113   17,113     17,113   

計  225,336   213,723   △11,612 △5.2 226,759   

２．無形固定資産  15,178   12,506   △2,672 △17.6 11,687   

３．投資その他の資産             

(1）投資有価証券  210,288   151,683     180,465   

(2）その他  61,152   73,099     73,140   

計  271,440   224,782   △46,657 △17.2 253,605   

固定資産合計   511,955 34.2  451,013 29.4 △60,942 △11.9  492,053 29.5

Ⅲ　繰延資産   3,134 0.2  － － △3,134 △100.0  － －

資産合計   1,496,119 100.0  1,534,883 100.0 38,764 2.6  1,668,564 100.0
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 （単位：千円、％）

科目
注記

番号

前年同四半期

（平成19年12月期

　　第１四半期）

当四半期

（平成20年12月期

　　第１四半期）

増減
（参考）

平成19年12月期

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

１．買掛金  196,098   223,226     267,371   

２．前受金  147,327   176,287     197,048   

３．賞与引当金  －   8,000     －   

４．その他 ※３ 89,824   91,250     131,398   

流動負債合計   433,250 28.9  498,764 32.5 65,513 15.1  595,818 35.7

Ⅱ　固定負債             

１．繰延税金負債  14,570   －     10,615   

固定負債合計   14,570 1.0  － － △14,570 △100.0  10,615 0.6

負債合計   447,821 29.9  498,764 32.5 50,942 11.4  606,433 36.3

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

１．資本金   366,609 24.5  366,759 23.9 150 0.0  366,759 22.0

２．資本剰余金             

（1）資本準備金  382,859   383,009     383,009   

資本剰余金合計   382,859 25.6  383,009 25.0 150 0.0  383,009 23.0

３．利益剰余金             

（1）利益準備金  2,855   2,855     2,855   

（2）その他利益剰余
金

            

繰越利益剰余金  270,292   280,725     289,290   

利益剰余金合計   273,147 18.3  283,580 18.4 10,432 3.8  292,145 17.5

株主資本合計   1,022,616 68.4  1,033,349 67.3 10,732 1.0  1,041,914 62.5

Ⅱ　評価・換算差額等             

１．その他有価証券評
価差額金

  25,680 1.7  2,769 0.2 △22,911 △89.2  20,217 1.2

評価・換算差額等合
計

  25,680 1.7  2,769 0.2 △22,911 △89.2  20,217 1.2

純資産合計   1,048,297 70.1  1,036,119 67.5 △12,178 △1.2  1,062,131 63.7

負債純資産合計   1,496,119 100.0  1,534,883 100.0 38,764 2.6  1,668,564 100.0
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(2）（要約）四半期損益計算書

（単位：千円、％）

科目
注記

番号

前年同四半期

（平成19年12月期

　　第１四半期）

当四半期

（平成20年12月期

　　第１四半期）

増減
（参考）

平成19年12月期

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

Ⅰ　売上高   661,393 100.0  627,739 100.0 △33,653 △5.1  2,624,992 100.0

Ⅱ　売上原価   487,400 73.7  450,351 71.7 △37,049 △7.6  1,896,239 72.2

売上総利益   173,992 26.3  177,388 28.3 3,395 2.0  728,753 27.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費   162,172 24.5  167,978 26.8 5,806 3.6  678,972 25.9

営業利益   11,820 1.8  9,410 1.5 △2,410 △20.4  49,780 1.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,267 0.2  3,862 0.6 2,595 204.7  7,976 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  1,583 0.2  2,000 0.3 416 26.3  4,891 0.2

経常利益   11,504 1.8  11,273 1.8 △231 △2.0  52,866 2.0

Ⅵ　特別利益 ※３  249 0.0  226 0.0 △22 △9.0  26,229 1.0

Ⅶ　特別損失 ※４  － －  － － － －  27,018 1.0

税引前四半期（当期）

純利益
  11,753 1.8  11,500 1.8 △253 △2.2  52,077 2.0

法人税、住民税及び事

業税
 5,237   1,480     38,366   

　　法人税等調整額  △775 4,462 0.7 4,350 5,830 0.9 1,368 30.7 △12,578 25,787 1.0

四半期（当期）純利益   7,291 1.1  5,669 0.9 △1,622 △22.2  26,289 1.0
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前年第１四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高
（千円）

366,609 382,859 382,859 2,855 265,845 268,701 1,018,170 2,006 2,006 1,020,176

第１四半期会計期間中
の変動額

剰余金の配当     △2,845 △2,845 △2,845   △2,845

四半期純利益     7,291 7,291 7,291   7,291

株主資本以外の項目
の第１四半期会計期
間中の変動額（純
額）

       23,674 23,674 23,674

第１四半期会計期間中
の変動額合計（千円）

－ － － － 4,446 4,446 4,446 23,674 23,674 28,120

平成19年３月31日残高
（千円）

366,609 382,859 382,859 2,855 270,292 273,147 1,022,616 25,680 25,680 1,048,297

当第１四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成19年12月31日残高
（千円）

366,759 383,009 383,009 2,855 289,290 292,145 1,041,914 20,217 20,217 1,062,131

第１四半期会計期間中
の変動額

剰余金の配当     △14,234 △14,234 △14,234   △14,234

四半期純利益     5,669 5,669 5,669   5,669

株主資本以外の項目
の第１四半期会計期
間中の変動額（純
額）

       △17,447 △17,447 △17,447

第１四半期会計期間中
の変動額合計（千円）

－ － － － △8,564 △8,564 △8,564 △17,447 △17,447 △26,012

平成20年３月31日残高
（千円）

366,759 383,009 383,009 2,855 280,725 283,580 1,033,349 2,769 2,769 1,036,119
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前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高
（千円）

366,609 382,859 382,859 2,855 265,845 268,701 1,018,170 2,006 2,006 1,020,176

事業年度中の変動額

新株の発行 150 150 150    300   300

剰余金の配当     △2,845 △2,845 △2,845   △2,845

当期純利益     26,289 26,289 26,289   26,289

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

       18,210 18,210 18,210

事業年度中の変動額合
計（千円）

150 150 150 － 23,444 23,444 23,744 18,210 18,210 41,954

平成19年12月31日残高
（千円）

366,759 383,009 383,009 2,855 289,290 292,145 1,041,914 20,217 20,217 1,062,131
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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

 前年第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

  　至　平成19年３月31日）

　当第１四半期会計期間

（自　平成20年１月１日

  　至　平成20年３月31日）

 前事業年度

（自　平成19年１月１日

  　至　平成19年12月31日）

１．資産の評価基準及び評

価方法

(1）有価証券

①関係会社株式

　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

　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。

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。

(1）有価証券

①関係会社株式

同左

 

 

②その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの

同左

(1）有価証券

①関係会社株式

同左

 

 

②その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定）を採用しており

ます。 

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法

(1) 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。

(1) たな卸資産

①商品

同左

 

②仕掛品

同左

(1) たな卸資産

①商品

同左

 

②仕掛品

同左

３．固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

　　定率法（ただし、建物

（建物附属設備を除く）

については定額法）を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は

以下のとおりであります。

建物　　　　５年～39年

工具器具備品２年～15年

車両運搬具　 　   ４年

　期首から保有する資産

については年間減価償却

見積額の４分の１を、期

中取得資産については所

有月数按分額を計上して

おります 。

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

　　定率法（ただし、建物

（建物附属設備を除く）

については定額法）を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は

以下のとおりであります。

建物　　　　５年～39年

工具器具備品２年～15年

車両運搬具　 　   ４年

 

(2) 無形固定資産

　定額法を採用しており

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

（３年ないし５年）に基

づいて償却をしておりま

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

 前年第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

  　至　平成19年３月31日）

　当第１四半期会計期間

（自　平成20年１月１日

  　至　平成20年３月31日）

 前事業年度

（自　平成19年１月１日

  　至　平成19年12月31日）

４．繰延資産の処理方法 (1）新株発行費

　　３年間で均等償却して

おります。

(2）株式交付費

　支出時に全額費用とし

て処理しております。

(1）　 ――――――

 

 

(2）　 ――――――

 

 

(1）新株発行費

　３年間で均等償却して

おります。

(2）株式交付費

　支出時に全額費用とし

て処理しております。

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上し

ております。 

(2）賞与引当金

　　従業員の賞与支給に備

えるため、将来の支給見

込額のうち当四半期の負

担額を計上しておりま

す。 

(1）貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

 

(2）賞与引当金

同左

 

 

 

(1）貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

 

(2）　 ――――――

 

 

 

 

６．外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準

 

 

　外貨建金銭債権債務は四

半期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。

同左

 

 

 

 

　外貨建金銭債権債務は決

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。 

７．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

 

 

 

 

 

 

８．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

 

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税等

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
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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

　前年第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年３月31日）

　当第１四半期会計期間

（自　平成20年１月１日

　　至　平成20年３月31日）

　前事業年度

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年12月31日）

―――――― ―――――― （減価償却方法の変更）

　当事業年度より、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。

 

 

追加情報

前年第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（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。

――――――
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前年第１四半期会計期間

（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間

（平成20年３月31日）

前事業年度

（平成19年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

       336,960千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

       412,733千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

392,914千円

２．当座貸越契約について 

　当社は、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。 

２．当座貸越契約について 

　当社は、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。 

２．当座貸越契約について

　当社は、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。

 　　　　　　　　　 （千円）

当座貸越限度額の総額　800,000

借入実行残高 　            －

差引額 　　　　　　   800,000

 　　　　　　　　　 （千円）

当座貸越限度額の総額　800,000

借入実行残高 　            － 

差引額 　　　　　　   800,000

 　　　　　 　　　  （千円）

当座貸越限度額の総額　800,000

借入実行残高               －

差引額 　　　 　 　　 800,000

※３．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。

※３．同左 ※３．　　　――――――

 

（四半期損益計算書関係）

　前年第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年３月31日）

　当第１四半期会計期間

（自　平成20年１月１日

　　至　平成20年３月31日）

　前事業年度

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年12月31日）

※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息　　　　　　 138千円

受取家賃収入　　　　 408千円

業務受託収入　　　　 600千円

雑収入　　　　　　　 115千円

※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息　　　　 　　665千円

受取家賃収入　　 　　885千円

業務受託収入　　 　1,800千円

為替差益　　　　　 　277千円

雑収入　　　　　　　 232千円

※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息　　　　　　 966千円

受取家賃収入　　　 1,804千円

業務受託収入　　　 3,063千円

雑収入　　　 　　　2,128千円

※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息　　　　　　　 9千円

為替差損 　　　　　　511千円

新株発行費償却　　 1,044千円

 

 

※２．営業外費用のうち重要なもの

支払手数料　　　　 2,000千円

　

 

 

 

※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息　　　　　    79千円

為替差損　　　　　    86千円

新株発行費償却　   4,179千円

株式交付費　   　　　 15千円

雑損失　   　　　    530千円

※３．　　　――――――

 

※３．特別利益のうち重要なもの

貸倒引当金戻入　　　 226千円

※３．特別利益のうち重要なもの

投資有価証券売却益23,568千円

※４．　　　――――――

 

※４．　　　――――――

 

※４．特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損　　 5,183千円

５．減価償却実施額

有形固定資産　　　18,891千円

無形固定資産　　　 1,094千円

５．減価償却実施額

有形固定資産　　　19,818千円

無形固定資産　　　 1,180千円

５．減価償却実施額

有形固定資産　　　92,735千円

無形固定資産　　　 4,585千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。

当四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

該当事項はありません。
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（リース取引関係）

　前年第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年３月31日）

　当第１四半期会計期間

（自　平成20年１月１日

　　至　平成20年３月31日）

　前事業年度

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年12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

(借主側）

　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

(借主側）

　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

(借主側）

(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

 
有形固定

資産

有形固定

資産
合計

 建物
工具器具

備品
 

 （千円） （千円） （千円）

取得価額

相当額
3,082 3,666 6,748

減価償却

累計額相

当額

2,962 549 3,512

四半期末

残高相当

額

119 3,116 3,235

 

 
有形固定

資産
合計

 
工具器具

備品
 

 （千円） （千円）

取得価額

相当額
7,394 7,394

減価償却

累計額相

当額

3,215 3,215

四半期末

残高相当

額

4,179 4,179

 

 
有形固定

資産

有形固定

資産
合計

 建物
工具器具

備品
 

 （千円） （千円） （千円）

取得価額

相当額
－ 7,394 7,394

減価償却

累計額相

当額

－ 2,775 2,775

期末残高

相当額
－ 4,618 4,618

 

(2）未経過リース料四半期末残高相

当額

 １年以内　　   　1,077千円

 １年超　　　 　　2,382千円

 合計　　　　   　3,460千円

(2）未経過リース料四半期末残高相

当額

 １年以内　 　　　1,309千円

 １年超　　 　　　4,371千円

 合計　　　　 　　5,681千円

(2）未経過リース料期末残高相当額

 

 １年以内　　 　　1,300千円

 １年超　　　 　　4,702千円

 合計　　　　 　　6,002千円

(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　　   391千円

減価償却費相当額　 240千円 

支払利息相当額 　　  4千円 

(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　 　  362千円

減価償却費相当額 1,013千円

支払利息相当額　 　 41千円 

(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　   1,767千円

減価償却費相当額 2,256千円

支払利息相当額　 　152千円

(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

価保証金額を残存価額として計算

した法定定率法の償却費に、10／

９を乗じる方法（10／９定率法) 

によっております。

(5）利息相当額の算定方法

　支払利息相当額は利息法に基づ

くものであります。

（減損損失について） 

　リース資産に配分された減損損失

がないため、項目等の記載は省略し

ております。

(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

同左

 

（減損損失について） 

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

同左

 

（減損損失について） 

同左
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（有価証券関係）

前年第１四半期会計期間末（平成19年３月31日現在）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当第１四半期会計期間末（平成20年３月31日現在）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成19年12月31日現在）

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　前年第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年３月31日）

　当第１四半期会計期間

（自　平成20年１月１日

　　至　平成20年３月31日）

　前事業年度

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額

１株当たり四半期純

利益金額

110,539円83銭

768円89銭

 

１株当たり純資産額

１株当たり四半期純

利益金額

 109,186円57銭

597円45銭

 

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利

益金額

 111,927円74銭

 2,771円82銭

 

潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益

金額

768円43銭 　なお、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、潜在株式

が存在していないため記載しておりま

せん。

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

 2,770円80銭

（注)　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 

前年第１四半期会計期間

(自　平成19年１月１日

　至　平成19年３月31日)

 当第１四半期会計期間

(自　平成20年１月１日

　至　平成20年３月31日)

前事業年度

(自　平成19年１月１日

　至　平成19年12月31日)

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
   

四半期（当期）純利益（千円） 7,291 5,669 26,289

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る四半期（当期）

純利益（千円）
7,291 5,669 26,289

普通株式の期中平均株式数

（株）
9,483 9,489 9,484

    

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
   

四半期（当期）純利益調整額

（千円） 
－ － －

普通株式増加数（株） 6 － 3

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり四半期

（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２種類（新株予

約権の数266個）。

新株予約権５種類（新株予

約権の数276個）。

新株予約権５種類（新株予

約権の数282個）。

（重要な後発事象）

　前年第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年３月31日）

　当第１四半期会計期間

（自　平成20年１月１日

　　至　平成20年３月31日）

　前事業年度

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年12月31日）

―――――― ―――――― ――――――
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７．事業部門別売上高

　前年第１四半期会計期間及び当第１四半期会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

　前年第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年３月31日）

　当第１四半期会計期間

（自　平成20年１月１日

　　至　平成20年３月31日）

　前事業年度

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年12月31日）

金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

ネットワーク　　　

ソリューション事業
481,302 72.8 404,404 64.4 1,880,567 71.6

ネットワーク　　　

サービス事業
180,090 27.2 223,335 35.6 744,425 28.4

合計 661,393 100.0 627,739 100.0 2,624,992 100.0

 (注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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