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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

①　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

②　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

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　無

④　会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

きを受けております。

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績の進捗状況

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 ％

19年３月期第３四半期 1,728 ― △323 ― △352 ― △425 ―

18年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（参考）18年３月期 1,843 ― 19 ― 21 ― 8 ―

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

19年３月期第３四半期 △39,900 91 ― ―

18年３月期第３四半期 ― ― ― ―

（参考）18年３月期 858 20 749 26

　（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

２．平成18年３月期第４四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年３月期第３四半期（連結）につ

いては記載しておりません。

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　例年、第３四半期(３ヶ月)は各プロジェクトを推進する時期で、この期間内に終了するプロジェクトが少ないため、当

第３四半期累計(９ヶ月)の通期に対する売上進捗は大きくありませんが、一般管理費は時系列的に発生することから当第

３四半期累計での営業損失が多額になっております。

　しかし、当第３四半期末では受注残高が積み上がっており、当第４四半期(３ヶ月)に完了するプロジェクトが多いこと

から通期では営業利益に転換するものと考えております。

　なお、放送機器の保守を行っている㈱ワイ・イー・シー・リサーチは中間決算発表時にご報告した通り、昨年12月、他

社から一部の保守事業を譲り受け10名ほど増員を致しました。今期は譲り受けた事業の引継ぎコストなどにより直接的な

利益貢献はあまりありませんが、ソニー㈱関連の放送機器の保守に関しては関東圏では大手の一角となりました。

　この結果、連結売上高1,728百万円、連結営業損失323百万円、連結経常損失352百万円となりました。
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(2）連結財政状態の変動状況

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

19年３月期第３四半期 2,065 286 13.9 26,744 62

18年３月期第３四半期 ― ― ― ― ―

（参考）18年３月期 2,367 735 31.1 69,328 05

　（注）　平成18年３月期第４四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年３月期第３四半期（連結）につい

ては記載しておりません。

(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

19年３月期第３四半期 △210 △6 124 187

18年３月期第３四半期 ― ― ― ―

（参考）18年３月期 △210 29 △82 281

　（注）　平成18年３月期第４四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年３月期第３四半期（連結）につい

ては記載しておりません。

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、売上債権の回収等があったものの、仕入れ債務

の減少、たな卸資産の増加、借入金の純増減や配当金の支払等により、平成18年３月期に比して93百万円減少し、当第３

四半期末には187百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は210百万円となりました。これは主に、売上債権の減少296百万円等の資金の回収があっ

たものの、税金等調整前四半期純損失421百万円の計上や、仕入債務の減少67百万円、たな卸資産の増加130百万円等が

あったこと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６百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出15百万円等によ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は124百万円となりました。これは主に、子会社の借入金利圧縮等を目的として実施した

借換（シンジケートローンの実行1,000百万円及び当座貸越の増加230百万円を原資として実施した子会社の銀行借入金

の返済1,141百万円）等によるものであります。
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３．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通期 3,360 40 △64

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　469円32銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　メディアソリューション事業としては上半期に引き続いてグループ各社が協業した商談が増えております。衛星放送向

けに当社のコンサルタントグループと子会社の放送機器グループが協業してソリューションを提供するなど、成果が出て

おります。また、次世代の高品位な映像圧縮技術と言われるJPEG2000に関する商談でも当社並びに子会社であるエレテッ

クス㈱、㈱山下電子設計が協業してソリューションをお客様に提供するなど、グループ化の成果が少しずつ具現化してま

いりました。昨年暮れのドーハ・アジア大会でも映像伝送技術でお手伝いするなど、グループ化した事によるメリットが

出ております。

　また本年度から取り組みはじめたe-Japan推進プロジェクト(地方自治体の電子政府化関連ビジネス)におきまして、当社

ではメディアソリューション事業として分類しております自社製品のTotal Clusterのe-Japan市場への導入が決定するな

ど、永年に亘って取り組んでまいりましたTotal Clusterという製品にとっても新境地を開いた一年となっております。さ

らに、デジタル放送に種々のネットワーク技術を提供しておりますが、今年度はe-Japan系でもネットワーク技術をご提供

する商談が出てきており、新規事業として本格的な取り組みを開始したe-Japan事業が、メディアソリューション事業への

収益に確実に貢献しはじめております。

　システムインテグレーション事業につきましては、上記の通りe-Japan系のビジネスが着実に成果を出しつつあります。

また当社が永年に亘って培ってきたオブジェクト指向開発の技術が金融系に広がりを見せております。

　当社グループにとっては現在進行中の当第４四半期(３ヶ月)が収益の最大の鍵となりますが、上記の通り、グループ間、

部門間で相互に営業的、技術的協業をする事で予定の売上を達成すべく努力をしているところであります。 

　通期の見通しは平成18年11月８日の発表通り、連結売上高3,360百万円、連結経常利益40百万円、連結当期純損失64百万

円と予想しております。

※上記の予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかる本資

料発表時現在における仮定を前提に作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる

場合があります。
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４．四半期財務情報

(1）四半期連結貸借対照表

科目

 
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期末）

増減 平成18年３月期

注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）       

Ⅰ　流動資産       

１　現金及び預金  187,869 ― 187,869 ― 281,720

２　受取手形及び売掛金  411,827 ― 411,827 ― 708,017

３　たな卸資産  382,869 ― 382,869 ― 252,327

４　その他  105,199 ― 105,199 ― 71,559

貸倒引当金  △5,444 ― △5,444 ― △5,137

流動資産合計  1,082,320 ― 1,082,320 ― 1,308,487

Ⅱ　固定資産       

１　有形固定資産 ※１      

(1）建物及び構築物 ※２ 149,729 ― 149,729 ― 162,222

(2）土地 ※２ 404,522 ― 404,522 ― 404,522

(3）その他  73,441 ― 73,441 ― 72,534

有形固定資産合計  627,693 ― 627,693 ― 639,279

２　無形固定資産       

(1）のれん  283,611 ― 283,611 ― 319,107

(2）その他  18,330 ― 18,330 ― 4,928

無形固定資産合計  301,942 ― 301,942 ― 324,035

３　投資その他の資産  53,337 ― 53,337 ― 95,293

固定資産合計  982,974 ― 982,974 ― 1,058,608

資産合計  2,065,294 ― 2,065,294 ― 2,367,096
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科目

 
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期末）

増減 平成18年３月期

注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）       

Ⅰ　流動負債       

１　支払手形及び買掛金  155,524 ― 155,524 ― 223,177

２　短期借入金 ※2.4 1,260,000 ― 1,260,000 ― 627,323

３　賞与引当金  5,885 ― 5,885 ― 23,920

４　その他  171,211 ― 171,211 ― 90,249

流動負債合計  1,592,620 ― 1,592,620 ― 964,671

Ⅱ　固定負債       

１　長期借入金 ※２ 150,000 ― 150,000 ― 634,348

２　退職給付引当金  33,607 ― 33,607 ― 28,777

３　その他  2,711 ― 2,711 ― 4,032

固定負債合計  186,319 ― 186,319 ― 667,158

負債合計  1,778,940 ― 1,778,940 ― 1,631,830

（資本の部）       

Ⅰ　資本金  ― ―  ― 307,450

Ⅱ　資本剰余金  ― ―  ― 298,125

Ⅲ　利益剰余金  ― ―  ― 130,393

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

 ― ―  ― 82

Ⅴ　為替換算調整勘定  ― ―  ― 139

Ⅵ　自己株式  ― ―  ― △925

資本合計  ― ―  ― 735,265

負債及び資本合計  ― ―  ― 2,367,096

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

１　資本金  310,450 ― 310,450 ― ―

２　資本剰余金  301,125 ― 301,125 ― ―

３　利益剰余金  △324,326 ― △324,326 ― ―

４　自己株式  △925 ― △925 ― ―

株主資本合計  286,323 ― 286,323 ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等       

１　為替換算調整勘定  31 ― 31 ― ―

評価・換算差額等合計  31 ― 31 ― ―

純資産合計  286,354 ― 286,354 ― ―

負債純資産合計  2,065,294 ― 2,065,294 ― ―
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(2）四半期連結損益計算書

科目

 
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

増減 平成18年３月期

注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高  1,728,694 ― 1,728,694 ― 1,843,296

Ⅱ　売上原価  1,341,697 ― 1,341,697 ― 1,253,371

売上総利益  386,997 ― 386,997 ― 589,924

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 710,038 ― 710,038 ― 570,576

営業利益  △323,041 ― △323,041 ― 19,348

Ⅳ　営業外収益  11,966 ― 11,966 ― 22,452

１　受取利息  22 ― 22 ― 11

２　賃貸料収入  4,524 ― 4,524 ― 2,044

３　保険解約返戻金  4,131 ― 4,131 ― ―

４　その他  3,288 ― 3,288 ― 20,395

Ⅴ　営業外費用  41,890 ― 41,890 ― 20,201

１　支払利息  20,821 ― 20,821 ― 9,691

２　持分法による投資損失  12,471 ― 12,471 ― 5,511

３　支払手数料  5,821 ― 5,821 ― ―

４　その他  2,775 ― 2,775 ― 4,997

経常利益  △352,964 ― △352,964 ― 21,599

Ⅵ　特別利益  10,660 ― 10,660 ― 3,567

１　固定資産売却益 ※２ ― ― ― ― 96

２　持分変動利益  4,309 ― 4,309 ― 3,471

３　出資金返還益  6,050 ― 6,050 ― ―

４　その他  300 ― 300 ― ―

Ⅶ　特別損失  79,606 ― 79,606 ― 1,862

１　固定資産除却損 ※３ 1,851 ― 1,851 ― 1,862

２　たな卸資産評価損 ※４ 53,941 ― 53,941 ― ―

３　持分法による投資損失 ※５ 23,753 ― 23,753 ― ―

４　その他  59 ― 59 ― ―

税金等調整前四半期（当期）純

利益又は純損失（△）
 △421,910 ― △421,910 ― 23,304

法人税、住民税及び事業税  3,402 ― 3,402 ― 5,756

過年度未払法人税等戻入額  △844 ― △844 ― ―

法人税等調整額  556 ― 556 ― 8,924

四半期（当期）純利益又
は純損失（△）

 △425,024 ― △425,024 ― 8,624
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高（千円） 307,450 298,125 130,393 △925 735,043

当四半期の変動額      

新株の発行 3,000 3,000   6,000

剰余金の配当   △29,695  △29,695

四半期純損失（△）   △425,024  △425,024

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額（純額）

    ―

当四半期の変動額合計（千円） 3,000 3,000 △454,720 ― △448,720

平成18年12月31日残高（千円） 310,450 301,125 △324,326 △925 286,323

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日残高（千円） 82 139 222 735,265

当四半期の変動額     

新株の発行    6,000

剰余金の配当    △29,695

四半期純損失（△）    △425,024

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額（純額）

△82 △108 △190 △190

当四半期の変動額合計（千円） △82 △108 △190 △448,910

平成18年12月31日残高（千円） ― 31 31 286,354

(4）四半期連結剰余金計算書

  
前年同四半期

（平成18年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   ―  283,575

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  ― ― 14,550 14,550

Ⅲ　資本剰余金期末残高   ―  298,125

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   ―  149,020

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１．当期純利益  ― ― 8,624 8,624

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  ― ― 27,251 27,251

Ⅳ　利益剰余金期末残高   ―  130,393
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(5）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

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     

税金等調整前四半期（当期）純利益又は
純損失（△）

 △421,910 ― 23,304

減価償却費  32,304 ― 21,574

のれん償却額  35,495 ― 11,831

持分法による投資損失  36,225 ― 5,511

持分変動利益  △4,309 ― △3,471

貸倒引当金の増加額  306 ― 574

賞与引当金の増減額（△：減少）  △18,034 ― 17,723

退職給付引当金の増加額  4,830 ― 1,114

受取利息及び受取配当金  △28 ― △11

支払利息  20,821 ― 9,691

為替差損益  △3 ― △10

有形固定資産除却損  1,851 ― 1,862

有形固定資産売却益  ― ― △96

売上債権の増減額（△：増加）  296,190 ― △253,880

たな卸資産の増加額  △130,542 ― △38,541

仕入債務の増減額（△：減少）  △67,653 ― 41,201

未払消費税の増加額  △11,208 ― 3,011

その他  38,837 ― △68,266

小計  △186,828 ― △226,875

利息及び配当金の受取額  29 ― 12

利息の支払額  △19,058 ― △10,828

法人税等の還付額  ― ― 29,564

法人税等の支払額  △4,624 ― △2,087

営業活動によるキャッシュ・フロー  △210,482 ― △210,215

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の払戻による収入  501 ― ―

有形固定資産取得による支出  △15,395 ― △33,727

有形固定資産売却による収入  32 ― 486

無形固定資産取得による支出  △983 ― △1,349

投資有価証券取得による支出  ― ― △25,364

保証金の差入による支出  △2,220 ― △5,642

連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取
得による収入

 ― ― 95,077

その他  11,106 ― △0

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,958 ― 29,478

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  946,668 ― 62,432

長期借入による収入  200,000 ― ―

長期借入金の返済による支出  △998,340 ― △147,474

株式発行による収入  4,963 ― 29,100

配当金の支払額  △29,203 ― △27,043

財務活動によるキャッシュ・フロー  124,087 ― △82,985

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  3 ― 10

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △93,349 ― △263,712

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  281,218 ― 544,931

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 ※ 187,869 ― 281,218
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(6）四半期連結諸表作成の基本となる重要な事項

項目
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

１　連結の範囲に関する

事項

１．連結子会社の数 ３社

主要な連結子会社の名称

株式会社山下電子設計

株式会社ワイ・イー・シー・リサーチ

エレテックス株式会社

１．連結子会社の数 ３社

主要な連結子会社の名称

株式会社山下電子設計

株式会社ワイ・イー・シー・リサーチ

エレテックス株式会社

　連結子会社3社は、平成18年1月6日の株式

取得に伴い、当連結会計年度より連結子会

社となりました。なお、みなし取得日を平

成18年1月1日としているため、当連結会計

年度は平成18年1月1日から3月31日までの

3ヶ月の損益を連結しております。

 ２．主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

YEM International,Inc.

２．主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

YEM International,Inc.

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、総資産、

売上高、四半期純利益及び利益剰余金等は、

いずれも四半期連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであります。

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、総資産、

売上高、当期純利益及び利益剰余金等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

２　持分法の適用に関す

る事項

１．持分法を適用した関連会社　１社

会社等の名称

Brekeke Software,Inc.

１．持分法を適用した関連会社　１社

会社等の名称

Brekeke Software,Inc.

 ２．持分法を適用していない非連結子会社

（YEM International,Inc.）は、四半期純

損益及び利益剰余金等からみて、持分法の

対象から除いても四半期連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であるため、持分法の適用

範囲から除外しております。

２．持分法を適用していない非連結子会社

（YEM International,Inc.）は、当期純損

益及び利益剰余金等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であるため、持分法の適用範囲から

除外しております。

 ３．持分法の適用の手続について記載する必

要があると認められる事項

　持分法適用会社（Brekeke Software,

Inc.）の四半期決算日は四半期連結決算日

と異なるため、持分法適用会社の四半期に

係る財務諸表を使用しております。

３．持分法の適用の手続について記載する必

要があると認められる事項

　持分法適用会社（Brekeke Software,

Inc.）の決算日は連結決算日と異なるため、

持分法適用会社の事業年度に係る財務諸表

を使用しております。

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

　全ての連結子会社の四半期の末日は、四半

期連結決算日と一致しております。

　全ての連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と一致しております。
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項目
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

４　会計処理に関する事

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）によっております。

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、全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）によっ

ております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法によっており

ます。

時価のないもの

同左

 ２．たな卸資産

製品

　個別法による原価法によっております。

２．たな卸資産

製品

同左

 原材料

　移動平均法による原価法によっており

ます。

原材料

同左

 仕掛品

　個別法による原価法によっております。

仕掛品

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法によっております。

貯蔵品

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

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物

７～50年

機械装置及び運搬具

２～11年

工具器具及び備品

３～10年

１．有形固定資産

同左

 ２．無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間（３～

５年）に基づく定額法によっております。

２．無形固定資産

同左

(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。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき当四半期連

結会計期間に見合う分を計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき当連結会計

年度に見合う分を計上しております。

 (3）退職給付引当金

　連結子会社は、従業員の退職金の支払に

備えるため、当四半期連結会計期間末にお

ける自己都合要支給額を計上しております。

(3）退職給付引当金

　連結子会社は、従業員の退職金の支払に

備えるため、当連結会計年度末における自

己都合要支給額を計上しております。
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項目
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

(4）重要な外貨建の資

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、当四半期連結決算

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。

　なお、在外持分法適用会社の資産及び負債

は当該会社の四半期決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用は期中平均

相場により円貨に換算し、換算差額は、純資

産の部における為替換算調整勘定に計上して

おります。

　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。

　なお、在外持分法適用会社の資産及び負債

は当該会社の決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は、資本の部に

おける為替換算調整勘定に計上しております。

(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。

同左

(6）その他四半期連結

財務諸表作成（連結

財務諸表）のための

重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜き方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５　四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・フ

ロー計算書）における

資金の範囲

　四半期連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、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

に償還期限が到来する短期投資からなってお

ります。

　連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、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

期限が到来する短期投資からなっております。

四半期連結諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当第３四半期より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は286,354千円

であります。

―
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(7）セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

　当四半期（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

 
メディアソ
リューション
事業(千円)

システムインテ
グレーション
事業(千円)

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,413,229 315,465 1,728,694 ― 1,728,694

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
100 121,740 121,840 △121,840 ―

計 1,413,329 437,205 1,850,535 △121,840 1,728,694

営業費用 1,578,666 355,776 1,934,442 117,293 2,051,735

営業利益又は営業損失（△） △165,337 81,429 △83,907 △239,133 △323,041

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。
２　各区分の主な製品
(1）メディアソリューション事業

システムコンサルティング売上・ソリューションプロダクト売上・ＯＥＭ売上・自社製品売上
修理・保守売上・委託業務売上・放送機器用売上

(2）システムインテグレーション事業
システムインテグレーション売上

３　営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の金額は239,133千円であり、親会社の総務・経理
部門等の管理部門に係る費用であります。

平成18年３月期（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
メディアソ
リューション
事業(千円)

システムインテ
グレーション
事業（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,280,476 562,820 1,843,296 － 1,843,296

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,280,476 562,820 1,843,296 － 1,843,296

営業費用 1,114,131 477,429 1,591,560 232,387 1,823,948

営業利益又は営業損失（△） 166,345 85,390 251,736 △232,387 19,348

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。
２　各区分の主な製品
(1）メディアソリューション事業

システムコンサルティング売上・ソリューションプロダクト売上・ＯＥＭ売上・自社製品売上
修理・保守売上・委託業務売上・放送機器用売上

(2）システムインテグレーション事業
システムインテグレーション売上

３　営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の金額は232,387千円であり、親会社の総務・経理
部門等の管理部門に係る費用であります。

所在地別セグメント情報

　当四半期（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）及び平成18年３月期（自　平成17年４月１日　至　平
成18年３月31日）において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項は
ありません。

海外売上高

　当四半期（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）及び平成18年３月期（自　平成17年４月１日　至　平
成18年３月31日）において、海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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(8）生産、受注及び販売の状況

生産実績
　第３四半期における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

生産高（千円） 生産高（千円）

メディアソリューション事業 1,192,133 886,064

システムインテグレーション事業 293,136 449,827

合計 1,485,269 1,335,892

　（注）１．金額は、製造原価によっております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

外注実績
　第３四半期における外注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

外注高（千円） 外注高（千円）

メディアソリューション事業 287,785 175,481

システムインテグレーション事業 138,362 220,950

合計 426,147 396,431

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

受注実績
　第３四半期における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

メディアソリューション事業 1,771,207 694,888 1,260,895 336,910

システムインテグレーション事業 471,225 155,760 562,820 ―

合計 2,242,433 850,648 1,823,715 336,910

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

販売実績

　第３四半期における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

販売高（千円） 販売高（千円）

メディアソリューション事業 1,413,229 1,280,476

システムインテグレーション事業 315,465 562,820

合計 1,728,694 1,843,296

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２．平成18年３月期第４四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年３月期第３四半期（連結）につ

いては記載しておりません。
　　　　３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。　

相手先

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

販売高
（千円）

割合
（％）

販売高
（千円）

割合
（％）

ソニーマーケティング株式会社 331,539 19.2 120,568 6.5

合計 331,539 19.2 120,568 6.5

　　　　４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(9）その他の注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

※１　有形固定資産の減価償却累計額

944,811千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

922,288千円

※２　担保に供している資産

（担保資産）

　運転資金及び設備資金借入金

500,000千円（短期借入金

500,000千円）の担保として抵当

に供しているものは、次のとお

りであります。

※２　担保に供している資産

（担保資産）

　運転資金及び設備資金借入金

1,015,354千円（短期借入金

180,000千円、１年以内返済予定

の長期借入金323,847千円、長期

借入金511,506千円）の担保とし

て抵当に供しているものは、次

のとおりであります。

建物 139,121千円

土地 371,363千円

計 510,484千円

建物 140,821千円

土地 403,811千円

計 544,632千円

３　受取手形裏書譲渡高

5,322千円

３　受取手形裏書譲渡高

8,656千円

※４　当座貸越限度額の総額

　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当座

貸越契約を締結しております。

　当四半期連結会計年度末におけ

る当座貸越契約に係る借入金未実

行残高等は次のとおりであります。

※４　当座貸越限度額の総額

　当社及び連結子会社（株式会社

山下電子設計）においては、運転

資金の効率的な調達を行うため取

引銀行２行と当座貸越契約を締結

しております。

　前連結会計年度末における当座

貸越契約に係る借入金未実行残高

等は次のとおりであります。

当座貸越限度額

の総額
350,000千円

借入実行残高 280,000千円

差引額 70,000千円

当座貸越限度額

の総額
330,000千円

借入実行残高 180,000千円

差引額 150,000千円

 　５　財務制限条項

 平成18年10月10日締結のシンジ

ケートローン契約に基づく借入金

（短期借入金のうち840,000千円及

び長期借入金150,000千円）には、

下記の財務制限条項が付されてお

ります。

 (1)各年度の決算期の末日における

連結貸借対照表における純資産

の部の金額を①588百万円、も

しくは、②直前の決算期の末日

における連結貸借対照表におけ

る純資産の部の金額に80％を乗

じた金額のいずれか高い方に維

持すること。

 (2)各年度の決算期の末日における

連結損益計算書における経常損

益を損失としないこと。

 　５　　　　　　　―
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（四半期連結損益計算書関係）

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

※１　販売費及び一般管理費の主なも

の

役員報酬 100,799千円

給与手当 200,256千円

貸倒引当金繰入額 2,262千円

賞与引当金繰入額 1,552千円

退職給付費用 4,362千円

研究開発費 86,787千円

のれん償却額 35,495千円

※１　販売費及び一般管理費の主なも

の

役員報酬 93,913千円

給与手当 125,519千円

貸倒引当金繰入額 574千円

賞与引当金繰入額 4,318千円

退職給付費用 1,192千円

研究開発費 89,347千円

のれん償却額 11,831千円

※２　　　　　　― ※２　固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

機械装置及び運搬具 96千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

工具器具及び備品 1,794千円

その他 56千円

計 1,851千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

機械装置及び運搬具 452千円

工具器具及び備品 1,409千円

計 1,862千円

※４　たな卸資産評価損は、主とし

　　　て、当初予想できなかった仕様

　　　変更などによる手戻り、追加作

　　　業の発生等により原価高となっ

　　　た一部プロジェクトについて、

　　　回収不能と判断したたな卸資産

　　　を評価減したものであります。

※４　　　　　　―

※５　持分法による投資損失(特別損

　　　失)は、持分法適用関連会社で

　　　あるBrekeke Software,Inc.に

　　　係るのれん相当額の減損処理を

　　　行ったことによる損失でありま

　　　す。

※５　　　　　　―

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

　当四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

１．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

 
前期末株式数

（株）
当四半期増加株式数

（株）
当四半期減少株式数

（株）
当四半期末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式（注） 10,608 102 ― 10,710

合計 10,608 102 ― 10,710

自己株式     

普通株式 2 ― ― 2

合計 2 ― ― 2

　（注）普通株式の発行済株式の株式数の増加102株は、新株予約権の行使によるものであります。
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当四半期末
残高
（千円）前期末

当四半期
増加

当四半期
減少

当四半期末

提出会社
ストック・オプション

としての新株予約権
普通株式 ― ― ― ― （注）

合計 ― ― ― ― ― ―

　（注）会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。

３．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18年６月28日

定時株主総会
普通株式 29,695 2,800

平成18年

３月31日

平成18年

６月28日

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

現金及び現金同等物の当四半期末残高
と四半期連結貸借対照表に記載されて
いる科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結
貸借対照表に記載されている科目の金
額との関係

（平成18年12月31日現在）
現金及び預金 187,869千円
預入期間が３か月を超え
る定期預金

―千円

現金及び現金同等物 187,869千円

（平成18年３月31日現在）
現金及び預金 281,720千円
預入期間が３か月を超え
る定期預金

△501千円

現金及び現金同等物 281,218千円

（リース取引関係）

当四半期
 （平成19年３月期第３四半期）

平成18年３月期

リース物件の所有者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

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高相
当額
(千円)

機械装置及び運
搬具

4,328 2,236 2,091

工具器具及び備品 17,650 6,656 10,993

合計 21,978 8,892 13,085

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
(千円)

減価償却累
計額相当額
(千円)

期末残高相
当額
(千円)

機械装置及び運
搬具

4,328 1,586 2,741

工具器具及び備品 17,751 10,244 7,507

合計 22,079 11,831 10,248

２　未経過リース料期末残高 ２　未経過リース料期末残高

１年内 4,173千円

１年超 9,338千円

計 13,511千円

１年内 3,717千円

１年超 6,877千円

計 10,595千円

３　支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額 ３　支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額

支払リース料 2,854千円

減価償却費相当額 2,563千円

支払利息相当額 335千円

支払リース料 1,178千円

減価償却費相当額 1,079千円

支払利息相当額 100千円

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、残存価額を零とする定
額法によっております。

４　減価償却費相当額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、残存価額を零とする定
額法によっております。

５　利息相当額の算定方法
・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額
を利息相当額とし、各期への配分方法については、
利息法によっております。

５　利息相当額の算定方法
・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額
を利息相当額とし、各期への配分方法については、
利息法によっております。
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（有価証券関係）

当四半期（平成18年12月31日現在）
①　その他有価証券で時価のあるもの
　　該当事項はありません。
②　時価評価されていない主な有価証券の内容

 第３四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

投資事業組合出資金 2,000

平成18年３月期（平成18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）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 782 920 138

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 782 920 138

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  

投資事業組合出資金 2,000

（デリバティブ取引関係）

当四半期

 （平成19年３月期

 第３四半期）

平成18年３月期

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しており
ませんので、該当事項はありません。

同左

（ストックオプション関係）

当四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）
　当四半期連結会計期間においてストック・オプションを付していないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

１株当たり純資産額 26,744円62銭 69,328円05銭

１株当たり四半期（当期）純利益又は

純損失（△）
△39,900円91銭 858円20銭

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益

　なお、潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益

については、１株当たり

四半期純損失であるため

記載しておりません。

749円26銭

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定上の

基礎は以下のとおりであります。

項目
当四半期

（平成19年３月期
第１四半期）

平成18年３月期

純資産の部の合計額（千円） 286,354 ―

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
― ―

（うち少数株主持分） ― ―

普通株式に係る第３四半期末（期末）

の純資産額
286,354 ―

１株当たり純資産額の算定に用いた第３四半期

末（期末）の普通株式の数（株）
10,707 ―

項目
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

１株当たり四半期（当期）純利益又は

純損失（△）
  

四半期（当期）純利益又は純損失（千

円）（△）
△425,024 8,624

普通株式に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期（当期）純利

益又は純損失（千円）（△）
△425,024 8,624

普通株式の期中平均株式数（株） 10,652 10,049

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（千円） ― 1,461

（うち新株予約権（株）） ― 1,461

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含まれ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306

個）。

―

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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(財)財務会計基準機構会員  

平成19年３月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年2月13日

上場会社名　株式会社フライトシステムコンサルティング （コード番号：3753　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.flight.co.jp）  

問合せ先　代表者役職・氏名　代表取締役社長　片山　圭一朗 ＴＥＬ：（03）3440―6100

責任者役職・氏名　取締役　　　　　松本　隆男  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

③　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。

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績の進捗状況

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 ％

19年３月期第３四半期 734 △15.0 △201 ― △207 ― △285 ―

18年３月期第３四半期 864 10.6 △31 ― △36 ― △10 ―

（参考）18年３月期 1,431 14.6 32 △27.8 27 461.2 24 ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年３月期第３四半期 △26,816 83

18年３月期第３四半期 △1,064 47

（参考）18年３月期 2,462 40

　（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　経営成績の進捗状況に関する定性的情報等については、平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（連結）の連結経

営成績の進捗状況に関する定性的情報等をご参照下さい。

(2）財政状態の変動状況

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

19年３月期第３四半期 1,969 441 22.4 41,264 18

18年３月期第３四半期 892 698 78.2 69,294 87

（参考）18年３月期 987 751 76.1 70,827 11
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(3）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

19年３月期第３四半期 ― ― ― ―

18年３月期第３四半期 △71 △53 △70 349

（参考）18年３月期 ― ― ― ―

　平成18年３月期第４四半期より連結財務諸表を作成することになりましたので、キャッシュ・フロー計算書につい

ては、記載しておりません。

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　財政状態の変動状況に関する定性的情報等については、平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（連結）の連結財

政状態の変動状況に関する定性的情報等をご参照下さい。

３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 1,650 50 △52

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　2,346円62銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　業績予想に関する定性的情報等については、平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（連結）の業績予想に関する

定性的情報等をご参照下さい。

４．配当状況

現金配当 １株当たり配当金（円）

基準日 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

平成18年３月期 ― ― ― 2,800 ― 2,800

平成19年３月期（実績） ― ― ― ― ― ―

平成19年３月期（予想） ― ― ― ― ― ―

※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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４．四半期財務情報

(1）四半期貸借対照表

科目

 
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期末）

増減 平成18年３月期

注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）       

Ⅰ　流動資産       

１　現金及び預金  127,240 349,737 △222,497 △63.6 137,390

２　受取手形  661 ― 661 ― ―

３　売掛金  228,584 134,783 93,800 69.6 466,546

４　たな卸資産  140,732 159,773 △19,041 △11.9 23,554

５　前払費用  78,109 75,127 2,982 4.0 38,316

６　関係会社短期貸付金  641,250 ― 641,250 ― 95,000

７　その他 ※３ 12,326 45,250 △32,923 △72.8 10,232

貸倒引当金  △4,357 △2,393 △1,963 82.0 △3,592

流動資産合計  1,224,547 762,279 462,268 60.6 767,447

Ⅱ　固定資産       

１　有形固定資産 ※２ 44,000 40,988 3,012 7.3 37,611

２　無形固定資産  3,418 3,516 △97 △2.8 3,394

３　投資その他の資産       

(1）関係会社株式  99,842 40,029 61,813 162.5 133,742

(2）関係会社長期貸付金  550,759 ― 550,759 ― ―

(3）敷金及び保証金  39,137 37,361 1,776 4.8 37,361

(4）その他  7,576 8,718 △1,141 △13.1 7,930

投資その他の資産合計  697,316 86,108 611,207 709.8 179,034

固定資産合計  744,734 130,613 614,121 470.2 220,041

資産合計  1,969,282 892,892 1,076,389 120.6 987,488
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科目

 
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期末）

増減 平成18年３月期

注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）       

Ⅰ　流動負債       

１　買掛金  40,845 56,404 △15,559 △27.6 76,193

２　短期借入金 ※１ 1,180,000 ― 1,180,000 ― 50,000

３　一年以内返済予定の長
期借入金

 80,000 40,000 40,000 100.0 40,000

４　未払法人税等  267 3 264 8,820.0 4,110

５　その他 ※３ 76,354 58,408 17,945 30.7 36,020

流動負債合計  1,377,467 154,816 1,222,650 789.7 206,324

Ⅱ　固定負債       

長期借入金  150,000 40,000 110,000 275.0 30,000

固定負債合計  150,000 40,000 110,000 275.0 30,000

負債合計  1,527,467 194,816 1,332,650 684.1 236,324

（資本の部）       

Ⅰ　資本金  ― 298,600 △298,600 ― 307,450

Ⅱ　資本剰余金       

資本準備金  ― 289,275 △289,275 ― 298,125

資本剰余金合計  ― 289,275 △289,275 ― 298,125

Ⅲ　利益剰余金       

１　利益準備金  ― 7,132 △7,132 ― 7,132

２　任意積立金  ― 69,367 △69,367 ― 69,367

３　第３四半期（当期）未
処分利益

 ― 34,626 △34,626 ― 70,014

利益剰余金合計  ― 111,126 △111,126 ― 146,513

Ⅳ　自己株式  ― △925 925 ― △925

資本合計  ― 698,076 △698,076 ― 751,164

負債及び資本合計  ― 892,892 △892,892 ― 987,488

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

１　資本金  310,450 ― 310,450 ― ―

２　資本剰余金       

資本準備金  301,125 ― 301,125 ― ―

資本剰余金合計  301,125  301,125   

３　利益剰余金       

(1）利益準備金  7,132 ― 7,132 ― ―

(2）その他利益剰余金       

別途積立金  69,367 ― 69,367 ― ―

繰越利益剰余金  △245,334 ― △245,334 ― ―

利益剰余金合計  △168,834 ― △168,834 ―  

４　自己株式  △925 ― △925 ― ―

株主資本合計  441,815 ― 441,815 ― ―

純資産合計  441,815 ― 441,815 ― ―

負債純資産合計  1,969,282 ― 1,969,282 ― ―
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(2）四半期損益計算書

科目

 
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

増減 平成18年３月期

注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高  734,522 864,024 △129,501 △15.0 1,431,998

Ⅱ　売上原価 ※１ 560,057 573,845 △13,788 △2.4 974,347

売上総利益  174,464 290,178 △115,713 △39.9 457,650

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 376,328 321,547 54,781 17.0 425,348

営業利益又は営業損
失（△）

 △201,863 △31,368 △170,495 ― 32,302

Ⅳ　営業外収益 ※２ 9,402 1,037 8,364 806.0 1,854

Ⅴ　営業外費用 ※３ 14,703 6,357 8,345 131.3 7,139

経常利益又は経常損
失（△）

 △207,164 △36,688 △170,475 ― 27,016

特別利益  ― 97 △97 ― ―

特別損失 ※４ 77,706 ― 77,706 ― ―

税引前四半期（当期）純利益

又は純損失（△）
 △284,870 △36,590 △248,279 ― 27,016

法人税、住民税及び事業税  805 2,248 △1,442 △64.2 3,635

過年度未払法人税等戻入額  △844 ― △844 ― ―

法人税等調整額  821 △28,196 29,018 △102.9 △1,363

四半期（当期）純利益
又は純損失（△）

 △285,652 △10,642 △275,010 ― 24,744

前期繰越利益  ― 45,269 ― ― 45,269

四半期（当期）未処分利益  ― 34,626 ― ― 70,014
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当四半期（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日残高
（千円）

307,450 298,125 298,125 7,132 69,367 70,014 146,513

当四半期の変動額        

新株の発行 3,000 3,000 3,000     

剰余金の配当      △29,695 △29,695

四半期純損失（△）      △285,652 △285,652

当四半期の変動額合計
（千円）

3,000 3,000 3,000 ― ― △315,348 △315,348

平成18年12月31日残高
（千円）

310,450 301,125 301,125 7,132 69,367 △245,334 △168,834

 

株主資本

純資産合計
自己株式

株主資本合
計

平成18年３月31日残高
（千円）

△925 751,164 751,164

当四半期の変動額    

新株の発行  6,000 6,000

剰余金の配当  △29,695 △29,695

四半期純損失（△）  △285,652 △285,652

四半期の変動額合計
（千円）

 △309,348 △309,348

平成18年12月31日残高
（千円）

△925 441,815 441,815
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

　平成18年３月期第４四半期より連結財務諸表を作成することになりましたので、キャッシュ・フロー計算書につい

ては、記載しておりません。

  
前年同四半期

（平成18年３月期
第３四半期）

区分
注記
番号

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（△）  △36,590

減価償却費  10,729

貸倒引当金の減少額  △97

受取利息  △4

支払利息  1,744

売上債権の減少額  144,478

たな卸資産の増加額  △132,852

仕入債務の減少額  △19,547

未払消費税等の減少額  △5,786

その他  △29,118

小計  △67,044

利息の受取額  4

利息の支払額  △1,873

法人税等の支払額  △2,245

営業活動によるキャッシュ・フロー  △71,158

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  ―

有形固定資産の取得による支出  △22,945

無形固定資産の取得による支出  ―

関係会社株式の取得による支出  △23,364

その他  △7,642

投資活動によるキャッシュ・フロー  △53,952

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額  ―

長期借入金の返済による支出  △55,000

株式発行による収入  11,400

自己株式の取得による支出  ―

配当金の支払額  △27,002

その他  ―

財務活動によるキャッシュ・フロー  △70,602

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  18

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  △195,695

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  544,931

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）残高 ※ 349,236
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(5）注記事項等

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

１　資産の評価基準及び

評価方法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会

社株式

　移動平均法による原価

法によっております。

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会

社株式

同左

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会

社株式

同左

 ②　その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価

法によっております。

②　その他有価証券

時価のないもの

同左

②　その他有価証券

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

①　原材料

　移動平均法による原価

法によっております。

(2）たな卸資産

①　原材料

同左

(2）たな卸資産

①　原材料

同左

 ②　仕掛品

　個別法による原価法に

よっております。

②　仕掛品

同左

②　仕掛品

同左

 ③　貯蔵品

　最終仕入原価法によっ

ております。

③　貯蔵品

同左

③　貯蔵品

同左

２　固定資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　　　　　15年

車両及び運搬具　２～６年

工具器具及び備品

４～10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

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける見込利用可能期間（３

～５年）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 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。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左
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項目
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

４　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。

５　四半期キャッシュ・

フロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）

における資金の範囲

― 　四半期キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、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が到来

する短期投資からなっており

ます。

―

６　その他四半期財務諸

表（財務諸表）作成の

ための基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理

　税抜き方式によっておりま

す。

同左 同左

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

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当第３四半期より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は441,815千円であります。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当第３四半期から固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書（企

業会計審議会平成14年８月９日）」及

び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号平成15年10月31日）を適用してお

ります。これによる損益に与える影響

はありません。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書（企業

会計審議会平成14年８月９日）」及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第６

号平成15年10月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響は

ありません。

表示方法の変更

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

― （貸借対照表）

　「前払費用」は、前第３四半期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、当第３四半期

会計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。

　なお、前第３四半期会計期間末の「前払費用」の金額は、

32,645千円でありました。
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(6）その他の注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

※１　当座貸越限度額の総額

　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当座

貸越契約を締結しております。

　平成19年３月期第３四半期にお

ける当座貸越契約に係る借入金未

実行残高は次のとおりであります。

※１　　　　　　―

 

 

※１　当座貸越限度額の総額

　当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座

貸越契約を締結しております。

　平成18年３月期における当座貸

越契約に係る借入金未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越限度額

の総額
350,000千円

借入実行残高 280,000千円

差引額 70,000千円

  

  

  

当座貸越限度額

の総額
200,000千円

借入実行残高 50,000千円

差引額 150,000千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

59,402千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

46,326千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

50,759千円

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が

乏しいため、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、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。

　４　財務制限条項

 平成18年10月10日締結のシンジ

ケートローン契約に基づく借入金

(短期借入金のうち840,000千円及

び長期借入金150,000千円)には、

下記の財務制限条項が付されてお

ります。

 (1)各年度の決算期の末日における

連結貸借対照表における純資産

の部の金額を①588百万円、も

しくは、②直前の決算期の末日

における連結貸借対照表におけ

る純資産の部の金額に80％を乗

じた金額のいずれか高い方に維

持すること。

 (2)各年度の決算期の末日における

連結損益計算書における経常損

益を損失としないこと。

　４　　　　　　―

 

　４　　　　　　―
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（四半期損益計算書関係）

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

※１　減価償却実施額

有形固定資産 11,201千円

無形固定資産 729千円

 11,930千円

※１　減価償却実施額

有形固定資産 10,212千円

無形固定資産 517千円

 10,729千円

※１　減価償却実施額

有形固定資産 14,657千円

無形固定資産 1,105千円

 15,763千円

※２　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 8,251千円

※２　営業外収益のうち主要なもの

―

※２　営業外収益のうち主要なもの

―

※３　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 7,598千円

※３　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1,744千円

※３　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 2,431千円

※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 1,533千円

たな卸資産評価

損

42,272千円

関係会社株式評

価損

33,900千円

※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

―

（四半期株主資本等変動計算書関係）

当四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数

（株）
当四半期増加株式数

（株）
当四半期減少株式数

（株）
当四半期末株式数

（株）

自己株式     

普通株式 2 ― ― 2

合計 2 ― ― 2

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　平成18年３月期第４四半期より連結財務諸表を作成することになりましたので、キャッシュ・フロー計算書関係

の注記については記載しておりません。

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

現金及び現金同等物の第３四半期末残高と第３四半期貸

借対照表に記載されている科目の金額との関係

（平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 349,737千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △501千円

現金及び現金同等物 349,236千円
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（リース取引関係）

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

リース物件の所有者が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

リース物件の所有者が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

リース物件の所有者が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

　リース取引の重要性が乏しいため記

載を省略しております。

同左 同左

（有価証券関係）

当四半期及び平成18年３月期

　平成18年３月期第４四半期より連結財務諸表の注記として記載しているため、下記項目についてのみ記載してお

ります。

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

前年同四半期

時価評価されていない有価証券の内容

 
第３四半期貸借対照表計
上額（千円）

(1）子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 40,029

(2）その他有価証券  

投資事業組合出資金 2,000

（デリバティブ取引関係）

　平成18年３月期第４四半期より連結財務諸表の注記として記載しているため、デリバディブ取引関係については

記載しておりません。

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

　平成18年３月期第４四半期より連結財務諸表を作成することになりましたので、持分法損益等の注記については

記載しておりません。

 
前年同四半期

（平成18年３月期
第３四半期）

関連会社に対する投資の金額（千円） 40,029

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 31,117

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） △4,660
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（１株当たり情報）

項目
当四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

１株当たり純資産額 41,264円18銭 69,294円87銭 70,827円11銭

１株当たり第３四半期（当期）純利益

又は純損失（△）
△26,816円83銭 △1,064円83銭 2,462円40銭

潜在株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益

　なお、潜在株式調整後

１株当たり第３四半期純

利益については、１株当

たり第３四半期純損失で

あるため記載しておりま

せん。

　　　　 同左 2,419円84銭

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎並びに１株当たり第３四半期（当期）純利益又は純損失及び潜在株式調整

後１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
当四半期

（平成19年３月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

純資産の部の合計額（千円） 441,815 ― ―

純資産の部の合計額から控除する

金額（千円） 
― ― ―

普通株式に係る第３四半期末（期末）

の純資産額
441,815 ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いた第３四半期

末（期末）の普通株式の数（株）
10,707 ― ―

項目
当四半期

（平成19年３月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

１株当たり第３四半期（当期）純利益

又は純損失（△）
   

第３四半期（当期）純利益又は純損

失（千円）（△）
△285,652 △10,642 24,744

普通株式に帰属しない金額（千円）  ― ―

普通株式に係る第３四半期（当期）

純利益又は純損失（千円）（△）
△285,652 △10,642 24,744

普通株式の期中平均株式数（株） 10,652 9,998 10,049

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益    

当期純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（千円） ― ― 1,461

（うち新株予約権（株）） ― ― 1,461

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり第３四半期（当期）純利益の算定に含

まれ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306

個）。

新株予約権２種類

（新株予約権の数517

個）。

―
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（重要な後発事象）

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

平成18年３月期

― 株式取得による会社等の買収
  当社は、平成17年11月発表の株式会社山下電
子設計、株式会社ワイ・イー・シー・リサーチ
及びエレテックス株式会社の株式の取得（子会
社化）が平成18年１月６日に完了致しまし
た。
　株式譲渡に関する契約の概要は以下のとおり
であります。

―

 １．取得の理由
  株式会社山下電子設計、株式会社ワイ・イー・
シー・リサーチ及びエレテックス株式会社の保
有する技術は、デジタル・コンテンツ・マネー
ジメントのソリューションを提供する当社に
とって基盤技術の一つとなるものであり、当社
グループの事業拡大と基盤強化を図るものであ
ります。

 

 

 ２．株式取得（子会社化）した会社の概要
　株式会社山下電子設計 
 （1）商号  株式会社山下電子設計
 （2）事業の内容
  電子機器（映像機器）の設計・製造・販売
 （3）従業員 30名（平成17年９月30日現在）
 （4）資本金　 90百万円
 （5）営業収益　623百万円(平成16年12月期)
 
株式会社ワイ・イー・シー・リサーチ 

 （1）商号
株式会社ワイ・イー・シー・リサーチ 

 （2）事業の内容
  映像機器修理保守
 （3）従業員 19名（平成17年９月30日現在）
 （4）資本金　10百万円
 （5）営業収益 356百万円(平成17年３月期)

 

 　エレテックス株式会社
 （1）商号　エレテックス株式会社
 （2）事業の内容
  電子機器（映像機器）の設計・製造・販売
 （3）従業員　46名(平成17年９月30日現在)
 （4）資本金　69百万円
 （5）営業収益　681百万円(平成17年５月期)
 

３．株式取得の時期
 （1）株式会社山下電子設計
  　　平成18年１月６日
 （2）株式会社ワイ・イー・シー・リサーチ
  　　平成18年１月６日
 （3）エレテックス株式会社
  　　平成18年１月６日
 
４．取得する株式の数、取得価額及び取得の持

分比率
 （1）株式会社山下電子設計
取得する株式の数 180,000株
取得価額 20,000千円
持分比率 100％
 （2）株式会社ワイ・イー・シー・リサーチ
取得する株式の数 200株
取得価額 20,238千円
持分比率 100％
 （3）エレテックス株式会社
取得する株式の数 132,000株
取得価額 50,000千円
持分比率 100％
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