
【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

当社及び子会社（以下、「当社グループ」という）は、主に以下の３点を短期的・中期的な経営課題として取り組

んでいます。

（１）ＰＨＳを使用したＭＶＮＯ（Mobile Virtual Network Operator、仮想移動体通信事業者）事業の拡大

（２）３Ｇ（第３世代携帯電話）ネットワークのＭＶＮＯによる調達

（３）米国でのＭＶＮＯ事業の立ち上げ

当第３四半期における、ＰＨＳによるＭＶＮＯ事業は、法人向けサービスでは前年同期比で売上を伸ばしたものの、

個人向け製品において大幅な売上減となりました。これは、当社が“b-mobile”のブランドでＰＣ量販店等で販売し

ている個人向け製品について、昨年５月に本人確認の問題から主要販売店が販売を一時停止する事態に陥ったという

特殊要因によるものです。その後、６月末までには、本人確認システムの導入により問題は解決したものの、販売現

場が混乱した影響は残り、また、販売停止の間に他社製品に需要が流れたこともあり、その後の販売強化によっても

売上が従来の水準に戻るには至らなかったためです。

法人向けサービスおよび機器向けサービス（通信電池）においては、携帯電話事業者の３Ｇ製品の攻勢による競争

の激化にもかかわらず、当期前半にスタートした複数のパートナーによる営業活動が寄与し、前年同期比増を確保し

ました。

一方、３ＧネットワークのＭＶＮＯによる調達については、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、「ドコモ」

という）に対し、iモード端末接続用と非iモード端末接続用の２つの相互接続点における相互接続を申し入れ、iモー

ド端末接続用については昨年12月７日に相互接続協定を締結し、コネクトメール等のサービス名称で、ＰＣで普段利

用しているメールアドレスをドコモの携帯電話でiモードメールと同様に利用できるサービスの提供を開始しています。

一方、非iモード端末接続用の相互接続点における相互接続については、前事業年度からの１年以上にわたる契約交渉

を経て、ようやく本年２月14日に基本合意に至りました。後者の相互接続は、これまでのＰＨＳに加えてドコモの３

Ｇネットワークを利用したサービスを提供するためのものですが、実際のサービス提供までには、接続のためのソフ

トウェアの開発や設備の設置が必要であり、具体的な実現時期はまだ確定できておりません。しかしながら、データ

通信サービスへの参入から６年間、ＰＨＳのネットワークのみに頼ってきた当社にとって、ようやく３Ｇネットワー

クを使った本格的なサービスの提供が実現しようとしています。当社では、ドコモの３Ｇネットワークを利用したサー

ビス提供により、法人向けサービスおよび機器向けサービス（通信電池）におけるお客様のニーズに応えていくとと

もに、パートナー開拓を一層進め、パートナーの手がけるアプリケーションとバンドルして通信サービスを販売する

等の、より付加価値の高いサービスを提供していきたいと考えています。

米国でのＭＶＮＯ事業の立ち上げについては、米国第６位の移動体通信事業者であるＵＳセルラーと昨年４月20日

にＭＶＮＯを実現するための相互接続契約を締結し、ネットワークの構築を進めていましたが、昨年12月に初めて相

互接続による売上を計上することができました。

米国でのＭＶＮＯ事業は、ようやく売上が実現したものの、その時期および売上規模ともに、当初の計画による達

成度合いを大きく下回っています。また、今後しばらくの間は、営業経費等の先行投資的支出により黒字転換は見込

めない状況です。しかしながら、有望な商材は多数あり、出来るだけ早期に損益分岐点に達するよう鋭意営業努力を

続けてまいります。

以上の結果、当第３四半期の売上高は、前年同期比で336百万円、11.3％減の2,635百万円となりました。このうち、

データ通信サービスは、前年同期比165百万円減の1,750百万円に留まりました。テレコム・サービスは、引き続き、

戦略的な縮小を継続しており、前年同期比171百万円減の884百万円となりました。

売上総利益は、テレコム・サービスの事業原価は売上減少にともない32百万円減少したものの、データ通信サービ

スにおいては、原価率が高い３Ｇサービス（現時点ではＭＶＮＯとしてサービスを提供できていないために原価率が

高い）の回線数の増加や、ＰＨＳでのＭＶＮＯ事業は、原価構造の固定費的性格が強いことから、売上減が利益減に

直結していること等により、前年同期比264百万円減の700百万円にとどまりました。

販売費および一般管理費は、米国子会社を含む事業再構築やコスト管理の徹底により、前年同期比121百万円の削減

の1,385百万円となりました。

営業利益は当社単体でも上記に述べた減収の結果、前年同期比47百万円の損失増の営業損失184百万円を計上したこ

とに加え、米国事業の立ち上げ本格化による赤字の拡大により、連結では前年同期比143百万円の損失増の684百万円

の損失となりました。

経常利益は昨年12月に発行した社債及び新株予約権の発行費11百万円、為替差損24百万円などあり、前年同期比214

百万円損失増の736百万円の経常損失となりました。テレコム事業資産やソフトウェア資産の減損処理等893百万円の
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特別損失計上により、当期利益は1,037百万円損失拡大の1,603百万円の損失となり、一株当たり純利益は7,146.19円

の損失となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期の税金等調整前純利益は1,626百万円の損失でしたが、特別損失893百万円のほとんどが現金支出を伴

わない費用であること、減価償却費が372百万円あることなどから338百万円の資金の使用となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期中に投資活動に使用した資金は461百万円で、ＵＳＢタイプの新型端末開発、ネットワーク機器の更

新・増強、データ通信に利用するソフトウェアの開発にともなうものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

銀行に、短期借入金で300百万円、長期借入金で199百万円約定返済しました。転換社債型新株予約権付社債の発行

で400百万円を調達しました。

 

　なお、株主総会での決議を経て、当第１四半期中に914百万円を資本準備金より利益剰余金に振替えました。
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３．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

 （単位：千円、％）

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期

第３四半期末）
増減

（参考）前期末
(平成19年３月期末)

金　　　　額 金　　　　額 金　　額 増 減 率 金　　　　額

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 1,087,090 448,384 △638,705 △58.8 1,010,125

売掛金 524,010 374,609 △149,401 △28.5 508,451

有価証券 633,809 282,292 △351,517 △55.5 599,631

商品 71,923 116,387 44,464 61.8 63,163

貯蔵品 129,804 7,787 △122,017 △94.0 45,909

未収入金 8,082 9,728 1,645 20.4 104

その他 122,923 75,682 △47,241 △38.4 117,222

貸倒引当金 △1,000 △96 903 △90.4 △1,000

流動資産合計 2,576,644 1,314,775 △1,261,869 △49.0 2,343,608

Ⅱ　固定資産      

１有形固定資産      

建物 17,716 19,431 1,715 9.7 16,849

車両及び運搬具 2,270 4,114 1,844 81.3 2,012

工具器具及び備品 216,593 202,003 △14,590 △6.7 205,258

移動端末機器 50,728 23,661 △27,066 △53.4 68,000

有形固定資産合計 287,308 249,211 △38,097 △13.3 292,121

２無形固定資産      

商標権 3,004 3,634 630 21.0 3,638

特許権 2,081 2,315 234 11.3 2,604

電話加入権 1,294 1,294 － － 1,294

ソフトウェア 1,035,505 511,872 △523,632 △50.6 1,004,778

ソフトウェア仮勘定 893,215 528,214 △365,001 △40.9 797,871

のれん 435,398 － △435,398 △100.0 －

無形固定資産合計 2,370,500 1,047,331 △1,323,168 △55.8 1,810,187

３投資その他の資産      

投資有価証券 － 50,000 50,000 － －

敷金保証金 52,339 55,025 2,686 5.1 56,079

その他 37,069 18,965 △18,104 △48.8 68,471

貸倒引当金 △19 － 19 △100.0 △291

投資その他の資産合
計

89,389 123,991 34,602 38.7 124,259

固定資産合計 2,747,197 1,420,534 △1,326,663 △48.3 2,226,568
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期

第３四半期末）
増減

（参考）前期末
(平成19年３月期末)

金　　　　額 金　　　　額 金　　額 増 減 率 金　　　　額

Ⅲ　繰延資産      

新株発行費 11,579 2,315 △9,263 △80.0 9,263

繰延資産合計 11,579 2,315 △9,263 △80.0 9,263

資産合計 5,335,421 2,737,625 △2,597,796 △48.7 4,579,441

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

買掛金 231,462 262,852 31,389 13.6 308,443

短期借入金 500,000 200,000 △300,000 △60.0 500,000

一年内返済予定長期
借入金

266,400 266,400 － － 266,400

未払金 114,140 91,952 △22,188 △19.4 91,038

未払法人税等 7,889 6,931 △957 △12.1 9,326

前受収益 383,980 338,497 △45,483 △11.8 435,421

その他 132,227 42,118 △90,108 △68.1 68,517

流動負債合計 1,636,100 1,208,752 △427,348 △26.1 1,679,147

Ⅱ　固定負債      

社債 － 400,000 400,000 － －

長期借入金 467,000 200,600 △266,400 △57.0 400,400

固定負債合計 467,000 600,600 133,600 28.6 400,400

負債合計 2,103,100 1,809,352 △293,748 △14.0 2,079,547

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 2,273,020 2,279,487 6,466 0.3 2,273,300

資本剰余金 1,579,011 671,267 △907,743 △57.5 1,579,291

利益剰余金 △599,461 △1,994,519 △1,395,057 232.7 △1,304,946

自己株式 △1,741 △1,741 － － △1,741

株主資本合計 3,250,829 954,494 △2,296,334 △70.6 2,545,904

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価
差額金

309 434 125 40.4 △4,223

為替換算調整勘定 △74,321 △66,339 7,981 △10.7 △81,187

評価・換算差額等
合計

△74,011 △65,905 8,106 △11.0 △85,411

Ⅲ　新株予約権 7,445 39,683 32,237 433.0 13,477

Ⅳ　少数株主持分 48,056 － △48,056 △100 25,922

純資産合計 3,232,320 928,273 △2,304,047 △71.3 2,499,893

負債純資産合計 5,335,421 2,737,625 △2,597,796 △48.7 4,579,441

日本通信株式会社 (9424) 平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況

－ 7 －



(2）四半期連結損益計算書

 （単位：千円、％）

科目

前年同四半期
（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）
増減

（参考）前期
（平成19年３月期）

金　　　　額 金　　　　額 金　　額 増 減 率 金　　　　額

Ⅰ　売上高 2,971,978 2,635,124 △336,853 △11.3 3,996,274

Ⅱ　売上原価 2,006,228 1,934,216 △72,012 △3.6 2,678,304

売上総利益 965,749 700,907 △264,841 △27.4 1,317,969

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,506,413 1,385,082 △121,330 △8.1 1,939,145

      

営業利益
（△は営業損失）

△540,663 △684,174 △143,511 － △621,176

Ⅳ　営業外収益 35,589 24,262 △11,327 △31.8 45,660

受取利息 9,913 5,259 △4,653  13,213

有価証券利息 18,820 13,395 △5,424  25,356

為替差益 6,350 － △6,350  4,516

その他 505 5,606 5,101  2,574

Ⅴ　営業外費用 16,665 76,478 59,813 358.9 23,658

支払利息 7,324 14,231 6,906  11,525

為替差損 － 24,235 24,235  －

新株発行費償却 6,947 6,947 －  9,263

有価証券売却損 2,199 9,901 7,701  2,199

新株予約権発行費 － 5,957 5,957  －

社債発行費 － 5,664 5,664  －

その他 193 9,540 9,346  670

経常利益
（△は経常損失）

△521,739 △736,391 △214,651 － △599,173

Ⅵ　特別利益 － 3,402 3,402 － －

固定資産売却益 － 2,498 2,498  －

貸倒引当金戻入益 － 903 903  －

Ⅶ　特別損失 83,929 893,153 809,223 964.2 732,372

固定資産売却損 － 23,465 23,465  －

固定資産除却損 1,216 36,565 35,349  205,064

減損損失 － 727,389 727,389  429,653

持分変動損益 7,209 － △7,209  7,209

事業再構築一時費用 75,504 38,557 △36,946  90,444

その他 － 67,175 67,175  －

税金等調整前四半期（当
期）純利益
（△は税金等調整前四半
期（当期）純損失）

△605,669 △1,626,142 △1,020,473 － △1,331,546
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科目

前年同四半期
（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）
増減

（参考）前期
（平成19年３月期）

金　　　　額 金　　　　額 金　　額 増 減 率 金　　　　額

法人税、住民税及び事業
税

4,357 4,462 105 2.4 5,810

少数株主利益（△は損
失）

△43,464 △26,821 16,642 － △65,309

四半期（当期）純利益
（△は四半期（当期）純
損失）

△566,562 △1,603,783 △1,037,221 － △1,272,046
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（平成18年４月１日～平成18年12月31日） （単位：千円）

株主資本
評価・換
算差額等

新株予約
権

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

平成18年３月31日残高 2,269,710 1,576,246 △32,899 △1,741 3,811,316 △77,606 1,419 89,404 3,824,533

第３四半期中の変動額

新株の発行 3,310 2,765   6,075    6,075

四半期純損失   △566,562  △566,562    △566,562

株主資本以外の項目の第３四
半期中の変動額（純額）

     3,594 6,026 △41,347 31,726

第３四半期中の変動額合計 3,310 2,765 △566,562  △560,486 3,594 6,026 △41,347 △592,213

平成18年12月31日残高 2,273,020 1,579,011 △599,461 △1,741 3,250,829 △74,011 7,445 48,056 3,232,320

当第３四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） （単位：千円）

株主資本
評価・換
算差額等

新株予約
権

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

平成19年３月31日残高 2,273,300 1,579,291 △1,304,946 △1,741 2,545,904 △85,411 13,477 25,922 2,499,893

第３四半期中の変動額

新株の発行 6,186 6,186   12,373    12,373

資本剰余金の振替  △914,210 914,210  －    －

四半期純損失   △1,603,783  △1,603,783    △1,603,783

株主資本以外の項目の第３四
半期中の変動額（純額）

     19,506 26,205 △25,922 19,789

第３四半期中の変動額合計 6,186 △908,023 △689,573 － △1,591,409 19,506 26,205 △25,922 △1,571,620

平成19年12月31日残高 2,279,487 671,267 △1,994,519 △1,741 954,494 △65,905 39,683 － 928,273

前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日） （単位：千円）

株主資本
評価・換
算差額等

新株予約
権

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

平成18年３月31日残高 2,269,710 1,576,246 △32,899 △1,741 3,811,316 △77,606 1,419 89,404 3,824,533

連結会計年度中の変動額

新株の発行 3,590 3,045   6,635    6,635

当期純損失   △1,272,046  △1,272,046    △1,272,046

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額（純額）

     △7,805 12,058 △63,482 △59,228

連結会計年度中の変動額合計 3,590 3,045 △1,272,046 － △1,265,411 △7,805 12,058 △63,482 △1,324,640

平成19年３月31日残高 2,273,300 1,579,291 △1,304,946 △1,741 2,545,904 △85,411 13,477 25,922 2,499,893

　（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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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３月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区　　　　　分 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
損失

△605,669 △1,626,142 △1,331,546

有形固定資産減価償却費 128,268 104,489 132,148

無形固定資産減価償却費 172,867 268,457 257,517

のれん償却費 17,234 － 22,979

受取利息及び受取配当金 △9,913 △5,259 △13,213

有価証券利息 △18,820 △13,395 △25,356

支払利息 7,324 14,231 11,525

固定資産売却損 － 23,465 －

固定資産除却損 1,216 62,688 205,064

減損損失 － 727,389 429,653

為替差損益 △5,024 29,236 △4,600

有価証券売却損 2,199 － 2,199

売上債権の増減額 157,900 133,851 171,423

棚卸資産の増減額 137,029 △15,823 228,957

仕入債務の増減額 △56,541 △44,067 20,366

前受収益の増減額 △183,976 △96,764 △132,535

未払消費税等の増減額 － △9,631 10,447

その他 13,820 109,746 △47,428

小計 △242,084 △337,528 △62,397

利息及び配当金の受取額 28,733 18,655 38,569

利息の支払額 △9,557 △13,717 △13,905

法人税等の支払・還付額（△は
支払）

△5,810 △5,915 △5,810

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

△228,718 △338,506 △43,543

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 － △50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △76,008 △132,232 △111,524

無形固定資産の取得による支出 △605,706 △288,106 △777,045

敷金の支払による支出 1,079 － △2,626

その他 △4,486 8,949 △19,446

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△685,121 △461,389 △910,641
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前年同四半期
（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区　　　　　分 金　　　　　額 金　　　　　額 金　　　　　額

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

   

短期借入金の増減額 － △300,000 －

長期借入金による収入 733,400 － 800,000

長期借入金の返済による支出  △199,800 △133,200

株式の発行による収入 5,767 12,373 8,281

新株予約権の発行による収入 － 13,000 －

社債の発行による収入 － 400,000 －

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

739,167 △74,426 675,081

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

10,438 △4,757 3,725

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △164,234 △879,079 △275,377

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,885,134 1,609,756 1,885,134

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,720,899 730,676 1,609,756
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４．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

 （単位：千円、％）

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期

第３四半期末）
増減

（参考）前期末
(平成19年３月期末)

金　　　　額 金　　　　額 金　　額 増 減 率 金　　　　額

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 781,395 408,551 △372,844 △47.7 791,648

売掛金 521,237 375,185 △146,052 △28.0 513,650

有価証券 501,129 259,671 △241,458 △48.2 503,132

商品 24,842 89,194 64,351 259.0 36,774

貯蔵品 129,781 7,433 △122,347 △94.3 45,501

前渡金 84,335 78,103 △6,231 △7.4 46,133

前払費用 111,010 72,518 △38,492 △34.7 109,589

未収入金 440 91 △348 △79.1 421

関係会社未収入金 24,609 47,226 22,616 91.9 60,293

関係会社短期貸付金 － 91,320 91,320 － 118,050

その他 1,563 892 △670 △42.9 203

貸倒引当金 △1,000 △97,084 △96,084 － △1,000

流動資産合計 2,179,345 1,333,105 △846,240 △38.8 2,224,398

Ⅱ　固定資産      

１有形固定資産      

建物 17,716 19,431 1,715 9.7 16,849

車両及び運搬具 2,270 4,114 1,844 81.3 2,012

工具器具及び備品 91,043 128,207 37,164 40.8 83,812

移動端末機器 50,728 23,661 △27,066 △53.4 68,000

有形固定資産合計 161,757 175,415 13,657 8.4 170,675

２無形固定資産      

商標権 3,004 3,074 69 2.3 3,023

特許権 1,448 1,224 △223 △15.4 1,395

電話加入権 1,294 1,294 － － 1,294

ソフトウェア 968,094 491,757 △476,336 △49.2 921,651

ソフトウェア仮勘定 1,042,442 563,226 △479,216 △46.0 951,251

無形固定資産合計 2,016,283 1,060,576 △955,706 △47.4 1,878,616

３投資その他の資産      

関係会社株式 800,000 80,064 △719,935 △90.0 257,877

関係会社長期貸付金 464,529 637,645 173,116 37.3 342,345

破産更生債権等 19 － △19 △100.0 19

長期前払費用 34,342 － △34,342 △100.0 54,406

敷金保証金 50,392 47,103 △3,289 △6.5 50,392

その他 2,707 1,330 △1,377 △50.9 2,707

貸倒引当金 △19 △156,210 △156,190 － △291

投資その他の資産合
計

1,351,971 609,933 △742,038 △54.9 707,457
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期

第３四半期末）
増減

（参考）前期末
(平成19年３月期末)

金　　　　額 金　　　　額 金　　額 増 減 率 金　　　　額

固定資産合計 3,530,012 1,845,925 △1,684,087 △47.7 2,756,749

Ⅲ　繰延資産      

新株発行費 11,579 2,315 △9,263 △80.0 9,263

繰延資産合計 11,579 2,315 △9,263 △80.0 9,263

資産合計 5,720,937 3,181,346 △2,539,591 △44.4 4,990,411

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

買掛金 262,330 210,575 △51,754 △19.7 292,558

短期借入金 500,000 230,000 △270,000 △54.0 500,000

一年内返済予定長期
借入金

266,400 266,400 － － 266,400

未払金 129,416 90,798 △38,618 △29.8 113,798

未払法人税等 7,669 6,931 △737 △9.6 9,320

前受収益 380,791 338,021 △42,770 △11.2 432,516

未払消費税等 3,412 1,026 △2,385 △69.9 10,447

預り金 20,702 19,317 △1,385 △6.7 19,063

その他 58,787 434 △58,352 △99.3 10

流動負債合計 1,629,510 1,163,506 △466,004 △28.6 1,644,116

Ⅱ　固定負債      

社債 － 400,000 400,000 － －

長期借入金 467,000 200,600 △266,400 △57.0 400,400

固定負債合計 467,000 600,600 133,600 28.6 400,400

負債合計 2,096,510 1,764,106 △332,404 △15.9 2,044,516

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 2,273,020 2,279,487 6,466 0.3 2,273,300

資本剰余金 1,579,011 671,267 △907,743 △57.5 1,579,291

利益剰余金 △233,618 △1,571,891 △1,338,273 572.8 △914,210

自己株式 △1,741 △1,741 － － △1,741

株主資本合計 3,616,672 1,377,122 △2,239,549 △61.9 2,936,640

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価
差額金

309 434 125 40.4 △4,223

評価・換算差額等
合計

309 434 125 40.4 △4,223

Ⅲ　新株予約権 7,445 39,683 32,237 433.0 13,477
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期

第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期

第３四半期末）
増減

（参考）前期末
(平成19年３月期末)

金　　　　額 金　　　　額 金　　額 増 減 率 金　　　　額

純資産合計 3,624,427 1,417,240 △2,207,187 △60.9 2,945,894

負債純資産合計 5,720,937 3,181,346 △2,539,591 △44.4 4,990,411
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(2）四半期損益計算書

 （単位：千円、％）

科目

前年同四半期
（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）
増減

（参考）前期
（平成19年３月期）

金　　　　額 金　　　　額 金　　額 増 減 率 金　　　　額

Ⅰ　売上高 2,963,591 2,625,104 △338,486 △11.4 3,991,267

Ⅱ　売上原価 2,000,899 1,903,694 △97,205 △4.9 2,689,630

売上総利益 962,691 721,409 △241,281 △25.1 1,301,636

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,100,389 906,206 △194,182 △17.6 1,373,898

      

営業利益
（△は営業損失）

△137,698 △184,796 △47,098 － △72,261

Ⅳ　営業外収益 34,784 30,585 △4,199 △12.1 43,599

受取利息 8,991 14,977 5,986  14,688

有価証券利息 18,820 13,395 △5,424  25,356

為替差益 6,468 － △6,468  2,995

その他 504 2,212 1,707  558

Ⅴ　営業外費用 16,690 71,597 54,907 329.0 23,683

支払利息 7,324 14,231 6,906  11,525

為替差損 － 23,486 23,486  －

新株発行費償却 6,947 6,947 －  9,263

有価証券売却損 2,199 9,901 7,701  2,199

新株予約権発行費 － 5,957 5,957  －

社債発行費 － 5,664 5,664  －

その他 218 5,408 5,189  695

経常利益
（△は経常損失）

△119,603 △225,809 △106,205 － △52,345

Ⅵ　特別利益 － 1,887 1,887 － －

固定資産売却益 － 983 983  －

貸倒引当金戻入益 － 903 903  －

Ⅶ　特別損失 72,217 1,343,612 1,271,395 － 818,614

固定資産除却損 1,358 12,290 10,931  214,855

関係会社株式評価損 － 227,812 227,812  542,122

貸倒引当金繰入 － 252,927 252,927  －

事業再構築一時費用 70,858 － △70,858  61,636

減損損失 － 795,003 795,003  －

その他 － 55,578 55,578  －

税金等調整前四半期（当
期）純利益
（△は税金等調整前四半
期（当期）純損失）

△191,821 △1,567,534 △1,375,712 － △870,960
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科目

前年同四半期
（平成19年３月期

第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）
増減

（参考）前期
（平成19年３月期）

金　　　　額 金　　　　額 金　　額 増 減 率 金　　　　額

法人税、住民税及び事業
税

4,357 4,357 － － 5,810

四半期（当期）純利益
（△は四半期（当期）純
損失）

△196,178 △1,571,891 △1,375,712 － △876,770
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（平成18年４月１日～平成18年12月31日） （単位：千円）

株主資本
評価・換
算差額等

新株予約権 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

平成18年３月31日残高 2,269,710 1,576,246 △37,439 △1,741 3,806,775 △8,471 1,419 3,799,722

第３四半期中の変動額

新株の発行 3,310 2,765   6,075   6,075

四半期純損失   △196,178  △196,178   △196,178

株主資本以外の項目の第３四
半期中の変動額（純額）

     8,781 6,026 14,807

第３四半期中の変動額合計 3,310 2,765 △196,178 － △190,103 8,781 6,026 △175,295

平成18年12月31日残高 2,273,020 1,579,011 △233,618 △1,741 3,616,672 309 7,445 3,624,427

当第３四半期会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） （単位：千円）

株主資本
評価・換
算差額等

新株予約権 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

平成19年３月31日残高 2,273,300 1,579,291 △914,210 △1,741 2,936,640 △4,223 13,477 2,945,894

第３四半期中の変動額

新株の発行 6,186 6,186   12,373   12,373

資本剰余金の振替  △914,210 914,210  －   －

四半期純損失   △1,571,891  △1,571,891   △1,571,891

株主資本以外の項目の第３四
半期中の変動額（純額）

     4,658 26,205 30,863

第３四半期中の変動額合計 6,186 △908,023 △657,681 － △1,559,518 4,658 26,205 △1,528,654

平成19年12月31日残高 2,279,487 671,267 △1,571,891 △1,741 1,377,122 434 39,683 1,417,240

前事業年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日） （単位：千円）

株主資本
評価・換
算差額等

新株予約権 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

平成18年３月31日残高 2,269,710 1,576,246 △37,439 △1,741 3,806,775 △8,471 1,419 3,799,722

事業年度中の変動額

新株の発行 3,590 3,045   6,635   6,635

当期純損失   △876,770  △876,770   △876,770

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

     4,247 12,058 16,306

事業年度中の変動額合計 3,590 3,045 △876,770 － △870,134 4,247 12,058 △853,828

平成19年３月31日残高 2,273,300 1,579,291 △914,210 △1,741 2,936,640 △4,223 13,477 2,945,894

　（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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