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平成 18 年８月期  第１四半期財務・業績の概況（連結） 
  平成 18 年１月 13 日 

上場会社名 株式会社コネクトテクノロジーズ （コード番号：３７３６  東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.connect-tech.co.jp/ ）   
問 合 せ 先       代表取締役社長     加来 徹也  ＴＥＬ：（０３）５３６８ ― ５５２０    
              取締役経営管理グループ 
       ゼネラルマネージャー  小林 真人 
 
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 ： 有 

連結（新規） ２社 
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 18 年８月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 17 年９月１日～平成 17 年 11 月 30 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨） 
 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   ％

18 年８月期第１四半期 693 （76.6） 17 （△33.4） 13（△17.7） ４（△46.0）
17 年８月期第１四半期 392 （ ― ） 25 （ ― ） 16 （ ― ） ８ （ ― ）
(参考)17 年８月期 2,314 （ ― ） 352 （ ― ） 278 （ ― ）△1,596 （ ― ）

 
 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

18 年８月期第１四半期 108    76 103    10
17 年８月期第１四半期 255    40 230    00
(参考)17 年８月期 △41,711    25 ―  ―

(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 17 年８月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期の対前年同

四半期増減率については記載しておりません。 
 

［連結経営成績進捗状況に関する定性的情報等］ 
 当第１四半期におきましては、非接触ＩＣ機能等、携帯電話の新機能を利用したリアルサービスと
の連携を実現するためのソリューション提供が順次始まっている段階にあり、当業界においてこれま
で培ってきたポジショニングを生かし、徐々に当社の技術を収益として実現していくフェーズに入っ
てきている状況にあるといえます。新たなテクノロジーを組み込んだプロジェクトの初期段階に見ら
れる一時的な開発効率低下の影響もあり、利益率が低下する結果となっておりますが、当社グループ
各社のそれぞれのファンクションが、より効果的に機能する市場環境になってきているものと認識し
ております。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、693 百万円（前年同期比 76.6％増）、経常利益は、
13 百万円（前年同期比 17.7％減）、第１四半期純利益は、4 百万円（前年同期比 46.0％減）となりま
した。 
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事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 
 

（システムソリューション事業） 
システムソリューション事業につきましては、非接触ＩＣ等携帯電話の新機能を利用した新たなサ

ービスを実現するためのソリューション提供のほか、子会社のシステム開発事業が寄与する一方で、
エンターテイメント系の開発は徐々に減少している状況にあり、開発期間も比較的長期化する傾向に
あります。この結果、当事業の売上高は 297 百万円（前年同期比 144.4％増）、営業利益は 17 百万円
（前年同期比 53.7％減）となりました。 

 
（プロダクツ事業） 

プロダクツ事業につきましては、比較的高い利益率が見込める携帯電話向けソフトウェアプロダク
トの販売が順調に推移した結果、当事業の売上高は 239 百万円（前年同期比 2.0％減）、営業利益は 155
百万円（前年同期比 110.0％増）となりました。 

 
（コンサルティング事業） 

コンサルティング事業につきましては、携帯電話を利用した新サービスに向けての実験的なプロジ
ェクトが引き続き堅調に推移したものの、比較的研究開発に近い性質のプロジェクトが増加したこと
により利益率が低下する結果となり、当事業の売上高は 32 百万円（前年同期比 20.3％増）、営業利益
は 6 百万円（前年同期比 40.1％減）となりました。 

 
（サービス事業） 

サービス事業につきましては、子会社のスカイメディア株式会社によるモバイル向け広告事業を中
心に堅調に推移し、当事業の売上高は 124 百万円、営業利益は 15 百万円となりました。当社グループ
では引き続きこの事業の強化を重要な経営課題として注力していく方針であります。 

 
なお、当連結会計年度から事業の種類別セグメントの名称を変更しております。変更の内容について

は、「注記事項(セグメント情報)」に記載のとおりであります。 
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(2) 連結財政状態の変動状況                        （百万円未満切捨） 
 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 １株当たり 

株 主 資 本      
 百万円 百万円 ％ 円    銭

18 年８月期第１四半期 6,513 5,880 90.3 131,473    33
17 年８月期第１四半期 7,382 2,815 38.1 78,213  73
(参考)17 年８月期 6,619 4,919 74.3 116,706    06

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況                     （百万円未満切捨） 
 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

18 年８月期第１四半期 19 △1,170 16 2,095
17 年８月期第１四半期 21 △833 4,998 5,943
(参考)17 年８月期 103 △3,761 5,127 3,226

 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度
末に比べ 1,131 百万円減少し（前年同期は 4,186 百万円の増加）、当第１四半期連結会計期間末には、2,095
百万円となりました。 
 また、当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フロー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） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は 19 百万円（前年同期は 21 百万
円の増加）となりました。これは主に、法人税等の支払額 144 百万円があったものの、税金等調整前
第１四半期純利益 20 百万円、売上債権の減少額 209 百万円等の増加要因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） 
 当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は 1,170 百万円（前年同期は 833
百万円の減少）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出 790 百万円、連結範囲の
変更を伴う子会社株式の取得による支出 226 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） 
  当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は 16 百万円（前年同期は 4,998 百
万円の増加）となりました。これは主に、長期借入れによる収入 100 百万円があったものの、長期借
入金の返済による支出 81 百万円等の減少要因によるものであります。 
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３．平成 18 年８月期の連結業績予想（平成 17 年９月１日～平成 18 年８月 31 日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中  間  期 1,600 250 150
通     期 3,500 600 360

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）8,049 円 37 銭 
（注）上記に記載した予想値は、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、上記予想値と異なる場合が
ありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控え下さい。 

 
平成 18 年８月期の見通しにつきましては、決済機能、認証機能をはじめとする、多機能化した携帯電

話の普及がますます進んでいくことにより、一般事業者による携帯電話を利用した新たなサービスの開
始などが本格化していくものと見込んでおります。当社グループとしましては、これら新たなサービス
を実現するためのソリューションをタイムリーに提供することによって安定した収益の確保を目指して
おります。 
また、多様なサービスと先進的なテクノロジーをつなぐという当社グループのポジショニングを維持

しつつ、今後はよりダイレクトにエンドユーザーにアプローチする形でサービス事業への取り組みを積
極的に進めていくことにより、収益として確保していく所存であります。 
これらにより当期の業績見通しにつきましては、平成 17 年 10 月 20 日に発表しましたとおり、売上高

3,500 百万円、経常利益 600 百万円、当期純利益 360 百万円を予想しております。 
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４．四半期連結財務諸表 
（1）四半期連結貸借対照表 

  
前第１四半期 
連結会計期間末 

（平成16年11月30日） 

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成17年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  5,943,255 2,095,031   3,226,588

 ２．受取手形及び売掛

金 
 199,672 337,548   545,111

 ３．たな卸資産  36,438 71,813   51,583

 ４．その他  21,228 36,407   43,360

   貸倒引当金  △1,160 △15,462   △16,901

  流動資産合計  6,199,435 84.0 2,525,339 38.8  3,849,743 58.2

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産 ※ 24,824 258,425   263,363

 ２．無形固定資産    

  （1）連結調整勘定  450,000 242,733  ― 

 （2）その他  92,829 542,829 207,517 450,251  152,710 152,710

 ３．投資その他の資産    

  （1）投資有価証券  574,681 3,131,086  2,262,196 

 （2）その他  41,187 615,868 147,932 3,279,018  91,334 2,353,530

  固定資産合計  1,183,522 16.0 3,987,695 61.2  2,769,605 41.8

  資産合計  7,382,958 100.0 6,513,034 100.0  6,619,348 100.0
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前第１四半期 
連結会計期間末 

  （平成16年11月30日） 

当第１四半期 
連結会計期間末 

（平成17年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金   142,920 110,189   131,590

２. 短期借入金   ― 103,835   115,334

 ３．１年内返済予定長

期借入金 
  ― 31,659   29,760

 ４．賞与引当金   ― 16,180   8,843

 ５．その他   30,785 93,413   285,753

  流動負債合計   173,706 2.4 355,277 5.4  571,281 8.6

Ⅱ 固定負債     

 １．転換社債型新株予

約権付社債 
  4,390,000 ―   900,000

 ２．長期借入金   ― 112,379   95,610

 ３．退職給付引当金   ― 15,337   14,655

 ４．その他   4,027 150,027   118,524

固定負債合計   4,394,027 59.5 277,744 4.3  1,128,789 17.1

  負債合計   4,567,733 61.9 633,021 9.7  1,700,070 25.7

（少数株主持分）     

  少数株主持分   ― ― ― ―  ― ―

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   1,058,305 14.3 3,261,679 50.0  2,806,287 42.4

Ⅱ 資本剰余金   1,337,871 18.1 3,536,507 54.3  3,084,412 46.6

Ⅲ 利益剰余金   419,395 5.7 △1,181,065 △18.1  △1,185,909 △17.9

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  6,534 0.1 233,444 3.6  187,063 2.8

Ⅴ 為替換算調整勘定   ― ― 44,018 0.7  41,550 0.6

Ⅵ 自己株式   △6,880 △0.1 △14,570 △0.2  △14,127 △0.2

  資本合計   2,815,225 38.1 5,880,013 90.3  4,919,277 74.3

  負債、少数株主持分

及び資本合計 
  7,382,958 100.0 6,513,034 100.0  6,619,348 100.0
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（2）四半期連結損益計算書 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
   至 平成16年11月30日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

Ⅰ 売上高   392,614 100.0 693,484 100.0  2,314,889 100.0

Ⅱ 売上原価   263,038 67.0 400,501 57.8  1,275,974 55.1

売上総利益   129,575 33.0 292,983 42.2  1,038,914 44.9

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
※１  103,819 26.4 275,832 39.7  686,309 29.7

営業利益   25,756 6.6 17,151 2.5  352,605 15.2

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  122 394  657 

 ２．受取配当金  275 600  277 

 ３．為替差益  ― 452  ― 

 ４．その他  70 467 0.1 233 1,680 0.2 711 1,646 0.1

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息  ― 1,648  3,124 

 ２．新株発行費  2,185 3,277  17,144 

 ３．社債発行費  7,380 ―  7,380 

 ４．その他  240 9,805 2.5 390 5,316 0.8 47,687 75,335 3.3

経常利益   16,417 4.2 13,514 1.9  278,915 12.0

Ⅵ 特別利益     

 １．固定資産売却益 ※２ ― ―  19,650 

 ２．貸倒引当金戻入益  ― 1,439  512 

 ３．持分変動損益  ― ― ― 6,000 7,439 1.1 ― 20,162 0.9

Ⅶ 特別損失     

 １．固定資産除却損 ※３ ― ―  297 

 ２．本社移転費用  ― ―  23,850 

 ３．関係会社出資金評

価損 
 ― ―  23,174 

 ４．連結調整勘定償却

額 
 ― ― ― ― ― ― 1,713,705 1,761,027 76.1

税金等調整前第１

四半期（当期）純利

益 

  16,417 4.2 20,954 3.0  △1,461,949△63.2

法人税、住民税及び

事業税 
 316 8,477  151,849 

法人税等調整額  7,127 7,443 1.9 7,632 16,110 2.3 △17,467 134,381 5.8

第１四半期（当期）

純利益 
  8,973 2.3 4,843 0.7  △1,596,331 △69.0
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（3）四半期連結剰余金計算書 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成16年９月１日  
至 平成16年11月30日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年９月１日
  至 平成17年８月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 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  1,030,471 3,084,412 1,030,471

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 １．新株予約権行使による 

新株式の発行 
 307,399 307,399 452,095 452,095 2,053,941 2,053,941

Ⅲ 資本剰余金第1四半期末  

（期末）残高 
 1,337,871 3,536,507 3,084,412

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  410,421 △1,185,909 410,421

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １．第１四半期純利益  8,973 8,973 4,843 4,843 ― ―

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １．当期純損失  ― ― ― ― 1,596,331 1,596,331

Ⅳ 利益剰余金第１四半期末  

（期末）残高 
 419,395 △1,181,065 △1,185,909
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成16年９月１日
至 平成16年11月30日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11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16年９月１日 

至 平成17年８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   

税金等調整前第１四半期（当期）

純利益 
 16,417 20,954 △1,461,949

減価償却費  6,210 24,777 43,519

連結調整勘定償却額  ― 4,114 1,713,705

貸倒引当金の増減額  △70 △1,439 1,593

賞与引当金の増減額  ― 7,337 1,595

退職給付引当金の増減額  ― 682 2,495

受取利息及び受取配当金  △397 △994 △934

支払利息  ― 1,648 3,124

為替差損益  240 △453 △367

新株発行費  2,185 3,277 17,144

社債発行費  7,380 ― 7,380

売上債権の増減額  6,940 209,822 △199,267

たな卸資産の増減額  1,415 △20,122 12,682

仕入債務の増減額  118,129 △21,400 △14,050

未収消費税等及び未払消費税等

の増減額 
 △12,510 △2,150 △11,577

その他  6,165 △61,471 124,907

  小計  152,106 164,580 240,000

利息及び配当金の受取額  397 994 936

利息の支払額  ― △1,493 △3,500

法人税等の支払額  △131,180 △144,958 △133,836

  営業活動によるキャッシュ・フロー  21,322 19,123 103,599
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前第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成16年９月１日
至 平成16年11月30日）

当第１四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11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16年９月１日 

至 平成17年８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  △348,681 △790,690 △1,731,796

連結範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による支出 
 ― △226,447 △1,185,474

関係会社株式の取得による支出  ― △50,000 ―

有形固定資産の取得による支出  △507 △7,237 △240,536

無形固定資産の取得による支出  △30,409 △22,350 △84,155

営業譲受による支出  △450,000 △45,000 △450,000

敷金保証金の差入による支出  ― △7,617 △46,073

敷金保証金の回収による収入  ― ― 3,706

その他  △4,174 △20,950 △27,129

投資活動によるキャッシュ・フロー  △833,771 △1,170,292 △3,761,459

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  ― △11,499 57,000

長期借入れによる収入  ― 100,000 110,000

長期借入金の返済による支出  ― △81,332 △21,183

転換社債型新株予約権付社債の発

行による収入 
 4,992,620 ― 4,992,620

少数株主の払込による収入  ― 6,000 ―

株式の発行による収入  7,414 7,359 13,126

自己株式の取得による支出  △1,080 △443 △8,327

その他  ― △3,150 △16,147

  財務活動によるキャッシュ・フロー  4,998,954 16,935 5,127,088

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △240 2,677 367

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  4,186,264 △1,131,556 1,469,596

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,756,991 3,226,588 1,756,991

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末

（期末）残高 
※ 5,943,255 2,095,031 3,226,588
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第１四半期連結会計期間
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日）

１．連結の範囲に関する

事項 

 

 
 

（1）連結子会社の数 １社

連結子会社の名称 

Winnow Technologies 

Inc． 

Winnow Technologies 

Inc．については、当第１

四半期連結会計期間にお

いて新たに設立したた

め、連結の範囲に含めて

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 恒接信息

科技（上海）有限公司 

(連結の範囲から除いた理由）

恒接信息科技（上海）

有限公司は、小規模会社

であり、合計の総資産、

売上高、第１四半期純利

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

してないためでありま

す。 

（1）連結子会社の数 ６社 

連結子会社の名称 

Winnow Technologies 

Inc． 

(株)エスエス研究所 

(株)NTCホールディング

ス 

スカイメディア(株) 

(有)Mobile１ 

(有)18 

(有)Mobile１、(有)18

については、当第１四半

期連結会計期間において

持分の取得によって子会

社としたため、連結の範

囲に含めております。 

 

 

 

 

 

（2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 恒接信息

科技（上海）有限公司 

(株)コネクトリプロ 

(連結の範囲から除いた理由）

恒接信息科技（上海）

有限公司及び(株)コネク

トリプロは、小規模会社

であり、総資産、売上高、

第１四半期純損失（持分

に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）

等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼ

してないためでありま

す。 

（1）連結子会社の数 ４社

連結子会社の名称 

Winnow Technologies 

Inc． 

(株)エスエス研究所 

(株)NTCホールディング

ス 

スカイメディア(株) 

Winnow Technologies 

Inc．については、当連結

会計年度において新たに

設立したため、連結の範

囲に含めております。 

(株)エスエス研究所、

(株)NTCホールディング

ス、スカイメディア(株)

については、当連結会計

年度において株式の取得

によって子会社としたた

め、連結の範囲に含めて

おります。 

（2）非連結子会社の名称等 

非連結子会社 恒接信息

科技（上海）有限公司 

(連結の範囲から除いた理由）

恒接信息科技（上海）

有限公司は、小規模会社

であり、総資産、売上高、

当期純損失及び利益剰余

金等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及

ぼしてないためでありま

す。 

２．持分法の適用に関す

る事項 

 
 
 
 
 
 
 

持分法を適用していな

い非連結子会社（恒接信

息科技（上海）有限公司）

は、第１四半期純利益及

び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がな

いため、持分法の適用か

ら除外しております。 

持分法を適用していな

い非連結子会社（恒接信

息科技（上海）有限公司

及び(株)コネクトリプ

ロ）は、第１四半期純利

益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適

用から除外しておりま

す。 

持分法を適用していな

い非連結子会社（恒接信

息科技（上海）有限公司）

は、当期純損失及び利益

剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないた

め、持分法の適用から除

外しております。 
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項目 

前第１四半期連結会計期間
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日）

３．連結子会社の四半期

決算日等に関する事

項 

連結子会社の Winnow 

Technologies Inc．の第

１四半期決算日は９月

30 日であります。Winnow 

Technologies Inc．は平

成16年11月16日に設立

され、設立時から第１四

半期連結決算日までの期

間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な

調整を行っております。 

連結子会社のうち

Winnow Technologies Inc．

の第１四半期決算日は９

月30日、スカイメディア

(株)の第１四半期決算日

は10月31日であります。連

結財務諸表の作成にあた

っては、第１四半期決算日

現在の財務諸表を使用し、

第１四半期連結決算日と

の間に生じた重要な取引

については、連結上必要な

調整を行っております。 

また、(株)エスエス研究

所の第１四半期決算日は

６月30日、(有)Mobile１の

第１四半期決算日は12月

31日、(有)18の第１四半期

決算日は３月31日であり

ます。連結財務諸表の作成

にあたっては、第１四半期

連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。 

なお、(株)NTCホールデ

ィングスの第１四半期決

算日は、第１四半期連結決

算日と一致しております。 

 

連結子会社のうち

Winnow Technologies Inc．

の決算日は６月30日、スカ

イメディア(株)の決算日

は７月31日であります。連

結財務諸表の作成にあた

っては、決算日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取

引については、連結上必要

な調整を行っております。

また、(株)エスエス研究

所の決算日は３月31日で

あります。連結財務諸表の

作成にあたっては、連結決

算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使

用しております。 

なお、(株)NTCホールデ

ィングスの決算日は、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 

 

(イ) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

a.子会社株式及び関連会

社株式 

――――― 

 

 

b.その他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期連結決算

日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全

部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）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。 

(イ) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

a.子会社株式及び関連会

社株式 

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

b.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 

 

(イ) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

a.子会社株式及び関連会

社株式 

――――― 

 

 

b.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）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。 
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項目 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日）

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日）

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② たな卸資産 

a.原材料 

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

b.仕掛品 

個別法による原価法

を採用しております。 

 

(ロ) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法を採用してお

ります。 

  主な耐用年数 

建物      ３～20年

工具器具備品 ４～15年

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

定額法を採用してお

ります。なお、自社利

用のソフトウエアにつ

いては、社内における

利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 長期前払費用 

定額法を採用してお

ります。 

 

(ハ) 繰延資産の処理方法 

① 開業費 

────── 

 

② 新株発行費 

支出時に全額費用処

理しております。 

③ 社債発行費 

支出時に全額費用処

理しております。 

② たな卸資産 

a.原材料 

同左 

 

 

b.仕掛品 

同左 

 

 

(ロ) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 
① 有形固定資産 

当社及び国内連結子

会社は定率法を、また

在外連結子会社は当該

国の会計基準の規定に

基づく加速度償却法及

び定額法を採用してお

ります。 

主な耐用年数 

建物      ３～20年 

工具器具備品 ４～15年 

② 無形固定資産 

定額法を採用してお

ります。なお、市場販

売目的のソフトウェア

については、見込販売

可能期間（３年以内）、

自社利用のソフトウェ

アについては、社内に

おける利用可能期間

（５年）に基づく定額

法を採用しておりま

す。また、営業権につ

いては、５年間で毎期

均等額を償却しており

ます。 

③ 長期前払費用 

同左 

 

 

(ハ) 繰延資産の処理方法 

① 開業費 

────── 

 

② 新株発行費 

同左 

 

③社債発行費 

────── 

 

② たな卸資産 

a.原材料 

────── 

 

 

b.仕掛品 

同左 

 

 

(ロ) 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、市場販売

目的のソフトウェアに

ついては、見込販売可能

期間（３年以内）、自社

利用のソフトウェアに

ついては、社内における

利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用し

ております。 

 

 

 

 

③ 長期前払費用 

同左 

 

 

(ハ) 繰延資産の処理方法 

① 開業費 

支出時に全額費用処

理しております。 

② 新株発行費 

同左 

 

③ 社債発行費 

支出時に全額費用処

理しております。 
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項目 

 

前第１四半期連結会計期間

（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日）

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日）

 (ニ) 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

能性を検討し、回収不

能見込額を計上してお

ります。 

② 賞与引当金 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

③ 退職給付引当金 

────── 

 

(ニ) 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 

一部の連結子会社で

は従業員の賞与の支給

に備えるため、支給対

象期間を基礎に当第１

四半期連結会計期間の

負担に属する支給見込

額を計上しておりま

す。 

③ 退職給付引当金  

一部の連結子会社で

は従業員の退職給付金

に備えるため、当第１

四半期連結会計期間末

における退職給付債務

（簡便法による期末自

己都合要支給額）を計

上しております。 

 

(ニ) 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 

一部の連結子会社で

は従業員の賞与の支給

に備えるため、支給対象

期間を基礎に当期の負

担に属する支給見込額

を計上しております。 

 

 

③ 退職給付引当金  

一部の連結子会社では

従業員の退職給付金に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務（簡便法による期末自

己都合要支給額）を計上

しております。 

 (ホ) 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。 

 

(ホ) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(ホ) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

 (ヘ) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によってお

ります。 

(ヘ) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

 

(ヘ) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 
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項目 

 

前第１四半期連結会計期間

（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日）

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日）

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 

 

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 
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会計処理方法の変更 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

当第１四半期連結会計期間より

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。 

────── 

 
 
追加情報 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

（外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期

間から「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日 企業会計基準委員会 

実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割につい

ては、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

この結果、販売費及び一般管理費

が1,591千円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前第１四半期純

利益が、1,591千円減少しておりま

す。 

    ────── （外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

この結果、販売費及び一般管理費

が15,319千円増加し、営業利益及び

経常利益が15,319千円減少し、税金

等調整前当期純損失が、15,319千円

増加しております。 
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注記事項 
（四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年８月31日） 

※有形固定資産の減価償却累計額 

             15,055千円 

※有形固定資産の減価償却累計額 

        60,370千円 

※有形固定資産の減価償却累計額 

          45,815千円 

 

 
（四半期連結損益計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８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。 

   役員報酬     11,733千円 

給与手当     32,994千円 

支払手数料    20,211千円 

旅費交通費    9,534千円 

研究開発費    5,895千円 

※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。 

   役員報酬     33,553千円 

給与手当     58,857千円 

支払手数料    57,989千円 

研究開発費    39,990千円 

賞与引当金繰入額 1,212千円 

 

※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。 

   役員報酬     99,811千円 

給与手当     168,330千円 

支払手数料    123,005千円 

研究開発費    82,991千円 

貸倒引当金繰入額  2,105千円 

賞与引当金繰入額  1,429千円 

退職給付費用     232千円 

 

※２    ────── ※２    ────── ※２ 固定資産売却益の内容は次

のとおりであります。 

工具器具備品   19,650千円 

 

※３    ────── ※３    ────── ※３ 固定資産除却損の内容は次

のとおりであります。 

工具器具備品    297千円 
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（四半期連結キャッシュ･フロー計算書関係） 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

※  現金及び現金同等物の第１

四半期連結会計期間末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関

係 

（平成16年11月30日現在） 

現金及び預金勘定 5,943,255千円 

現金及び現金同等物 5,943,255千円 
 

※  現金及び現金同等物の第１

四半期連結会計期間末残高と

四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関

係 

（平成17年11月30日現在）

現金及び預金勘定 2,095,031千円

現金及び現金同等物 2,095,031千円
 

※  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17年８月31日現在）

現金及び預金勘定 3,226,588千円

現金及び現金同等物 3,226,588千円
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（リース取引関係） 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８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 

１．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第１四半

期末残高相当額 

１．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、減損損失累

計額相当額及び第１四半期末残高

相当額 

１．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 

 

取得価

額相当

額 

 

（千円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（千円） 

第１四

半期末

残高相

当 額 

（千円） 

工具器 
具備品 

25,491 13,546 11,944 

合計 25,491 13,546 11,944 
 

 

取得価

額相当

額 

 

（千円）

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

第１四

半期末

残高相

当 額

（千円）

工具器
具備品

24,769 14,167 10,602

合計 24,769 14,167 10,602
 

 

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）

工具器 
具備品 

34,269 19,175 15,094

合計 34,269 19,175 15,094
 

②未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

②未経過リース料第１四半期末残

高相当額等 

未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

②未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 5,351千円

１年超 7,340千円

合 計 12,691千円
 

 
１年内 6,384千円

１年超 7,207千円

合 計 13,592千円
 

 
１年内 6,925千円

１年超 8,894千円

合 計 15,820千円
 

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、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失 

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 1,474千円

減価償却費相当額 1,274千円

支払利息相当額 185千円
 

 
支払リース料 2,249千円

減価償却費相当額 2,032千円

支払利息相当額 132千円
  

支払リース料 7,336千円

減価償却費相当額 6,505千円

支払利息相当額 678千円
 

④減価償却費相当額の算定方法 ④減価償却費相当額の算定方法 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

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

同左 同左 

⑤利息相当額の算定方法 ⑤利息相当額の算定方法 ⑤利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

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。 

同左 同左 
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前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

２．貸主側 

①リース物件の取得価額、減価償却

累計額及び期末残高 

 

２．貸主側 

         ────── 

２．貸主側 

①リース物件の取得価額、減価償却

累計額、減損損失累計額及び第１

四半期末残高 

 取得価

額 

 

（千円）

減価償

却累計

額 

（千円）

第１四

半期末

残高

（千円）

工具器
具備品

100,000 12,016 87,983

合計 100,000 12,016 87,983

 

②未経過リース料第１四半期末残高

相当額 
 

１年内 32,201千円

１年超 57,417千円

合 計 89,619千円

 
③受取リース料、減価償却費及び受

取利息相当額 

受取リース料 9,000千円

減価償却費 8,941千円

受取利息相当額 1,200千円

 

④利息相当額の算定方法 

  利息相当額の各期への配分方法

については、利息法によっており

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

はありません。 

 

取得価

額 

 

（千円） 

減価償

却累計

額 

（千円）

期末残

高 

 

（千円）

工具器 
具備品 

66,666 3,075 63,591

合計 66,666 3,075 63,591

 

②未経過リース料期末残高相当額 

 
 

１年内 21,242千円

１年超 42,842千円

合 計 64,085千円

 
③受取リース料、減価償却費及び受

取利息相当額 

受取リース料 3,000千円

減価償却費 3,075千円

受取利息相当額 418千円

 

④利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

前第１四半期連結会計期間末（平成 16 年 11 月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 

（千円） 

四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

株式 75,000 86,000 11,000

合計 75,000 86,000 11,000

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

   非上場株式（店頭売買株式を除く） 488,681

 

当第１四半期連結会計期間末（平成 17 年 11 月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 

（千円） 

四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

株式 115,000 508,600 393,600

合計 115,000 508,600 393,600

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

   非上場株式 2,602,486

   非連結子会社株式 50,000

   非上場転換社債型新株予約権付社債 20,000

 

前連結会計年度末（平成 17 年８月 31 日） 

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 115,000 430,400 315,400

合計 115,000 430,400 315,400

 

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 1,831,796
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（デリバティブ取引関係） 

前第１四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 16 年 11 月 30 日）、当第１四半期連結会計期間（自平

成 17 年９月１日 至平成 17 年 11 月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年８月 31 日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結会計期間（自 平成 16 年９月１日 至 平成 16 年 11 月 30 日） 
 コンテンツ＆

ソリューショ

ン事業 
（千円） 

プロダクツ事業

（千円） 

リサーチ＆コ

ンサルティン

グ事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又 
は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高    

(1) 外部顧客に対

する売上高 121,731 244,197 26,685 392,614 ― 392,614

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ― ―

計 121,731 244,197 26,685 392,614 ― 392,614

営業費用 83,752 170,077 15,104 268,934 97,923 366,858

営業利益 37,978 74,120 11,580 123,680 △97,923 25,756

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。 
 

２．各区分に属する主な事業内容 
事業区分 事業内容 

コンテンツ＆ソリューショ

ン事業 
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステム開発、サー

バ構築、運用等 

プロダクツ事業 

当社が蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を容易にするユーティリ

ティ・ソフト）やライブラリ（プログラムの集合体）、エンジン（特定

の処理を行う際の中心機能）といったソフトウエア、プロダクツとして

提供する事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等 
リサーチ＆コンサルティン

グ事業 
移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサービス展開を検

討している企業向けのコンサルティング及びシステム開発等 
 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 
 当第１四半期 

連結会計期間 
（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
97,923

 
当社の管理部門に係る費用であります。 
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当第１四半期連結会計期間（自 平成 17 年９月１日 至 平成 17 年 11 月 30 日） 
 システムソ

リューショ

ン事業 
（千円） 

 
プロダクツ

事業 
（千円）

 
コンサルテ

ィング事業

（千円） 

サービス 
事業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又 
は全社 
（千円）

連結 
（千円）

売上高   

(1) 外部顧客に対

する売上高 297,566 239,394 32,098 124,425 693,484 ― 693,484

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
1,311 ― ― 76 1,387 △1,387 ―

計 298,877 239,394 32,098 124,501 694,872 △1,387 693,484

営業費用 281,275 83,718 25,167 108,575 498,736 177,597 676,333

営業利益 17,602 155,675 6,931 15,925 196,135 △178,984 17,151

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。 
なお、各事業に含まれるプロジェクトの性質が変化してきたことを考慮し、当連結会計年度よりコンテン

ツ＆ソリューション事業からシステムソリューション事業へ、リサーチ＆コンサルティング事業からコン

サルティング事業へ事業区分の名称を変更しております。この変更による影響額はありません。 
 

２．各区分に属する主な事業内容 

事業区分 事業内容 
システムソリューション事

業 
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステム開発、サー

バ構築、運用等 

プロダクツ事業 

当社が蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を容易にするユーティリ

ティ・ソフト）やライブラリ（プログラムの集合体）、エンジン（特定

の処理を行う際の中心機能）といったソフトウエア、プロダクツとして

提供する事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等 

コンサルティング事業 移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサービス展開を検

討している企業向けのコンサルティング及びシステム開発等 
サービス事業 エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供 

 

３．営業費用のうち、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用 
 当第１四半期 

連結会計期間 
（千円） 

主な内容 

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
177,597

 
当社の管理部門に係る費用であります。 
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  前連結会計年度（自 平成16年９月１日 至 平成17年８月31日） 
 コンテンツ

＆ソリュー

ション事業 
（千円） 

 
プロダクツ

事業 
（千円）

リサーチ＆

コンサルテ

ィング事業

（千円） 

サービス 
事業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又 
は全社 
（千円）

連結 
（千円）

売上高   

(1) 外部顧客に対

する売上高 1,165,240 716,322 257,049 176,277 2,314,889 ― 2,314,889

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
― 3,255 ― 2,058 5,313 △5,313 ―

計 1,165,240 719,577 257,049 178,335 2,320,203 △5,313 2,314,889

営業費用 850,743 343,428 89,705 168,064 1,451,942 510,342 1,962,284

営業利益 314,497 376,149 167,343 10,270 868,260 △515,655 352,605

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分に基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。 
 

２．各区分に属する主な事業内容 
事業区分 事業内容 

コンテンツ＆ソリューショ

ン事業 
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステム開発、サー

バ構築、運用等 

プロダクツ事業 

当社が蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を容易にするユーティリ

ティ・ソフト）やライブラリ（プログラムの集合体）、エンジン（特定

の処理を行う際の中心機能）といったソフトウエア、プロダクツとして

提供する事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等 
リサーチ＆コンサルティン

グ事業 
移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサービス展開を検

討している企業向けのコンサルティング及びシステム開発等 

サービス事業 エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供 

 

３．営業費用のうち、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用 
 当連結会計年度 

（千円） 主な内容 

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
510,342

 
当社の管理部門に係る費用であります。 
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２．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 16 年 11 月 30 日）、当第１四半期連結会計期間

（自平成 17 年９月１日 至平成 17 年 11 月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17

年８月 31 日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が 90%超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

 

３．海外売上高 

前第１四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 16 年 11 月 30 日）、当第１四半期連結会計期間

（自平成 17 年９月１日 至平成 17 年 11 月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 16 年９月１日 至平成 17

年８月 31 日） 

海外売上高は、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） 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

78,213.73円 131,473.33円 116,706.06円

１株当たり第１四半期純利益金額 １株当たり第１四半期純利益金額 １株当たり当期純損失金額 

255.40円 108.76円 41,711.25円

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額      230.00円 

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額      103.10円

なお、潜在株式調整後１株当たり

純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

 

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

 

前第１四半期連結会計期間

（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日）

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日）

１株当たり第１四半期（当

期）純利益金額 
   

第１四半期（当期）純利

益（千円） 
8,973 4,843 △1,596,331 

普通株主に帰属しない金

額（千円） 
― ― ― 

普通株式に係る第１四半

期（当期）純利益 

（千円） 

8,973 4,843 △1,596,331 

普通株式の期中平均株式

数（株） 
35,135 44,537 38,271 

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期（当期）純利益

金額 

   

第１四半期（当期）純利

益調整額 
― ― ― 

普通株式増加数（株） 3,881 2,442 ― 

（うち新株予約権（株）） （3,881） （2,442） （―）

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１四半期（当期）純

利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

――――― ――――― 

新株予約権付社債１種類

（目的となる株式の数

2,097.90株）、新株予約権

４種類（新株予約権の目的

となる株式の数3,281株）
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（重要な後発事象） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成16年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

１． 株式会社NTCホールディング

スの株式取得について 

平成16年12月21日開催の当社取

締役会において、モバイルビジネ

スに関わる企画・開発から運営・

広告に至るトータルなサービスを

ワンストップで提供できる体制を

構築することを目的とし、平成17

年２月下旬を目処に株式会社ビッ

トアイルより株式会社NTCホール

ディングスの株式を取得し、子会

社化することを決議いたしまし

た。 

なお、これにより株式会社NTCホ

ールディングスの完全子会社であ

るスカイメディア株式会社につい

ても、当社子会社となる予定であ

ります。 

(1) 取得する子会社の概要 

① 株式会社NTCホールディングス 

a 商号    

株式会社NTCホールディングス 

b  所在地 

東京都港区港南２丁目 

16番４号 

c  事業内容 

子会社であるスカイメディ

ア株式会社の運営管理 

d  資本金 60,000千円 

② スカイメディア株式会社 

 a 商号    

スカイメディア株式会社 

b  所在地 

東京都港区港南２丁目 

16番４号 

c  事業内容 

   マーケティング及びモバイル

ソリューション事業 

d  資本金 10,000千円 

 

(2) 株式譲受内容 

株式譲受に関する決議内

容は、譲受株数は株式会社

NTCホールディングス発行済

株式数の100％の1,200株、譲

受価格は未定であります。 

 

 

――――― １． 転換社債型新株予約権付社債

の新株への転換 

当社が平成16年９月30日に発行

した第１回無担保転換社債型新

株予約権付社債（総額5,000,000

千円）につき、平成17年９月１

日付（700,000千円）、平成17年

９月６日付（200,000千円）で、

新株予約権の権利行使による新

株への転換が行われました。そ

の内容は以下のとおりでありま

す。 

(1) 転換社債型新株予約権付社

債の減少額   

     900,000千円

(2)  資本金の増加額  

450,001千円

(3)  資本剰余金の増加額  

449,998千円

(4) 増加した株式の種類及び株

数 

普通株式 2,097.90株

 

２.  平成17年11月25日開催の当社

第６期定時株主総会において、

ストックオプションとして新株

予約権を発行する決議をいたし

ました。その概要は次のとおり

であります。 

(1) 株主以外の者に対し特に有

利な条件をもって新株予約

権を発行する理由 

     当社及び当社子会社の取

締役及び従業員の業績及び

企業価値の向上に対する意

欲や士気を高めるととも

に、優秀な人材を確保する

ことを目的とし、当社の取

締役、監査役、従業員、社

外協力者及び当社子会社の

取締役、監査役、従業員、

社外協力者に対し、新株予

約権を発行するものであり

ます。 
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前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

２．株式会エスエス研究所の株式取

得について 

平成16年12月27日開催の当社

取締役会において、開発要員の

リソース確保を目的とし、平成

17年１月下旬を目処に株式会社

エスエス研究所の株式を取得

し、子会社化することを決議い

たしました。 

 (1) 取得する子会社の概要 

① 商号 

  株式会社エスエス研究所 

② 所在地 

東京都千代田区神田錦町 

２丁目２番 

③事業内容 

  コンピュータ・ソフトウエ

アの開発及びコンサルティン

グ業務、各種事務計算等の情

報処理業務、情報通信サービ

ス業務など 
④資本金 40,000千円  

 

(2) 株式譲受内容 

株式譲受に関する決議内

容は、譲受株数は同社発行済

株式数の75％の600,000株、

譲受価格は２億円でありま

す。 

 

 

 

(2）新株予約権割当の対象者 

  ① 新株予約権割当の対象者 

当社の取締役、監査役、

従業員、社外協力者及び当

社子会社の取締役、監査役、

従業員、社外協力者 

② 新株予約権の目的となる株

式の種類及び数 

当社普通株式1,000株を上

限とする。 

なお、本株主総会決議後

において当社が株式の分割

または併合を行う場合、次

の算式により目的となる株

式の数を調整するものとす

る。ただし、かかる調整は、

新株予約権のうち、当該時

点で行使されていない新株

予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の

結果生じる１株未満の端株

については、これを切り捨

てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数 

×分割･併合の比率

③  新株予約権の総数 

1,000個を上限とする。

（新株予約権１個につき普

通株式１株。ただし、前項

に定める株式の数の調整を

行った場合は、同様の比率

で調整を行う。） 

④  新株予約権の発行価額 

無償で発行するものとす

る。 
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前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

 

 

⑤ 各新株予約権の行使に際し

て払い込みをなすべき金額

新株予約権１個当たりの

払込金額は、次により決定

される１株当たりの払込金

額（以下「行使価額」とい

う。）に前項③に定める新

株予約権１個の株式数を乗

じた金額とする。 

行使価額は、新株予約権

の発行する日の属する月の

前月の各日（取引が成立し

ていない日を除く。）にお

ける東京証券取引所におけ

る当社普通株式の終値の平

均値に1.05を乗じた金額と

し、１円未満の端数は切り

上げる。 

ただし、当該金額が発行

日の前日の終値（取引が成

立しない場合は、その前日

の終値）を下回る場合には、

当該終値とする。 

なお、株式分割又は株式

併合を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整

し、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後 調整前 1 

行使価額 
＝ 

行使価額 
× 

分割・併合の比率
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前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

 

 

また、新株予約権発行日

後に、時価を下回る価額で

新株の発行又は自己株式の

処分を行う場合（新株予約

権、平成14年４月１日改正

前商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権及び同

改正前商法第341条ノ８の

規定に基づく新株引受権付

社債にかかる新株引受権の

行使による場合を除く。）

は、次の算式により行使価

額は調整され、調整により

生じる１円未満の端数は切

り上げる。なお、次の算式

において、「既発行株式数」

とは、当社の発行済株式総

数から当社の保有する自己

株式数を控除した数をいう

ものとする。 

 

 

上記のほか、新株予約権

発行日後に、当社が他社と

合併する場合、会社分割を

行う場合、資本減少を行う

場合、その他これらの場合

に準じ、発行価額の調整を

必要とする場合には、必要

かつ合理的な範囲で、発行

価額は適切に調整されるも

のとする。 

 

   

調整後 調整前 
 

   

行使価額 

＝ 

行使価額 

 

 

新規発行 

株式数 
×

１株当たり

払込金額 
既発行

株式数
＋ 

新株式発行前の時価 
×

既発行株式数+新規発行株式数 
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前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

 

 

⑥ 新株予約権の権利行使期間

   平成18年１月１日から 

  平成27年11月25日まで 

⑦ 新株予約権の行使条件 

a. 各新株予約権の一部行

使はできないものとす

る。          

b. その他の条件について

は、本株主総会決議及び

取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約

権割当契約書」に定める

ところによる。 

⑧ 新株予約権の消却事由及び

条件 

a. 当社が消滅会社となる

合併契約書、当社が完全

子会社となる株式交換契

約書、または当社が分割

会社となる会社分割につ

いての分割計画書・分割

契約書について株主総会

の承認（株主総会の承認

を要しない会社分割の場

合は取締役会決議）がな

されたとき、ならびに株

式移転の議案につき株主

総会の決議がなされたと

きは、新株予約権を無償

にて消却することができ

る。 

b. 新株予約権者が死亡し

た場合は、新株予約権を

無償にて消却することが

できる。 
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前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

 

 

C その他の事由及び消却

条件については、本株主

総会決議及び新株予約権

発行にかかる取締役会決

議に基づき、別途当社と

新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当

契約書」に定めるところ

による。 

⑨ 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡につい

ては、当社取締役会の承認

を要するものとする。 

⑩ その他 

新株予約権の発行に関す

る詳細については、取締役

会決議及び「新株予約権割

当契約書」に定めるところ

による。 
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前第１四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

 

 

３．スカイメディア株式会社による

有限会社Mobile１、有限会社18

の子会社化について 

当社の完全子会社であるスカ

イメディア株式会社は、モバイ

ル広告事業拡大のため、平成17

年10月21日付の取締役会決議に

基づき、平成17年10月24日付で

インターネットコンテンツ事業

を行う有限会社Mobile１及び有

限会社18を出資口取得により子

会社化することを決定致しまし

た。なお、取得資金のうち

250,000千円につきましては、当

社からの貸付金によっておりま

す。 

有限会社Mobile１ 

(1) 取得した相手会社等の名称

株式会社Neo Holdings、個

人社員 

(2) 事業内容 

インターネットコンテンツ

事業 

(3) 資本金    3,000千円 

(4) 出資口の取得日 

    平成17年10月24日 

(5) 取得出資口数    60口 

(6) 取得後持分比率  100％ 

(7) 取得対価   77,125千円 

 

有限会社18 

(1) 取得した相手会社等の名称

個人社員 

(2) 事業内容 

インターネットコンテンツ

事業 

(3) 資本金    3,000千円 

(4) 出資口の取得日 

    平成17年10月24日 

(5) 取得出資口数    60口 

(6) 取得後持分比率  100％ 

(7) 取得対価  173,830千円 
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平成18年８月期  第１四半期財務・業績の概況（個別） 
  平成18年１月13日 

上場会社名 株式会社コネクトテクノロジーズ （コード番号：３７３６  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.connect-tech.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表取締役社長     加来 徹也  ＴＥＬ：（０３）５３６８ ― ５５２０   

              取締役経営管理グループ 
       ゼネラルマネージャー  小林 真人 
 
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18年８月期第１四半期財務・業績の概況（平成17年９月１日～平成17年11月30日） 
(1) 経営成績の進捗状況                           （百万円未満切捨） 

 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   ％

18年８月期第１四半期 347 （△11.6） 13 （△47.8） 13 （△16.8） 7 （△14.2）

17年８月期第１四半期 392 （8.6） 25 （△52.7） 16 （△70.0） 8 （△73.0）

(参考)17年８月期 1,681 （18.5） 344 （△24.4） 313 （△26.4） 153 （△37.2）

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

18年８月期第１四半期 172    87 163    88

17年８月期第１四半期 255    40 230    00

(参考)17年８月期 3,998    42 3,585  28

 (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。 
 
 (2) 財政状態の変動状況                            （百万円未満切捨） 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭

18年８月期第１四半期 7,810 7,588 97.2 169,667  40

17年８月期第１四半期 7,382 2,815 38.1 78,213  73

(参考)17年８月期 7,893 6,627 84.0 157,222    41

 
３．平成18年8月期の業績予想（平成17年９月１日～平成18年８月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益

中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円   銭 円   銭 円   銭

中  間  期 800 150 90   0  00 － － 

通     期 1,800 360 215 －  0   00   0   00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）4,807円26銭 
  

（注）上記に記載した予想値は、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、上記予想値と異なる場合が

ありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控え下さい。 
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  5,793,255 1,763,439 2,899,513 

  ２．受取手形  ― 1,260 708 

 ３．売掛金  199,672 183,829 383,365 

 ４．たな卸資産  36,438 57,966 19,381 

 ５．その他  21,228 79,732 29,490 

   貸倒引当金  △1,160 △1,103 △2,335 

  流動資産合計   6,049,435 81.9 2,085,124 26.7  3,330,124 42.2

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産 ※１ 24,824 235,925 241,467 

 ２．無形固定資産    

  （1）ソフトウェア  92,649 154,598 148,136 

 （2）その他  180 50,584 2,834 

   計  92,829 205,183 150,971 

 ３．投資その他の資産    

  （1）投資有価証券  574,681 3,131,086 2,262,196 

 （2）関係会社株式  150,000 1,450,000 1,400,000 

 （3）関係会社社債  450,000 450,000 450,000 

 （4）その他  41,187 253,556 58,864 

  計  1,215,868 5,284,642 4,171,060 

  固定資産合計   1,333,522 18.1 5,725,751 73.3  4,563,498 57.8

  資産合計   7,382,958 100.0 7,810,875 100.0  7,893,622 100.0
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前第１四半期会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年８月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債    

 １．買掛金  142,920 37,806 46,056 

 ２．未払法人税等  1,828 4,909 132,000 

 ３．その他 ※２ 28,957 29,927 69,959 

  流動負債合計   173,706 2.4 72,643 0.9  248,016 3.1

Ⅱ 固定負債    

 １．転換社債型新株予

約権付社債 
 4,390,000 ― 900,000 

 ２．その他  4,027 150,027 118,524 

  固定負債合計   4,394,027 59.5 150,027 1.9  1,018,524 12.9

  負債合計   4,567,733 61.9 222,671 2.8  1,266,540 16.0

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,058,305 14.3 3,261,679 41.8  2,806,287 35.6

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金  1,335,021 3,533,657 3,081,562 

 ２．その他資本剰余金  2,850 2,850 2,850 

  資本剰余金合計   1,337,871 18.1 3,536,507 45.3  3,084,412 39.1

Ⅲ 利益剰余金    

１． 第１四半期（当期） 

未処分利益 
 419,395 571,144 563,445 

  利益剰余金合計   419,395 5.7 571,144 7.3  563,445 7.1

Ⅳ その他有価証券評価 

差額金 
  6,534 0.1 233,444 3.0  187,063 2.4

Ⅳ 自己株式   △6,880 △0.1 △14,570 △0.2  △14,127 △0.2

  資本合計   2,815,225 38.1 7,588,204 97.2  6,627,081 84.0

  負債資本合計   7,382,958 100.0 7,810,875 100.0  7,893,622 100.0
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（２）四半期損益計算書 

  

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

Ⅰ 売上高   392,614 100.0 347,091 100.0  1,681,792 100.0

Ⅱ 売上原価   263,038 67.0 151,496 43.6  826,839 49.2

   売上総利益   129,575 33.0 195,595 56.4  854,953 50.8

Ⅲ 販売費及び一般管理 

  費 
  103,819 26.4 182,149 52.5  510,644 30.3

   営業利益   25,756 6.6 13,445 3.9  344,308 20.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  467 0.1 3,493 1.0  6,470 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  9,805 2.5 3,277 1.0  37,318 2.2

   経常利益   16,417 4.2 13,662 3.9  313,461 18.6

Ⅵ 特別利益   ― ― 1,232 0.4  ― ―

Ⅶ 特別損失   ― ― ― ―  47,024 2.8

   税引前第１四半期 

   （当期）純利益 
  16,417 4.2 14,894 4.3  266,436 15.8

   法人税、住民税及 

   び事業税 
 316 383 124,364 

   法人税等調整額  7,127 7,443 1.9 6,811 7,195 2.1 △10,951 113,413 6.7

   第１四半期（当期） 

   純利益 
  8,973 2.3 7,699 2.2  153,023 9.1

   前期繰越利益   410,421 563,445  410,421

   第１四半期（当期） 

   未処分利益 
  419,395 571,144  563,445
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日）

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日）

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

価法を採用しておりま

す。 

 

② その他有価証券 

   時価のあるもの 

第１四半期決算日の

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）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。 

（2）たな卸資産 

①原材料 

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

②仕掛品 
個別法による原価法

を採用しております。 

（1）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 

   時価のあるもの 

      同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

           同左 

 

 

（2）たな卸資産 

①原材料 

           同左 

 

 

②仕掛品 
     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）

を採用しております。 

 

時価のないもの 

同左 

 

 

（2）たな卸資産 

①原材料 

────── 

 

 

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 

定率法を採用しており

ます。 

   主な耐用年数 

建物      ３～20年

工具器具備品 ４～15年

（2）無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。なお、自社利用のソ

フトウエアについては、社

内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

 

 

 

 

 

 

（3）長期前払費用 

定額法を採用しており

ます。 

（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、市場販売目的

のソフトウェアについて

は、見込販売可能期間（３

年以内）、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用

しております。また、営業

権については、５年間で毎

期均等額を償却しており

ます。 

（3）長期前払費用 

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、市場販売目的

のソフトウェアについて

は、見込販売可能期間（３

年以内）、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用

しております。 

 

 

 

（3）長期前払費用 

同左 

３．繰延資産の処理方法 （1）新株発行費 

支出時に全額費用処理

しております。 

（2）社債発行費 

支出時に全額費用処理

しております。 

（1）新株発行費 

同左 

（2）社債発行費 

────── 

 

（1）新株発行費 

同左 

      

（2）社債発行費 

支出時に全額費用処理

しております。 
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項目 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日）

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日）

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

回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上してお

ります。 

（1）貸倒引当金 

同左 

（1）貸倒引当金 

同左 

５．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 

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 

税抜方式によっております。

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

    ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当第１四半期会計期間より、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 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

（貸借対照表） 

前第１四半期会計期間において

区分掲記しておりました「関係会社

出資金」につきましては、その金額

に重要性が無いため、当第１四半期

会計期間より投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりま

す。 

なお、当第１四半期会計期間の

「関係会社出資金」の金額は23,174

千円であります。 

 

前第１四半期会計期間において

区分掲記しておりました「未払金」

につきましては、その金額に重要性

が無いため、当第１四半期会計期間

より流動負債の「その他」に含めて

表示しております。 

なお、当第１四半期会計期間の

「未払金」の金額は14,355千円であ

ります。 

    ──────     ────── 
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追加情報 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

（外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外

形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当第１四半期会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

1,591千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前第１四半期純利益が、 

1,591千円減少しております。 

    ────── （外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外

形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当事業年度から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算

書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日 企業会計基

準委員会 実務対応報告第12号）に従

い法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が

15,319千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益が、15,319千

円減少しております。 
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注記事項 

 
（四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度末 
（平成17年８月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

              15,055千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

         33,005千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

           20,560千円 

※２ 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。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２     ────── 

 

 
（四半期損益計算書関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息       122千円 

   受取配当金       275千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

     新株発行費      2,185千円 

社債発行費     7,380千円  

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息       711千円 

   受取配当金       600千円 

有価証券利息   1,687千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

     新株発行費      3,277千円 

 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息      765千円 

   受取配当金       275千円 

有価証券利息   5,268千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

     新株発行費    17,144千円 

     社債発行費    7,380千円 

企業買収関連費用12,793千円 

３ 減価償却実施額 

   有形固定資産     1,843千円 

 無形固定資産    4,366千円 

３ 減価償却実施額 

   有形固定資産    12,445千円 

 無形固定資産   10,887千円 

３ 減価償却実施額 

   有形固定資産    13,056千円 

  無形固定資産   27,546千円 
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（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８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 

１．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第１四半

期末残高相当額 

１．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、減損損失累

計額相当額及び第１四半期末残高

相当額 

１．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 

 

取得価

額相当

額 

 

（千円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

第１四

半期末

残高相

当 額 

（千円） 

工具器 
具備品 

25,491 13,546 11,944 

合計 25,491 13,546 11,944 
 

 

取得価

額相当

額 

 

（千円）

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

第１四

半期末

残高相

当 額

（千円）

工具器
具備品

15,991 9,145 6,846

合計 15,991 9,145 6,846
 

 

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）

工具器
具備品

25,491 17,370 8,121

合計 25,491 17,370 8,121
 

②未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

②未経過リース料第１四半期末残

高相当額等 

未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

②未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 5,351千円

１年超 7,340千円

合 計 12,691千円
 

 
１年内 3,361千円

１年超 3,978千円

合 計 7,340千円
 

 
１年内 3,871千円

１年超 4,836千円

合 計 8,707千円
 

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、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失 

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 1,474千円

減価償却費相当額 1,274千円

支払利息相当額 185千円
 

 
支払リース料 1,474千円

減価償却費相当額 1,275千円

支払利息相当額 106千円
  

支払リース料 5,898千円

減価償却費相当額 5,097千円

支払利息相当額 624千円
 

④減価償却費相当額の算定方法 ④減価償却費相当額の算定方法 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

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

同左 同左 

⑤利息相当額の算定方法 ⑤利息相当額の算定方法 ⑤利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

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。 

同左 同左 
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前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

２．貸主側 

         ────── 

２．貸主側 

①リース物件の取得価額、減価償却

累計額、減損損失累計額及び第１

四半期末残高 

２．貸主側 

①リース物件の取得価額、減価償却

累計額及び期末残高 

 

 

取得価

額 

 

（千円）

減価償

却累計

額 

（千円）

第１四

半期末

残高

（千円）

工具器
具備品

100,000 12,016 87,983

合計 100,000 12,016 87,983
 

 

取得価

額 

 

（千円） 

減価償

却累計

額 

（千円） 

期末残

高 

 

（千円）

工具器
具備品

66,666 3,075 63,591

合計 66,666 3,075 63,591
 

 ②未経過リース料第１四半期末残

高相当額 

②未経過リース料期末残高相当額 

  
１年内 32,201千円

１年超 57,417千円

合 計 89,619千円
 

 
１年内 21,242千円

１年超 42,842千円

合 計 64,085千円
 

 ③受取リース料、減価償却費及び受

取利息相当額 

③受取リース料、減価償却費及び受

取利息相当額 

 
 
受取リース料 9,000千円

減価償却費 8,941千円

受取利息相当額 1,200千円
  

受取リース料 3,000千円

減価償却費 3,075千円

受取利息相当額 418千円
 

 ④利息相当額の算定方法 ④利息相当額の算定方法 

 利息相当額の各期への配分方法

については、利息法によっておりま

す。 

同左 

 （減損損失について）  

 リース資産に配分された減損損

失はありません。 

 

 

 
（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間末（平成16年11月30日）、当第１四半期会計期間末（平成17年11月30日）及び前事業年度

末（平成17年８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ありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第１四半期会計期間（自平成16年９月１日 至平成16年11月30日）、当第１四半期会計期間（自平成17年９月

１日 至平成17年11月30日）及び前事業年度（自平成16年９月１日 至平成17年８月31日） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年８月31日） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

78,213.73円 169,667.40円 157,222.41円

１株当たり第１四半期純利益金額 １株当たり第１四半期純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

255.40円 172.87円 3,998.42円

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり第１四半

期純利益金額 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

230.00円 163.88円 3,585.28円

 

 

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

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第１四半期会計期間 

（自 平成16年９月１日 
  至 平成16年11月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成17年11月30日）

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日）

１株当たり第１四半期（当
期）純利益金額    

第１四半期（当期）純利
益（千円） 

8,973 7,699 153,023 

普通株主に帰属しない金
額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第１四半
期（当期）純利益 
（千円） 

8,973 7,699 153,023 

普通株式の期中平均株式
数（株） 35,135 44,537 38,271 

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期（当期）純利益
金額 

   

第１四半期（当期）純利
益調整額 

― ― ― 

普通株式増加数（株） 3,881 2,442  4,410 

（うち新株予約権（株）） （3,881） （2,442） （4,410）

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１四半期（当期）純利益
の算定に含めなかった潜在
株式の概要 

   ──────    ────── 
新株予約権１種類（目的

となる株式の数470株）
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（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

１． 株式会社NTCホールディング

スの株式取得について 

平成16年12月21日開催の当社取

締役会において、モバイルビジネ

スに関わる企画・開発から運営・

広告に至るトータルなサービスを

ワンストップで提供できる体制を

構築することを目的とし、平成17

年２月下旬を目処に株式会社ビッ

トアイルより株式会社NTCホール

ディングスの株式を取得し、子会

社化することを決議いたしまし

た。 

なお、これにより株式会社NTCホ

ールディングスの完全子会社であ

るスカイメディア株式会社につい

ても、当社子会社となる予定であ

ります。 

(1) 取得する子会社の概要 

① 株式会社NTCホールディングス 

a 商号    

株式会社NTCホールディングス 

b  所在地 

東京都港区港南２丁目 

16番４号 

c  事業内容 

子会社であるスカイメディ

ア株式会社の運営管理 

d  資本金 60,000千円 

② スカイメディア株式会社 

 a 商号    

スカイメディア株式会社 

b  所在地 

東京都港区港南２丁目 

16番４号 

c  事業内容 

   マーケティング及びモバイル

ソリューション事業 

d  資本金 10,000千円 

 

(2) 株式譲受内容 

株式譲受に関する決議内

容は、譲受株数は株式会社

NTCホールディングス発行済

株式数の100％の1,200株、譲

受価格は未定であります。 

 

２．株式会エスエス研究所の株式取

得について 

平成16年12月27日開催の当社

取締役会において、開発要員の

リソース確保を目的とし、平成

17年１月下旬を目処に株式会社

エスエス研究所の株式を取得

し、子会社化することを決議い

たしました。 

 (1) 取得する子会社の概要 

① 商号 

  株式会社エスエス研究所 

       ────── １． 転換社債型新株予約権付社債

の新株への転換 

当社が平成16年９月30日に発

行した第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債（総額5,000,

000千円）につき、平成17年９月

１日付（700,000千円）、平成17

年９月６日付（200,000千円）で、

新株予約権の権利行使による新

株への転換が行われました。そ

の内容は以下のとおりでありま

す。 

(1) 転換社債型新株予約権付社

債の減少額   

     900,000千円

(2) 資本金の増加額  

450,001千円

(3) 資本剰余金の増加額  

449,998千円

(4) 増加した株式の種類及び株

数 

普通株式 2,097.90株

 

２.  平成17年11月25日開催の当社

第６期定時株主総会において、

ストックオプションとして新株

予約権を発行する決議をいたし

ました。その概要は次のとおり

であります。 

（1）株主以外の者に対し特に有

利な条件をもって新株予約

権を発行する理由 

    当社及び当社子会社の取

締役及び従業員の業績及び

企業価値の向上に対する意

欲や士気を高めるととも

に、優秀な人材を確保する

ことを目的とし、当社の取

締役、監査役、従業員、社

外協力者及び当社子会社の

取締役、監査役、従業員、

社外協力者に対し、新株予

約権を発行するものであり

ます。 

   （2）新株予約権割当の対象者 

   ① 新株予約権割当の対象者 

当社の取締役、監査役、

従業員、社外協力者及び当

社子会社の取締役、監査役、

従業員、社外協力者 
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前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

② 所在地 

東京都千代田区神田錦町 

２丁目２番 

③ 事業内容 

  コンピュータ・ソフトウエ

アの開発及びコンサルティン

グ業務、各種事務計算等の情

報処理業務、情報通信サービ

ス業務など 
④  資本金 40,000千円  

 

(2) 株式譲受内容 

株式譲受に関する決議内容

は、譲受株数は同社発行済株

式数の75％の600,000株、譲受

価格は２億円であります。 

 

② 新株予約権の目的となる株

式の種類及び数 

当社普通株式1,000株を

上限とする。 

なお、本株主総会決議後

において当社が株式の分割

または併合を行う場合、次

の算式により目的となる株

式の数を調整するものとす

る。ただし、かかる調整は、

新株予約権のうち、当該時

点で行使されていない新株

予約権の目的となる株式の

数について行われ、調整の

結果生じる１株未満の端株

については、これを切り捨

てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×

分割・併合の比率

③ 新株予約権の総数 

1,000個を上限とする。

（新株予約権１個につき普

通株式１株。ただし、前項

に定める株式の数の調整を

行った場合は、同様の比率

で調整を行う。） 

④ 新株予約権の発行価額 

無償で発行するものとす

る。 

⑤ 各新株予約権の行使に際し

て払い込みをなすべき金額

新株予約権１個当たりの

払込金額は、次により決定さ

れる１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」という。）

に前項③に定める新株予約

権１個の株式数を乗じた金

額とする。 

行使価額は、新株予約権

の発行する日の属する月の

前月の各日（取引が成立して

いない日を除く。）における

東京証券取引所における当

社普通株式の終値の平均値

に1.05を乗じた金額とし、１

円未満の端数は切り上げる。
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前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

 

 

ただし、当該金額が発行

日の前日の終値（取引が成立

しない場合は、その前日の終

値）を下回る場合には、当該

終値とする。なお、株式分割

又は株式併合を行う場合は、

次の算式により行使価額を

調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げる。

 

 調整後 調整前    1 

 行使価額
＝ 

行使価額 
× 

分割･併合の比率

 

また、新株予約権発行日

後に、時価を下回る価額で

新株の発行又は自己株式の

処分を行う場合（新株予約

権、平成14年４月１日改正

前商法第280条ノ19の規定

に基づく新株引受権及び同

改正前商法第341条ノ８の

規定に基づく新株引受権付

社債にかかる新株引受権の

行使による場合を除く。）

は、次の算式により行使価

額は調整され、調整により

生じる１円未満の端数は切

り上げる。なお、次の算式

において、「既発行株式数」

とは、当社の発行済株式総

数から当社の保有する自己

株式数を控除した数をいう

ものとする。 

 

調整後 

行使価額
＝ 

調整前 

行使価額 

新規発行 １株当たり

株式数 
× 

払込金額既発行 

株式数 

 

＋ 
新株式発行前の時価 

×
既発行株式数+新規発行株式数 

 

上記のほか、新株予約権

発行日後に、当社が他社と

合併する場合、会社分割を

行う場合、資本減少を行う

場合、その他これらの場合

に準じ、発行価額の調整を

必要とする場合には、必要

かつ合理的な範囲で、発行
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前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

 

⑨ 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡につい

ては、当社取締役会の承認

を要するものとする。 

⑩ その他 

新株予約権の発行に関する詳
細については、取締役会決
議及び「新株予約権割当契
約書」に定めるところによ
る。 

価額は適切に調整されるも

のとする。 

⑥ 新株予約権の権利行使期間

平成18年１月１日から 

平成27年11月25日まで 

⑦ 新株予約権の行使条件 

a.  各新株予約権の一部行

使はできないものとす

る。 

b.  その他の条件について

は、本株主総会決議及び

取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との

間で締結する「新株予約

権割当契約書」に定める

ところによる。 

⑧ 新株予約権の消却事由及び

条件 

a.  当社が消滅会社となる

合併契約書、当社が完全

子会社となる株式交換契

約書、または当社が分割

会社となる会社分割につ

いての分割計画書・分割

契約書について株主総会

の承認（株主総会の承認

を要しない会社分割の場

合は取締役会決議）がな

されたとき、ならびに株

式移転の議案につき株主

総会の決議がなされたと

きは、新株予約権を無償

にて消却することができ

る。 

b.  新株予約権者が死亡し

た場合は、新株予約権を

無償にて消却することが

できる。 

c.  その他の事由及び消却

条件については、本株主

総会決議及び新株予約権

発行にかかる取締役会決

議に基づき、別途当社と

新株予約権者との間で締

結する「新株予約権割当

契約書」に定めるところ

による。 
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前第１四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成16年11月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

 

 

⑨ 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡につい

ては、当社取締役会の承認

を要するものとする。 

⑩ その他 

新株予約権の発行に関する

詳細については、取締役

会決議及び「新株予約権

割当契約書」に定めると

ころによる。 

 


