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１．平成20年６月中間期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 1,093 △8.0 △4 － △4 － △4 －

19年６月中間期 1,188 － △15 － △22 － △12 －

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

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年６月中間期 △480 75 － －

19年６月中間期 △1,344 44 － －

19年12月期 2,514 64 2,512 39

（参考）持分法投資損益 20年６月中間期 －百万円 19年６月中間期 －百万円 19年12月期 －百万円

(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月中間期 1,551 1,015 66.1 108,006 84

19年６月中間期 1,504 1,055 70.4 111,697 23

19年12月期 1,679 1,057 63.1 111,670 70

（参考）自己資本 20年６月中間期 1,024百万円 19年６月中間期 1,059百万円 19年12月期 1,059百万円

(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月中間期 254 △71 △13 198

19年６月中間期 125 △53 △2 203

19年12月期 21 △121 △2 31

２．配当の状況

１株当たり配当

（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 －  －  
4,300 00

20年12月期（予想） －  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 3,515 26.3 173 243.4 174 251.0 85 258.8 9,016 50
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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）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「中間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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年６月中間期 9,489株 19年６月中間期 9,483.44株 19年12月期 9,489.44株

②　期末自己株式数 20年６月中間期 －株 19年６月中間期 －株 19年12月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年６月中間期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月中間期 1,075 △6.4 3 － 9 － 2 －

19年６月中間期 1,149 △14.8 △12 － △17 － △10 －

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

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年６月中間期 296 64

19年６月中間期 △1,055 80

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６月中間期 1,563 1,034 66.2 109,041 32

19年６月中間期 1,479 1,062 71.8 111,985 87

19年12月期 1,668 1,062 63.7 111,927 74

（参考）自己資本 20年６月中間期 1,034百万円 19年６月中間期 1,062百万円 19年12月期 1,062百万円

２．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 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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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当中間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

ビスも好調に推移しましたが、その他のLoglogic 社をはじめとする新規商品については依然として立ち上げに至って

おりません。また、第２四半期に受注を見込んでおりました映像配信事業者向けの大型案件が第３四半期以降にずれ

込んだほか、第１四半期においては順調に出荷が進みました受託開発製品についても、第２四半期は取引先都合によ

り出荷ができない状態が続きました。

　一方、利益面につきましては、主として人員の補強のための採用費及び人件費が増加したため前期を上回る水準で

推移したほか、保守的な観点から子会社株式や投資有価証券についてその一部につき評価損を計上し、子会社ののれ

んの一部については早期償却を実施いたしました。

　この結果、当中間連結会計期間における売上高は1,093,931千円（前年同期比8.0％減）、営業損失は4,767千円（同

10,787千円減）、経常損失は4,149千円（同18,125千円減）、中間純損失は4,561千円（同8,187千円減）となりまし

た。

事業部門別の営業概況は次のとおりであります。 

①ネットワークソリューション事業

　ネットワークソリューション事業の売上高は、673,316千円（前期比22.5％減）となりました。既存商品のうち

Fortinet社やH3C社につきましては、着実に販売体制の整備が進捗したほか、認知度向上に伴い堅調に推移いたしまし

た。その他の既存商品につきましては、伸びを示した商品もあるものの全般的に低調に推移しました。また、当第２

四半期において見込んでおりました映像配信事業者向けの大型案件については受注及び出荷にいたらず、受託開発製

品につきましては、第２四半期に取引先都合により出荷ができない状態が続いたため、当初の見込みを大きく下回り

ました。一方Loglogic社、Imperva社等の新規商品につきましても依然として立ち上げには至らず、売上への貢献はご

く限定的な範囲に留まりました。

②ネットワークサービス事業　

　ネットワークサービス事業の売上高は、420,614千円（前期比31.3％増）となりました。官公庁向け構築案件の納入

等による設定・構築のほか保守及び技術サポートサービスが好調に推移し、当社独自のサービス商品であるマネージ

ドVPNサービスも着実に伸長しました。

　

なお、事業部門別構成比は次のとおりであります。

 事業部門別

平成20年６月中間期

金額(千円) 構成比(％)

ネットワークソリューション事業 673,316 61.6

ネットワークサービス事業 420,614 38.4

合計 1,093,931 100.0

　

【当期の見通し】

　当中間連結会計期間は、既存商品のFortinet社やH3C社商品等の販売は堅調に推移し、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好調に推移しましたが、Loglogic 社をはじめとする新規商品の立ち上げの遅れ及び当

中間連結会計期間において受注及び出荷を見込んでおりました複数の大型案件の出荷が第３四半期以降にずれ込んだ

ことから、売上高は当初計画を496百万円下回る1,093百万円となりました。また、売上高の計画からの下振れに加え、

人員の補強のための採用費及び人件費が増加したほか、保守的な観点から子会社株式及び投資有価証券についてその

一部につき評価損を計上し、子会社ののれんの一部について早期償却を実施したことから、営業利益は当初計画を36

百万円下回る△4百万円、経常利益は同じく36百万円下回る△4百万円、当期純利益は同じく17百万円下回る△4百万円

となりました。

　下半期においては、当中間連結会計期間における計画未達の主な要因となりました映像配信事業者向けの大型案件
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の受注や第２四半期に出荷が滞りました受託開発製品の出荷の再開を予定しているほか、その他の案件見込みも順調

に増加していることなどから、現時点において期初に発表いたしました平成20年12月期通期業績予想に修正はなく、

当社グループ連結の業績見通しにつきましては、売上高3,515百万円、営業利益173百万円、経常利益174百万円、当期

純利益85百万円、当社単体の業績見通しにつきましては、売上高3,500百万円、営業利益150百万円、経常利益162百万

円、当期純利益80百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

①資産及び負債・純資産の状況

　当中間連結会計期間末の総資産は、前連会計年度末に比べ128,573千円減少し、1,551,286千円となりました。これ

は主に、現金及び預金が167,071千円増加した一方で、売上債権が368,811千円減少したことによるものです。また、

当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ87,179千円減少し、535,524千円となりました。これは

主に、前受金が49,840千円増加したものの、仕入債務が93,805千円及び未払法人税等が36,473千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41,394千円減少し、1,015,761千円となり、自己資本比率は前連結会計年度

末の63.1％から３ポイント増加の66.1％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当中間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、前連結会計年度末より167,071千円増

加し、198,874千円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、254,042千円の収入となりました。これは主に、たな卸資産が65,540千円増

加、仕入債務が93,805千円減少、法人税等の支払額が37,914千円生じたものの、売上債権が368,811千円減少し、前受

金が49,840千円増加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、71,478千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による

支出33,872千円、貸付による支出301,904千円、貸付金の回収による収入231,854千円及び投資有価証券の売却による

収入39,318千円によるものです。

 （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、13,744千円の支出となりました。これは主に、配当金の支払額13,669千円

によるものです。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

 平成19年６月中間期 平成20年６月中間期 平成19年12月期

自己資本比率（％） 70.4 66.1 63.1

時価ベースの自己資本比率

（％）
102.8 112.6 115.8

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
13,385.6 1,882.8 274.8

※自己資本比率：自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと考えております。経営基盤の一層の強化と事業拡大に必

要な内部留保の充実を考慮しつつ、業績に連動した株主配当を行うことを基本方針としております。具体的には単体

業績ベースの配当性向50％を目処とし、特別な損益等の特殊要因により税引後当期純利益が大きく変動する営業年度

については、その影響を考慮し配当額を決定いたします。

　この方針に基づき、平成20年12月期につきましては、１株につき4,300円の配当を実施する予定であります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業展開その他に関してリスク要因となる可能性がある主な事項を記載しております。また、投資

判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項についても、株主及び投資家に対する情報開示の観点から積極的に記載

しております。なお、文中における将来に関する事項は、本書類発表日現在において当社グループが判断したもので
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あります。

①事業内容に関するリスクについて 

 （a）当社グループの属する市場の状況について

　ネットワーク関連市場は、ネットビジネスの新興企業の勃興のみならず一般企業へのネットワークの普及により、

今後も堅調に推移するものと予想されますが、市場の成長が当社グループの予測に見合わない場合には、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、市場規模の拡大に伴い競合他社との競争が激化するものと予想さ

れ、当社グループの競争力及び市場の状況いかんによっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 （b）製品の陳腐化、適正在庫の確保等について

　ネットワーク関連市場は、市場規模が拡大しているのと同時に、短期間のうちに技術が進化しております。仕入製

品の選択、製品開発にあたっては、積極的な最新技術動向の調査や市場調査の実施による顧客ニーズの見極め、特定

の仕入先への依存回避により市場への対応力を強化してまいりますが、製品の競争力いかんによっては、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、ネットワーク関連市場の急速な技術革新は当社グループの取扱商品及びサービスのライフサイクルを比較的

短いものにしているため、保有在庫品の陳腐化により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　その他顧客ニーズへの迅速な対応、販売機会の最大化を目的に、適正在庫水準の維持に努めておりますが、当社グ

ループの対応を超える変動により製品の供給不足が生じた場合、顧客との間のビジネスチャンスを逸失し、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 （c）製品の不具合が生じた場合の責任について

　当社グループは、ネットワーク関連商品の輸入、開発、販売とネットワーク構築等のサービス提供を主な業務とし

ております。当社グループが納入するネットワーク関連機器やネットワーク構築等の請負業務については、機器単体

の入出荷検査等の実施や自社内での動作確認により不具合が生じないようにするための体制を整えておりますが、何

らかの不具合が生じた場合、顧客の信頼を喪失すると共に業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 （d）為替変動による影響について

　当社グループの取扱製品には、海外メーカの製品が占める割合が多く、仕入の大半が米ドル建決済となっているた

め、仕入債務について為替リスクを有しています。日本円と米ドル間の為替相場が円安傾向となった場合、円換算し

た仕入価格が増加することになりますが、その時点のネットワーク関連市場における競争状況いかんでは、かかる増

加分を適正に製品の販売価格に反映できず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 （e）各メーカとの代理店契約について

　当社グループは、特定メーカに依存しないマルチベンダ対応を基本方針として事業を行っており、当社グループの

ネットワークソリューション事業における商品群は多様なメーカの商品で構成しているため、特定のメーカとの契約

が終了した場合でも利益計画に影響が出にくい構造となっております。現在各メーカとは良好な関係を構築しており

ますが、特定のメーカとの契約が現状予測し得ない理由により終了に至るという事態が発生した場合には、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②現在の人材確保の対応状況について

　ネットワークインテグレータは知識集約ビジネスであるため、エンジニアをはじめとして有能な人材の確保が必須

ですが、労働市場の逼迫等により必要な人員の確保が今後計画通りに進まない場合には、当社グループの利益計画に

影響を及ぼす可能性があります。

③創業者社長への依存について

　当社は設立以来、現代表取締役渡部進が製品・ソリューションの決定、対象市場の決定を実質的に行ってきており、

それらの選択の結果が現在の当社のユニークな気風となり、結果としてその規模にも関わらず業界で注目されてきま

した。

　現在は初期の新卒入社のメンバーが中堅幹部として社内的にその存在感が増してきており、かつ外部からの人材の

登用を進めマネージメント層を形成しつつあります。彼らは当社の経営戦略に直接的に寄与しはじめておりますが、

外部から見たときの創業者の知名度を補うにはあと数年を要すると考えられることから、この間に創業者が不測の事

故その他の事情により当社の経営に関与できない事態となった場合には、当社グループの利益計画に影響を及ぼす可

能性があります。
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④その他

 （a）新興企業への投資や戦略的提携、及び企業買収について

　当社グループは、当社グループの販売先となる新しいビジネスモデルを模索する新興企業や当社グループの有力仕

入先となる可能性がある海外の新技術開発のベンチャー企業などに対して、対象企業との関係強化を主目的として小

規模な投資を実施しており、今後も継続して投資を実施する方針であります。投資先の選定にあたっては慎重を期し

ておりますが、それら投資先の成長が期待した通りいかず投資回収が不能となった場合や、保有株式の減損処理が必

要となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また当社グループは、既存の事業基盤を拡

大するため、あるいは新たな事業における進出・補強等のために、事業戦略の一環として企業買収や資本提携を含む

戦略的提携を行う可能性があります。企業買収や戦略的提携に際しては十分な検討を行いますが、新しい事業戦略が

成功する保証はなく、各種事由により事業計画が当初計画通りに進捗しない場合には、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。

 

 （b）新規事業について

　当社グループは、市場のニーズに呼応した新たな事業を積極的に展開しておりますが、これらの新規事業の推進が

予定通り実行できる保証はなく、損失を被る可能性もあります。また、環境や競合状態の変化等により、これらの事

業展開が不可能になったり、有用性を失ったりする可能性もあります。このような場合、当社グループの業績に悪影

響を与える可能性があります。

 （c）新株予約権の付与と株式の希薄化について

　当社は、役員、従業員及び社外協力者に対して業績向上の意欲や、士気を高めることを目的として新株予約権（ス

トックオプション）を付与しております。

　平成20年６月30日現在、ストックオプションによる潜在株式数は428株で、発行済株式総数に対する比率は4.5％と

なっております。現在付与しているストックオプションの行使や行使により取得された株式の売却が行われた場合に

は、株式価値の希薄化や株式売買の需給への影響をもたらし、株価形成へ影響を及ぼす可能性があります。また、当

社グループは、役員・従業員の士気を高め有能な人材を獲得するためのインセンティブプランとして今後も新株予約

権の付与を行う可能性がありますが、さらなる新株予約権の付与は、株式価値の希薄化をまねく恐れがあります。

 （d）情報管理について

　当社グループの事業においては、顧客に関わるデータを取り扱うことがあり、その中には顧客の機密情報や個人情

報が含まれる場合があります。これらの重要情報を適切に保護することは、業務運営上重要事項と認識しており、情

報管理についての方針策定、情報環境の整備及び社員教育等を通じて、当社グループ内部からの漏洩防止及び社外か

らの不正アクセス防止等に努めていく所存でありますが、万一、当社から重要情報が外部に流出するような事態が生

じた場合には、社会的信用を失い、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がある他、当社グループに対する損害

賠償請求、その他責任追及がなされる可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社株式会社ジャパン・モバイル・プラットホームにより

構成されております。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

グレーションを主な事業としており、主要取扱分野及び製品は次の通りであります。

 

事業部門 製品分野 主要取扱製品

 

 ネットワークソリューション事業

 

インフラ・ネットワーク製品
スイッチ、ルータ、無線LAN、ケーブリ

ング、組込型無線モジュール

セキュリティ製品
ファイアウォール/VPN、ウイルス・ス

パム対策

認証・アプリケーション製品 帯域制御、ログ監視・分析、認証系

 ネットワークサービス事業
コンサルティングと提案、設置・構築、

技術サポート、保守

設置、構築、サポート、保守、遠隔監

視、管理分析、業務受託等

 

 当社グループの事業系統図及び関係会社の業況は次の通りであります。

 

[事業系統図]

 

 顧客  

ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン 

当社 

 

ネットワークソリューション事業 

・インフラ・ネットワーク 

・セキュリティ 

・アプリケーション 

ネットワークサービス事業 

・コンサルティングサービス 

・構築、設置サービス 

・保守メンテナンスサービス 

・業務受託サービス 

導
入
設
置
・
業
務
受
託 

技
術
的
要
求 

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ 

情
報
戦
略
等
分
析 

ニ
ー
ズ 

商
品
の
開
発
・
販
売 

デ
ザ
イ
ン
ワ
ー
ク
等
提
案 

保
守
メ
ン
テ
ナ
ン
ス 

技術的問い合わせ 

カスタマイズ要求 

 (株)ジャパン・モバイル・ 

プラットホーム（連結子会社） 

・ 顧客にサービス等の付加
価値を提供し、継続的な
取引関係を確立。 
・ 営業部門と技術部門との
情報共有により、顧客ニ
ーズを把握。 

・ 技術的に次世代を担う商
品であること。 
・ ディストリビュータ契約
を締結または自社で開発。 

・ 「ネットワークサービス事
業」において、顧客の問題
点、ニーズを創出。 
・ 「ネットワークソリューシ
ョン事業」において買替需
要や新規マーケットを分
析。 

 

商
品
の
開
発
・
販
売 

商
品
戦
略 

事
業
間
の
シ
ナ
ジ
ー 

営
業
戦
略 

デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
契
約 

 

（
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
契
約
） 

 

提携会社（メーカ） 

販
売
・
情
報
交
換 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、創業当初より「日本に紹介されていない技術力を持った商品によって顧客を啓蒙し、新しいマー

ケットを確立する」という戦略をかかげ、通信事業者や一般企業を対象に、ネットワークソリューション事業及びネッ

トワークサービス事業を展開しております。先進的なソリューション及び商品の開発、顧客の多様な要望に柔軟に対

応可能な高い技術力をコアコンピタンスとして、さらなる安定と成長の実現を目指してまいりたいと考えております。

(2）目標とする経営指標

　売上高成長率及び売上高経常利益率を重要な経営指標と考えております。機器の販売を中心とした「ネットワーク

ソリューション」事業による売上規模の拡大、収益性の高い「ネットワークサービス」事業、この二つの事業の相乗

効果により、効率的な売上及び利益計上を目指してまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、創業以来培ってきた技術力及び商品開拓力を強みとして、引き続き先端的な製品の市場への投入

やサポート力強化による顧客満足度の向上に努めるとともに、マネージドVPNサービスのような付加価値の高い独自

サービスや無線LANモジュール等の自社製品の開発にも積極的に取り組んでまいります。同時に業務提携を視野に入れ

た新たな事業分野への進出も推進し、当社グループの価値の増大を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループの属するネットワーク市場におきましては、ネットワーク関連商品のコモディティ化等の要因により

企業間の競争がより一層激しさを増していくものと予想されます。一方、各種家電の情報家電化や各種デバイスの通

信端末化が本格化し、インターネットを中心にした映像配信やモバイルといった分野では大きな伸びが期待され、ま

た、セキュリティ関連分野のニーズにつきましても引き続き堅調に推移するものと考えております。 

　当社グループといたしましては、対処すべき課題として以下の点を認識しております。

①営業力・サポート力強化による顧客満足度の継続的な向上

②先端的な技術・製品の積極的な市場への投入

③新規分野におけるソリューション開発と収益化

④ネットワークのコモディティ化への対応

⑤優秀な人材の確保及び教育。

　当社グループは上記に掲げた課題に積極的に取り組み、今後も継続的な成長に努めてまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

区分
注記

番号

前中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成20年６月30日）

対前中間

期比

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成19年12月31日）

 金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   203,598   198,874    31,803  

２．受取手形及び
売掛金

  364,621   377,914    746,725  

３．たな卸資産   290,849   313,778    248,238  

４．前渡金   －   80,992    －  

５．その他   77,513   111,580    161,144  

貸倒引当金   －   △37    △298  

流動資産合計   936,583 62.3  1,083,103 69.8 146,520  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 21,292   29,092    30,987   

(2）車両運搬具 ※１ 914   513    657   

(3）工具器具備
品

※１ 181,362   171,099    178,001   

(4）土地  17,113 220,682  17,113 217,818  △2,863 17,113 226,759  

２．無形固定資産            

(1）その他  19,970 19,970  20,027 20,027  57 16,981 16,981  

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 269,749   153,145    180,465   

(2）その他  55,247 324,997  77,190 230,336  △94,660 68,040 248,505  

固定資産合計   565,650 37.6  468,182 30.2 △97,467  492,246 29.3

Ⅲ　繰延資産   2,089 0.1  － － △2,089  － －

資産合計   1,504,323 100.0  1,551,286 100.0 46,962  1,679,859 100.0
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区分
注記

番号

前中間連結会計期間末

（平成19年６月30日）

当中間連結会計期間末

（平成20年６月30日）

対前中間

期比

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成19年12月31日）

 金額（千円）
構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   136,296   185,663    279,469  

２．前受金   188,794   246,888    197,048  

３．賞与引当金   －   6,500    －  

４．未払金   －   80,915    －  

５．その他 ※３  88,705   14,974    135,571  

流動負債合計   413,796 27.5  534,942 34.5 121,145  612,088 36.5

Ⅱ　固定負債            

１．その他   34,703   582    10,615  

固定負債合計   34,703 2.3  582 0.0 △34,121  10,615 0.6

負債合計   448,500 29.8  535,524 34.5 87,023  622,703 37.1

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   366,609 24.4  366,759 23.6 150  366,759 21.8

２．資本剰余金   382,859 25.4  383,009 24.7 150  383,009 22.8

３．利益剰余金   253,106 16.8  270,835 17.5 17,728  289,706 17.3

株主資本合計   1,002,575 66.6  1,020,604 65.8 18,028  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

  56,698 3.8  4,272 0.3 △52,425  20,217 1.2

評価・換算差額
等合計

  56,698 3.8  4,272 0.3 △52,425  20,217 1.2

Ⅲ　少数株主持分   △3,451 △0.2  △9,115 △0.6 △5,663  △2,536 △0.2

純資産合計   1,055,822 70.2  1,015,761 65.5 △40,060  1,057,155 62.9

負債純資産合計   1,504,323 100.0  1,551,286 100.0 46,962  1,679,859 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

区分 注記
番号

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,188,825 100.0  1,093,931 100.0 △94,893  2,782,765 100.0

Ⅱ　売上原価   864,344 72.7  754,135 68.9 △110,209  2,030,548 73.0

売上総利益   324,480 27.3  339,796 31.1 15,316  752,217 27.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  340,035 28.6  344,564 31.5 4,528  701,583 25.2

営業利益又は営業損
失（△）

  △15,555 △1.3  △4,767 △0.4 10,787  50,634 1.8

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  81   652    237   

２．受取配当金  7   6    13   

３．受取家賃収入  434   179    783   

４．業務受託収入  －   －    663   

５．為替差益  －   1,204    －   

６．雑収入  1,047 1,570 0.1 939 2,981 0.2 1,410 2,209 3,906 0.2

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  9   134    79   

２．支払手数料  －   2,000    －   

３．為替差損  6,151   －    86   

４．新株発行費償却  2,089   －    4,179   

５．株式交付費  －   －    15   

６．雑損失  38 8,289 0.7 227 2,362 0.2 △5,926 530 4,891 0.2

経常利益又は経常損
失（△）

  △22,274 △1.9  △4,149 △0.4 18,125  49,649 1.8

Ⅵ　特別利益            

１．固定資産売却益 ※２ 38   261    49   

２．貸倒引当金戻入額  249   224    －   

３. 株式交換差益 ※３ 2,362   －    2,362   

４．投資有価証券売却益  － 2,649 0.2 － 485 0.0 △2,163 23,568 25,980 0.9

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却損 ※４ －   －    5,183   

２．投資有価証券評価損  875   1,134    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   

７．減損損失 ※５ － 875 0.0 1,459 2,594 0.2 1,719 － 27,018 1.0

税金等調整前中間純
損失（△)又は当期
純利益

  △20,499 △1.7  △6,258 △0.6 14,241  48,610 1.7

法人税、住民税及び
事業税

 249   1,656    38,413   

法人税等調整額  △6,005 △5,755 △0.5 3,226 4,882 0.4 10,638 △12,573 25,840 0.9

少数株主損失   1,994 0.1  6,578 0.6 △4,584  1,079 0.0

中間純損失（△）又
は当期純利益

  △12,749 △1.1  △4,561 △0.4 8,187  23,849 0.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30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

当中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △2,845 △2,845    △2,845

当中間純損失   △12,749 △12,749    △12,749

株主資本以外の項目の当中間連結
会計期間中の変動額（純額）

    54,691 54,691 △1,994 52,697

当中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △15,594 △15,594 54,691 54,691 △1,994 37,102

平成19年６月30日残高（千円） 366,609 382,859 253,106 1,002,575 56,698 56,698 △3,451 1,055,822

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30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 自己株式

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

当中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △14,234  △14,234    △14,234

当中間純損失   △4,561  △4,561    △4,561

自己株式の取得    △74 △74    △74

自己株式の消却   △74 74 －    －

株主資本以外の項目の当中間
連結会計期間中の変動額（純
額）

     △15,944 △15,944 △6,578 △22,523

当中間連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － △18,870 － △18,870 △15,944 △15,944 △6,578 △41,394

平成20年６月30日残高（千円） 366,759 383,009 270,835 － 1,020,604 4,272 4,272 △9,115 1,015,761

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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

当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当連結会計
年度中の変動額（純額）

    18,210 18,210 △1,079 17,131

当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) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

　至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日

　至　平成20年６月30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19年１月１日

　至　平成19年12月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間純損失（△）又は当

期純利益
 △20,499 △6,258 48,610

減価償却費  42,190 44,808 97,321

のれん償却額  661 564 1,323

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △249 △260 49

賞与引当金の増加額  － 6,500 －

受取利息及び受取配当金  △89 △658 △250

支払利息  9 134 79

為替差損（△為替差益）  △317 4,456 663

新株発行費償却  2,089 － 4,179

株式交付費  － － 15

有形固定資産売却益  △38 △261 △49

有形固定資産除却損  － － 5,183

投資有価証券評価損  875 1,134 921

投資有価証券売却益  － － △23,568

株式交換差益  △2,362 － △2,362

減損損失  － 1,459 －

売上債権の減少額（△増加額）  259,905 368,811 △122,198

たな卸資産の減少額（△増加額）  7,606 △65,540 50,217

その他資産の増加額  △6,443 △15,418 △40,716

仕入債務の減少額  △200,257 △93,805 △57,085

前受金の増加額  24,566 49,840 32,820

その他負債の増加額（△減少額）  △5,878 △3,986 6,961

小計  101,769 291,521 2,116

利息及び配当金の受取額  89 570 250

利息の支払額  △9 △134 △79

法人税等の支払額  － △37,914 △5,539

還付法人税等の受取額  23,547 － 25,166

営業活動によるキャッシュ・フロー  125,396 254,042 21,914
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前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

　至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日

　至　平成20年６月30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19年１月１日

　至　平成19年12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     

投資有価証券の取得による支出  △10,000 － △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  △40,863 △33,872 △105,124

有形固定資産の売却による収入  1,192 767 1,437

無形固定資産の取得による支出  △4,140 △7,641 △4,140

貸付による支出  － △301,904 △176

貸付金の回収による収入  － 231,854 －

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  △53,811 △71,478 △121,374

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入による収入  30,000 200,000 180,000

短期借入金の返済による支出  △30,000 △200,000 △180,000

株式の発行による収入  － － 285

自己株式の取得による支出  － △74 －

配当金の支払額  △2,628 △13,669 △2,682

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,628 △13,744 △2,397

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  317 △1,746 △663

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  69,274 167,071 △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中間期末（期末）残

高
※１ 203,598 198,874 31,803
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は、中間

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

中間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

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

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

(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

同左

 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
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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

中間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、中間連

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）その他中間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）その他中間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．中間連結キャッシュ・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

中間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

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30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）

　当中間連結会計期間より、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。

―――――― （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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表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30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）

―――――― （貸借対照表）

　「前渡金」は、前中間連結会計期間末は、

流動資産の「その他」に含めて表示しており

ましたが、当中間連結会計期間末において資

産の合計の100分の５を超えたため区分掲記し

ました。

　なお、前中間連結会計期間末の「前渡金」

の金額は35,285千円であります。 

　「未払金」は、前中間連結会計期間末は、

流動負債の「その他」に含めて表示しており

ましたが、当中間連結会計期間末において負

債及び純資産の合計の100分の５を超えたため

区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「未払金」

の金額は69,779千円であります。 

――――――

追加情報

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30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。

――――――

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年６月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成20年６月30日現在）

前連結会計年度
（平成19年12月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

357,972千円 433,459千円 392,914千円

２．当座貸越契約について ２．当座貸越契約について 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中

間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中

間連結会計年期間の借入未実行残高は次

のとおりであります。

　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

 　　　　　 　　　　　　  （千円）

当座貸越限度額の総額　　　1,000,000

借入実行残高          　　　　　 －

差引額 　　　 　 　　 　　1,000,000

 　　　　　 　　　　　　  （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．　　　　　――――――
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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 138,325

 （千円）

給料手当 131,360

地代家賃 38,880

賞与引当金繰入額 6,500

 （千円）

給料手当 272,775

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであ

ります。

※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであ

ります。

※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 38

 （千円）

工具器具備品 261

 （千円）

工具器具備品 49

※３．株式交換差益の内容は次のとおりであり

ます。

※３．　　　　　―――――― ※３．株式交換差益の内容は次のとおりであり

ます。

  当社が保有するIronport社の株式が

Cisco社の株式に交換されたことにより、

2,362千円の株式交換差益を計上しました。

  当社が保有するIronport社の株式が

Cisco社の株式に交換されたことにより、

2,362千円の株式交換差益を計上しました。

※４．　　　　　―――――― ※４．　　　　　―――――― ※４．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

※５．　　　　　―――――― ※５．当グループは、当中間連結会計期間にお

いて以下のとおり減損損失を計上いたしま

した。

（1）減損損失を認識した資産

用途 種類 場所

その他 のれん －

（2）減損損失の認識に至った経緯

　取得時に検討した事業計画において、当

初想定していた収益が見込めなくなったこ

とから減損損失を認識しております。

（3）減損損失の金額

のれん　　　　　　　　　1,459千円

（4）資産のグルーピングの方法

　当社グループは、概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小単位である会

社ごとに資産のグルーピングを行っており

ます。

（5）回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は、子会社株式の正味売却

可能価額をもとに算定しております。

※５．　　　　　――――――
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年１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に関する事項

 
前連結会計年度末株式

数（株）

当中間連結会計期間増

加株式数（株）

当中間連結会計期間減

少株式数（株）

当中間連結会計期間末

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

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20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

 
前連結会計年度末株式

数（株）

当中間連結会計期間増

加株式数（株）

当中間連結会計期間減

少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

発行済株式

普通株式（注） 9,489.44 － 0.44 9,489

合計 9,489.44 － 0.44 9,489

自己株式

普通株式（注） － 0.44 0.44 －

合計 － 0.44 0.44 －

（注）　普通株式の発行済株式の減少0.44株は自己株式の消却によるものです。普通株式の自己株式の増加0.44株は、単元未満株式の買取り

による増加であります。また、普通株式の自己株式の減少0.44株は自己株式の消却によるものです。

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

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30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中間期末残高と中

間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中間期末残高と中

間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６月30日現在） （平成20年６月30日現在） （平成19年12月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 203,598

現金及び現金同等物 203,598

 （千円）

現金及び預金勘定 198,874

現金及び現金同等物 198,874

 （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）

　前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

　　至　平成19年６月30日）

　当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日

　　至　平成20年６月30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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　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

累計額相当額及び中間期末残高相当額

　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 7,394 10,476

減価償却

累計額相

当額

3,019 1,499 4,518

中間期末

残高相当

額

62 5,894 5,957

 

 
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
13,866 13,866

減価償却累計

額相当額
4,013 4,013

中間期末残高

相当額
9,853 9,853

 

 
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）未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内　　　　　　1,420千円

１年超　　　　　　　5,357千円

合計　　　　　　　　6,777千円

（2）未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内　　　　　　3,412千円

１年超　　　　　　　8,229千円

合計　　　　　　　 11,642千円

（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　　　　  903千円

減価償却費相当額　　　917千円 

支払利息相当額　　　　 62千円 

（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　　　　  913千円

減価償却費相当額　　1,237千円 

支払利息相当額　　　　 79千円 

（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）

前中間連結会計期間末（平成19年６月30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）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 42,429 132,867 90,437

合計 42,429 132,867 90,437

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 136,882

当中間連結会計期間末（平成20年６月30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）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 22,839 30,798 7,958

合計 22,839 30,798 7,958

（注）１．その他有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得価額に比べ50％以上下落したものについては回

復可能性を検討し、回復する可能性が明らかでない銘柄について減損処理を行っております。

２．当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について135千円の減損処理を行ってお

ります。

３．表中の「取得価額」は減損処理後の帳簿価額であります。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 122,346

（注）　時価のない有価証券については、取得価額に対して実質的価額が著しく低下した状況が続き、将来、回

復可能性がないと判断した株式について999千円の減損処理を行っております。
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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

（注）１．その他有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得価額に比べ50％以上下落したものについては回

復可能性を検討し、回復する可能性が明らかでない銘柄について減損処理を行っております。

２．当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について921千円の減損処理を行ってお

ります。

３．表中の「取得価額」は減損処理後の帳簿価額であります。

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

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成19年６月30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。

当中間連結会計期間末（平成20年６月30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。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30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。

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30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

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30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。

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30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

前中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30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。

当中間連結会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20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。

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）

前中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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 111,697円23銭

１株当たり中間純損失

金額
1,344円44銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
－

１株当たり純資産額 108,006円84銭

１株当たり中間純損失

金額
480円75銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
－　

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

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であるため、記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であるため、記載しており

ません。

 

　（注）　１株当たり中間純損失金額（△）又は１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

 
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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株当たり中間純損失金額又は

当期純利益金額
   

中間純損失（△）又は当期純

利益（千円）
△12,749 △4,561 23,849

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間純損失

（△）又は当期純利益（千

円）

△12,749 △4,561 23,849

期中平均株式数（株） 9,483 9,489 9,484

    

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額

（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） － － 3

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間

（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５種類（新株予

約権の数312個）。

新株予約権５種類（新株予

約権の数268個）。

新株予約権５種類（新株予

約権の数282個）。

㈱ネットワークバリューコンポネンツ（3394）平成 20 年 12 月期　中間決算短信

－ 25 －



（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30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）

―――――― (子会社設立)

　平成20年８月８日開催の臨時取締役会にお

いて、子会社を平成20年８月15日に設立する

ことを決議いたしました。

　新会社は、次世代ルーティング技術と目さ

れるフローベースのルーターメーカである

Sable社との資本・業務提携により、Sable社

のもつ製品及び基礎技術に日本の開発技術を

加え、IT分野では珍しい日本発で世界市場へ

挑む次世代ネットワーク機器メーカとして事

業展開を図ることを主な目的とし、当該子会

社を設立いたします。

１．当該子会社の概要

(1) 商号

株式会社セーブルネットワークス

(2) 代表者

二木 均

(3) 所在地

東京都港区芝公園一丁目6番8号

(4) 設立

平成20年８月15日

(5) 決算期

３月

(6) 資本金

250,000千円

(7) 出資比率

株式会社ネットワークバリューコンポネ

ンツ　92％

二木 均　８％

――――――
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  186,623   198,824    31,256   

２．受取手形  2,595   11,913    13,226   

３．売掛金  346,905   366,000    677,839   

４．たな卸資産  262,863   225,837    228,051   

５．前渡金  －   80,992    73,426   

６．短期貸付金  －   168,126    65,226   

７．その他  114,060   43,888    87,762   

　　貸倒引当金  －   △37    △276   

流動資産合計   913,049 61.7  1,095,545 70.1 182,495  1,176,511 70.5

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1           

(1) 建物  21,292   29,092    30,987   

(2) 車両運搬具  914   513    657   

(3) 工具器具備
品

 181,362   171,099    178,001   

(4) 土地  17,113   17,113    17,113   

計  220,682   217,818   △2,863 226,759   

２．無形固定資産  14,015   16,489   2,474 11,687   

３．投資その他の
資産

           

(1) 投資有価証
券

 269,749   153,145    180,465   

(2) その他  60,347   80,790    73,140   

計  330,097   233,936   △96,160 253,605   

固定資産合計   564,794 38.2  468,244 29.9 △96,550  492,053 29.5

Ⅲ　繰延資産   2,089 0.1  － － △2,089  － －

資産合計   1,479,934 100.0  1,563,790 100.0 83,855  1,668,564 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年６月30日）
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  122,331   181,756    267,371   

２．未払金  64,374   78,431    65,261   

３．前受金  177,946   246,888    197,048   

４．賞与引当金  －   6,500    －   

５．その他 ※3 18,567   14,939    66,137   

流動負債合計   383,219 25.9  528,515 33.8 145,295  595,818 35.7

Ⅱ　固定負債            

１．繰延税金負債  34,703   582    10,615   

固定負債合計   34,703 2.3  582 0.0 △34,121  10,615 0.6

負債合計   417,923 28.2  529,097 33.8 111,174  606,433 36.3

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   366,609 24.8  366,759 23.5 150  366,759 22.0

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  382,859   383,009   150 383,009   

資本剰余金合
計

  382,859 25.9  383,009 24.5   383,009 23.0

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  2,855   2,855    2,885   

(2）その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 252,988   277,796    289,290   

利益剰余金合
計

  255,843 17.3  280,651 17.9 24,807  292,145 17.5

株主資本合計   1,005,312 68.0  1,030,420 65.9 25,107  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

  56,698 3.8  4,272 0.3 52,425  20,217 1.2

評価・換算差
額等合計

  56,698 3.8  4,272 0.3 52,425  20,217 1.2

純資産合計   1,062,011 71.8  1,034,693 66.2 △27,318  1,062,131 63.7

負債純資産合
計

  1,479,934 100.0  1,563,790 100.0 83,855  1,668,564 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,149,059 100.0  1,075,130 100.0 △73,928  2,624,992 100.0

Ⅱ　売上原価   833,233 72.5  732,136 68.1 △101,096  1,896,239 72.2

売上総利益   315,825 27.5  342,993 31.9 27,167  728,753 27.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  328,333 28.6  339,607 31.6 11,274  678,972 25.9

営業利益又は
営業損失
（△）

  △12,507 △1.1  3,385 0.3 15,893  49,780 1.9

Ⅳ　営業外収益 ※1  3,241 0.3  8,588 0.8 5,346  7,976 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※2  8,289 0.7  2,134 0.2 △6,154  4,891 0.2

経常利益又は
経常損失
（△）

  △17,554 △1.5  9,838 0.9 27,397  52,866 2.0

Ⅵ　特別利益 ※3  2,649 0.2  463 0.0 △2,186  26,229 1.0

Ⅶ　特別損失 ※4  875 0.1  2,634 0.2 1,759  27,018 1.0

税引前中間(当
期)純利益又は
中間純損失
（△）

  △15,780 △1.4  7,667 0.7 23,447  52,077 2.0

法人税、住民
税及び事業税

 237   1,621    38,366   

法人税等調整
額

 △6,005 △5,768 △0.5 3,231 4,852 0.4 10,620 △12,578 25,787 1.0

中間(当期)純
利益又は中間
純損失（△）

  △10,012 △0.9  2,814 0.3 12,827  26,289 1.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間　（自　平成19年１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

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
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

中間会計期間中の変動額           

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

中間純損失     △10,012 △10,012 △10,012   △10,012

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

       54,691 54,691 54,691

中間会計期間中の変動額

合計（千円）
－ － － － △12,857 △12,857 △12,857 54,691 54,691 41,834

平成19年６月30日残高

（千円）
366,609 382,859 382,859 2,855 252,988 255,843 1,005,312 56,698 56,698 1,062,011

           

当中間会計期間　（自　平成20年１月１日　至　平成20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

自己株式
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

純資産合計資本準

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

中間会計期間中の

変動額
           

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

中間純利益     2,814 2,814  2,814   2,814

自己株式の取得       △74 △74   △74

自己株式の消却     △74 △74 74 －   －

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

（純額）

        △15,944 △15,944 △15,944

中間会計期間中の

変動額合計

（千円）

－ － － － △11,493 △11,493 － △11,493 △15,944 △15,944 △27,438

平成20年６月30日

残高（千円）
366,759 383,009 383,009 2,855 277,796 280,651 － 1,030,420 4,272 4,272 1,034,693
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前事業年度の株主資本等変動計算書　（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  

 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

純資産合

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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

(1) 有価証券

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

(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

移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

①商品

　総平均法による原価法を採用

しております。

(2）たな卸資産

①商品

同左

(2）たな卸資産

①商品

同左

②仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

②仕掛品

同左

②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（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

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法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

３．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）　　　――――――

(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。

４．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中間期

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）　　　――――――

 

５．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中間決算日

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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

６．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

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　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。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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）

　当中間会計期間より、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。

―――――― （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。

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日）

前事業年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

―――――― （貸借対照表）

　「前渡金」は、前中間会計期間末は、流動

資産の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当中間会計期間末において資産の合計

の100分の５を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前中間会計期間末の「前渡金」の金

額は35,285千円であります。 

　「短期貸付金」は、前中間会計期間末は、

流動資産の「その他」に含めて表示しており

ましたが、当中間会計期間末において資産の

合計の100分の５を超えたため区分掲記しまし

た。

　なお、前中間会計期間末の「短期貸付金」

の金額は35,000千円であります。 

――――――

追加情報

前中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30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。

――――――

㈱ネットワークバリューコンポネンツ（3394）平成 20 年 12 月期　中間決算短信

－ 33 －



注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年６月30日現在）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日現在）

前事業年度末
（平成19年12月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

357,972千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　433,459千円

※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中

間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中

間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1,000,000  

借入実行残高 －  

差引額 1,000,000  

 (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．　　　　　――――――

４．偶発債務

　連結子会社の開発受託取引に関して、

次のとおり債務保証を行っております。

オムロン　ヘルスケア㈱　　58,000千円

４．　　　　　―――――― ４．　　　　　――――――

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 313千円

受取家賃収入 674千円

関係会社業務受託収入 1,200千円

雑収入 1,046千円

受取利息 　1,731千円

受取家賃収入 　　1,109千円

関係会社業務受託収入 　3,600千円

為替差益 　1,204千円

雑収入 　936千円

受取利息 966千円

受取家賃収入 　1,804千円

関係会社業務受託収入 3,063千円

雑収入 2,128千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 9千円

為替差損 6,151千円

新株発行費償却 2,089千円

支払利息 　134千円

支払手数料 2,000千円

新株発行費償却 4,179千円

雑損失 530千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

株式交換差益 2,362千円 固定資産売却益 　261千円

貸倒引当金戻入額 　201千円

投資有価証券売却益 23,568千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 875千円 投資有価証券評価損 　1,134千円

子会社株式評価損 　1,500千円

固定資産除却損 　5,183千円

商品除却損 　3,448千円

原状回復費用 2,937千円

デューデリジェンス

費用

　9,663千円

商品評価損 　4,864千円

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 39,931千円

無形固定資産 2,258千円

有形固定資産 　42,237千円

無形固定資産 2,541千円

有形固定資産 　392,914千円

無形固定資産 　4,585千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株式

数（株）

当中間連結会計期間増

加株式数（株）

当中間連結会計期間減

少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

自己株式

普通株式　（注） － 0.44 0.44 －

合計 － 0.44 0.44 －

（注）　普通株式の自己株式の増加0.44株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。また、普通株式の自己株式の減少0.44株は自己

株式の消却によるものです。

前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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

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

（借主側）

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

（借主側）

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間期末残高相当額

（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 7,394 10,476

減価償却

累計額相

当額

3,019 1,499 4,518

中間期末

残高相当

額

62 5,894 5,957

 
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
13,866 13,866

減価償却累計

額相当額
4,013 4,013

中間期末残高

相当額
9,853 9,853

 
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
－ 7,934 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未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,420千円

１年超 5,357千円

合計 6,777千円

１年以内 3,412千円

１年超 8,229千円

合計 11,642千円

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

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 903千円

減価償却費相当額 917千円

支払利息相当額 62千円

支払リース料 913千円

減価償却費相当額 1,237千円

支払利息相当額 79千円

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減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

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。

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方

法

減価償却費相当額の算定方法

同左

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。 

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失がないた

め、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について） 

同左

（減損損失について） 

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年６月30日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはございません。

（注）当中間会計期間については中間連結財務諸表を作成しているため、「有価証券」の注記に関しましては中

間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

当中間会計期間末（平成20年６月30日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはございません。

前事業年度末（平成19年12月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはございません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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
111,985円87銭

１株当たり

中間純損失金額
△1,055円80銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

－

１株当たり

純資産額
109,041円32銭

１株当たり

中間純利益金額
　296円64銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

－

１株当たり

純資産額
111,927円74銭

１株当たり

当期純利益金額
2,771円82銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

2,770円80銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であるため、記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間

（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。

 
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30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株当たり中間（当期）純利益

金額又は中間純損失金額
   

中間（当期）純利益又は中間

純損失（△）（千円）
△10,012 2,814 26,289

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）

純利益又は中間純損失（△）

（千円）

△10,012 2,814 26,289

期中平均株式数（株） 9,483 9,489 9,484

    

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額

（千円） 
－ － －

普通株式増加数（株） － － 3

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり中間

（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５種類（新株予

約権の数312個）。

新株予約権５種類（新株予

約権の数268個）。

新株予約権５種類（新株予

約権の数282個）。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年１月１日

至　平成20年６月30日）

前事業年度

（自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日）

―――――― (子会社設立)

　平成20年８月８日開催の臨時取締役会にお

いて、子会社を平成20年８月15日に設立する

ことを決議いたしました。

　新会社は、次世代ルーティング技術と目さ

れるフローベースのルーターメーカである

Sable社との資本・業務提携により、Sable社

のもつ製品及び基礎技術に日本の開発技術を

加え、IT分野では珍しい日本発で世界市場へ

挑む次世代ネットワーク機器メーカとして事

業展開を図ることを主な目的とし、当該子会

社を設立いたします。

１．当該子会社の概要

(1) 商号

株式会社セーブルネットワークス

(2) 代表者

二木 均

(3) 所在地

東京都港区芝公園一丁目6番8号

(4) 設立

平成20年８月15日

(5) 決算期

３月

(6) 資本金

250,000千円

(7) 出資比率

株式会社ネットワークバリューコンポネ

ンツ　92％

二木 均　８％

――――――
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