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平成18年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 平成18年１月25日 

 

 

上場会社名 クラビット株式会社 上場取引所 大阪証券取引所 

コード番号 ４３４７ ヘラクレス市場 

(ＵＲＬ http://www.clubit.co.jp/) 本社所在地 東京都港区赤坂８－４－14 

代 表 者 名 代表取締役社長    橋本 太郎  ＴＥＬ   (０３)６４３９－３７２５ 

問合せ先責任者 取締役財務経理本部長 加納  彰 

 

 

 

１ 四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ① 財務諸表等の作成に際して準拠した基準   ： 中間連結財務諸表作成基準 

  ・会計処理方法の変更の有無         ： 有 

  ・中間決算等と異なる会計処理の有無     ： 無 

 ② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況   ： 有 
 

 

２ 平成18年３月期第３四半期の財務・業績概況（平成17年４月１日～平成17年12月31日） 

(1)経営成績（連結）の進捗状況 （百万円未満切捨） 
 

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

18年３月期第３四半期 7,107  △15.3 2,224  － 2,196  － 

17年３月期第３四半期 8,393   △3.1 △195  － △250  － 

（参考）17年３月期 10,979   △3.4 326  － 293  － 

 

 

当 期 ( 四 半 期 ) １株当たり当期(四半期) 潜 在 株 式 調 整 後 

純 利 益 純 利 益 1株当たり当期(四半期)純利益
 百万円  ％  円 銭  円 銭

18年３月期第３四半期 1,267  － 74 81  71  28  

17年３月期第３四半期 △843  － △100 97  －  －  

（参考）17年３月期 △513  － △61 42  －  －  

（注）１ 期中平均株式数（連結） 

18年３月期第３四半期 16,937,465株 17年３月期第３四半期 8,350,838株 17年３月期 8,360,495株 

２ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しています。 

３ 17年３月期第３四半期連結会計期間及び17年３月期においては、四半期純損失及び当期純損失を計上して

おりますので、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は記載しておりません。 

 

 

 

参考情報１ 四半期（３ヶ月）毎の業績推移 

（百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

  百万円  百万円  百万円 

平成17年４月～平成17年６月 2,441 746 730 

平成17年７月～平成17年９月 2,335 765 764 

平成17年10月～平成17年12月 2,330 712 701 

当第３四半期 

平成17年４月～平成17年12月 7,107 2,224

 

2,196 
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参考情報２ 業績予想に対する進捗状況 

（百万円未満切捨） 

 当第３四半期 

（９ヶ月間） 

 

平成18年９月中間期 

決算発表時の 

連結業績予想（通期）

進捗率 

（％） 

  百万円  百万円  ％ 

売上高 7,107 10,000 71.1 

経常利益 2,196 2,800 78.4 

当期純利益 1,267 1,700 74.5 

 

 

参考情報３ セグメント情報 
当第３四半期連結会計期間 前第３四半期連結会計期間 

自 平成17年４月１日  自 平成16年４月１日  

至 平成17年12月31日  至 平成16年12月31日  セグメント 

金額(百万円) 構成率(％) 金額(百万円) 構成率(％) 

前年同期比
（％） 

メ デ ィ ア コ ン テ ン ツ 事 業 1,182 16.6 132 1.6 892.0

ゲ ー ム オ ン デ マ ン ド 事 業 119 1.7 49 0.6 243.2

Ｃ Ｄ Ｎ 事 業  832 11.7 154 1.8 538.3

ブ ロ ー ド バ ン ド 事 業  1,882 26.5 3,953 47.1 47.6

Ｃ Ｓ 放 送 サ ー ビ ス 事 業 3,091 43.5 4,103 48.9 75.3

合 計 7,107 100.0 8,393 100.0 84.7

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】 

当第３四半期における売上高は、CS放送サービス事業、ブロードバンド事業の売上が減少しまし

たが、新規事業のうちメディアコンテンツ事業とCDN事業が貢献し、7,107,619千円となりました。 

当第３四半期の損益については、営業利益2,224,540千円、経常利益2,196,149千円を計上し、四

半期純利益は1,267,162千円となりました。 

当社は、メディアコンテンツ事業、ゲームオンデマンド事業、CDN事業に経営資源を集中させるこ

とにより、既存事業であるCS放送サービス事業、ブロードバンド事業に依存する体制から、事業構

造の転換を図ってまいりました。このように事業構造を進化させることで、中長期的に増収増益を

目指しております。 

事業セグメント別の売上概況については、以下のとおりです。 

 

① メディアコンテンツ事業 

「Yahoo! BB」加入者向けの放送及び VOD（電子レンタルビデオ）サービスである「BBTV」向けの

コンテンツ及び役務提供の拡大により、大きく売上を伸ばしました。主な内容としては、人気バン

ドの「SPITZ」ライブ映像２作品を「BBTV」電子レンタルビデオに他社に先駆け配信し、また、ソニ

ー・ピクチャーズ・エンタテイメント作品、米国の人気 TV ドラマ「セックス・アンド・ザ・シティ

ー」等のアレンジを行いました。チャネルについては、「J SPORTS１・２・３」、「トゥーン・デ

ィズニー」等の調達を行いました。ソフトバンクグループ以外の取り組みとしては、当社 PC 向けの

ポータルサイト「クラビット・アリーナ」の配信を、大手 ISP「So-net」会員向けにも開始しました。 

「クラビット・アリーナ」は、今後、特定のいくつかのジャンルに集中してコンテンツを強化し

てまいります。  

当第３四半期の売上高は 1,182,261 千円となりました。 
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② ゲームオンデマンド事業 

平成 17 年 11 月より、東京ディズニーリゾート○Rのオフィシャルホテルであるシェラトン・グラン

デ・トーキョーベイ・ホテル（802 室）をはじめとして、ホテル向けに「G クラスタ」サービスの提

供を開始しました。また、平成 17 年 12 月より、「G クラスタ」サービスで、カプコンの人気タイト

ル「バイオハザード」シリーズを含む「カプコンまんぞくパック」の販売を開始しました。今後も、

新作やアーケード向けタイトルも含め順次タイトル数を追加していく予定です。同事業においては、

コストが先行しておりますが、カプコンをはじめとするゲームの普及を促進し、更なるコンテンツ

の充実、R＆D の強化によって、売上拡大に努めてまいります。また、ホスピタリティ市場（ホテル

等）向け売上の拡大に注力し、海外展開については、個別引き合いへの対応を中心に行ってまいり

ます。 

当第３四半期の売上高は 119,492 千円となりました。 

 

③ CDN 事業 

 積極的な新規顧客の獲得により、引き続き順調に推移しております。当四半期（10 月～12 月）は、

直前四半期（７月～９月）と比較すると、平成 17 年９月の総選挙等による一時的なトラフィック増

加がなくなったため、子会社 CDN ソリューションズ株式会社の売上は若干減少しましたが、単体で

の売上増加がそれを補いました。 

当第３四半期の売上高は 832,191 千円となりました。 

 

④ ブロードバンド事業 

 同事業は、ブロードバンド総合サービス「Yahoo! BB」の販売代理店として、通信回線販売業者等

の事業者を通じて販売活動を行っておりますが、売上規模の減少が続いております。今後は、教育

事業等のブロードバンドを活用した付加価値サービス（新規事業）を展開してまいります。 

当第３四半期の売上高は 1,882,395 千円となりました。 

 

⑤ CS 放送サービス事業 

 当第３四半期末時点の会員数は約 16 万５千人と前年同四半期末比で４万４千人の減少になりました。新規会

員獲得業務は既に終了しておりますが、引き続きサービスレベルの維持･向上を図っていきます。 

 当第３四半期の売上高は 3,091,278 千円となりました。 

 

（2）財政状態（連結）の変動状況 
 

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３月期第３四半期 4,284  2,240  52.3  131 38 

17年３月期第３四半期 ―  ―  ―  ― ― 

（参考）17年３月期 ―  ―  ―  ― ― 

（注）１ 期末発行済株式数（連結） 

18年３月期第３四半期 17,051,954株 17年３月期第３四半期 8,377,427株 17年３月期 8,394,927株 

   ２ 前第３四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末には連結子会社がありませんので、連結貸借対照表は

作成しておりません。 

 

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】 

当第３四半期末における総資産残高は4,284,936千円、株主資本残高は2,240,334千円でした。 

当第３四半期における主な資産および負債の変動の内容は次のとおりです。 

・「クラビット・アリーナ」向けならびに「BBTV」などの事業者向けのVODコンテンツ及びゲームコ

ンテンツを588,548千円調達した結果、番組勘定が増加致しました。なお、番組勘定は各コンテン

ツの契約期間に応じて償却を行っております。 

・ゲームオンデマンド事業用やメディアコンテンツ事業用としてソフトウェアを176,640千円取得し

たことなどにより、無形固定資産が増加致しました。 

・ルネサンス・アカデミー株式会社への出資10,000千円及び投資組合への出資25,000千円をおこな

ったことにより、投資有価証券が増加致しました。 

・短期借入金を50,000千円返済致しました。 

・新株予約権及び新株引受権の権利行使に伴う新株発行による収入が102,973千円ありました。 
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３ 平成18年３月期の連結業績予想（平成17年４月１日～平成18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 10,000  2,800  1,700  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 99円70銭 

※ 業績予想については、当社および当グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいて作成してお

りますが、リスクや不確実性を含んでおります。 

 

 

【業績予想に関する定性的情報等】 

 平成17年10月21日発表の通期業績予想に変更はありません。 
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（参考資料） 

【四半期連結財務諸表】 

１【四半期連結貸借対照表】 

  当第３四半期連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

区分 注記
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,793,490 

２ 受取手形及び売掛金 ※１ 708,978 

３ 貯蔵品  34,448 

４ 番組勘定  272,671 

５ 繰延税金資産  239,205 

６ その他 ※１ 266,902 

貸倒引当金  △223,376 

流動資産合計  3,092,320 72.2

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

（1）建物  7,119  

減価償却累計額  3,065 4,053 

（2）工具器具備品  1,205,967  

減価償却累計額  896,095 309,872 

有形固定資産合計  313,926 7.3

２ 無形固定資産   

（1）ソフトウェア  283,491 

（2）連結調整勘定  489,664 

（3）その他  3,049 

無形固定資産合計  776,205 18.1

３ 投資その他の資産   

（1）投資有価証券  46,863 

（2）繰延税金資産  23,689 

（3）その他  31,930 

投資その他の資産合計  102,483 2.4

固定資産合計  1,192,615 27.8

資産合計  4,284,936 100.0
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  当第３四半期連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

区分 注記
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金 ※１ 199,610 

２ 一年以内償還予定社債  206,250 

３ 未払金  209,654 

４ 未払費用  254,569 

５ 未払法人税等  525,199 

６ 前受金  460,515 

７ 未払消費税等  57,326 

８ その他  14,184 

流動負債合計  1,927,310 45.0

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  15,300 

２ 役員退職慰労引当金  43,499 

３ 預り保証金  31,421 

４ その他  6,868 

固定負債合計  97,090 2.2

負債合計  2,024,400 47.2

   

(少数株主持分)   

少数株主持分  20,202 0.5

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  588,249 13.7

Ⅱ 資本剰余金  214,573 5.0

Ⅲ 利益剰余金  1,437,626 33.6

Ⅳ 為替換算調整勘定  95 0.0

Ⅴ 自己株式  △211 △0.0

資本合計  2,240,334 52.3

負債、少数株主持分 
及び資本合計  4,284,936 100.0
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２【四半期連結損益計算書】 

  
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   8,393,653 100.0 7,107,619 100.0  10,979,685 100.0

Ⅱ 売上原価   6,338,315 75.5 3,278,492 46.1  7,939,145 72.3

売上総利益   2,055,338 24.5 3,829,126 53.9  3,040,540 27.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 従業員給与  351,235 300,994  429,734 

２ 従業員賞与  120,153 105,309  142,890 

３ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 ― 7,083  ― 

４ 業務委託費  578,322 279,062  671,682 

５ 荷造運賃  202,849 132,449  253,258 

６ 印刷費  169,922 119,033  221,471 

７ 広告宣伝費  153,575 36,904  162,701 

８ 販売促進費  46,008 20,566  68,477 

９ 貸倒引当金繰入額  31,936 12,742  38,012 

10 減価償却費  38,269 16,323  44,639 

11 連結調整勘定償却  ― 45,846  ― 

12 その他  558,245 2,250,519 26.8 528,268 1,604,586 22.6 680,751 2,713,620 24.7

営業利益 
又は営業損失（△） 

  △195,181 △2.3 2,224,540 31.3  326,920 3.0

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  2,917 21  2,919 

２ 受入手数料  15,373 ―  15,373 

３ 貯蔵品売却益  15,348 1,399  38,406 

４ その他  10,375 44,013 0.5 6,353 7,774 0.1 12,708 69,408 0.6

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  69,111 3,077  72,003 

２ 為替差損  9,796 968  9,685 

３ 持分法による投資損失  ― 27,655  ― 

４ 出資組合損益分配損  ― 4,462  ― 

５ その他  20,766 99,675 1.2 ― 36,164 0.5 20,766 102,455 0.9

経常利益 
又は経常損失（△） 

  △250,842 △3.0 2,196,149 30.9  293,872 2.7

Ⅵ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益  ― ―  4,695 

２ 関係会社株式売却益 ※１ 544,017 ―  544,017 

３ 受入補償金 ※２ ― 544,017 6.5 ― ― ― 19,614 568,326 5.2

Ⅶ 特別損失     

１ 貯蔵品評価損 ※３ ― 5,767  6,575 

２ 固定資産除却損 ※４ 8,644 ―  8,644 

３ 投資有価証券評価損  44,492 2,496  48,750 

４ 過年度役員退職 
慰労引当金繰入額 

 ― 53,137 0.6 42,416 50,680 0.7 ― 63,970 0.6

税金等調整前四半期 
(当期)純利益 

  240,037 2.9 2,145,469 30.2  798,228 7.3

法人税、住民税及び事業税  548,308 869,030  768,644 

法人税等調整額  534,882 1,083,190 12.9 △2,116 866,914 12.2 543,038 1,311,682 12.0

少数株主利益   ― ― 11,392 0.2  ― ―

四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失（△） 

  △843,153 △10.0 1,267,162 17.8  △513,454 △4.7

     



ファイル名:CT 060125【平成18年3月期 第3四半期】①～④ 更新日時:2006/01/25 13:05 印刷日時:06/01/25 13:07 

 ― 8 ―

３ 【中間連結剰余金計算書】 

 
当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 金額(千円) 

（資本剰余金の部） 

Ⅰ 資本剰余金期首残高 162,815

Ⅱ 資本剰余金増加高 

１ 新株引受権及び新株予約権行使に 
よる新株発行に伴う増加 

51,402

２ 新株引受権及び新株予約権行使に 
よる資本剰余金への振替額 

355 51,758

Ⅲ 資本剰余金 
四半期末残高 

214,573

 

(利益剰余金の部) 

Ⅰ 利益剰余金期首残高 170,464

Ⅱ 利益剰余金増加高 

１ 四半期純利益 1,267,162 1,267,162

Ⅲ 利益剰余金 
四半期末残高 

1,437,626
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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 
 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

当連結会計期間期首において提出

会社の連結子会社であったビー・ビ

ー・ケーブル㈱は、平成16年９月30

日に全株式を売却したことにより子

会社ではなくなりました。 

一方、提出会社は、平成16年９月

29日にクラリネット㈱を子会社とし

て設立致しましたが、同社の総資

産、売上高、四半期純損益及び利益

剰余金等は、いずれも提出会社の四

半期連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため、連結の範囲に含

めておりません。 

従って、当第３四半期連結会計期

間末には連結子会社がありませんの

で、当第３四半期連結会計期間にお

いては、四半期連結損益計算書を作

成しておりますが、四半期連結貸借

対照表は作成しておりません。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称及び新規連結

の理由 

CDNソリューションズ㈱ 

Oy Gamecluster Ltd. 

上記２社は当第３四半期連結

会計期間中に新たに取得したた

め連結の範囲に含めておりま

す。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

クラリネット㈱ 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社クラリネット㈱

は、小規模会社であり、同社の

総資産、売上高、四半期純損益

及び利益剰余金等は、いずれも

提出会社の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。 

１ 連結の範囲に関する事項 

提出会社の連結子会社であったビ

ー・ビー・ケーブル㈱は、平成16年

９月30日に全株式を売却したことに

より子会社ではなくなりました。 

一方、提出会社は、平成16年９月

29日にクラリネット㈱を子会社とし

て設立致しましたが、同社の総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも提出会社の連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、連結の範囲に含めており

ません。 

従って、当連結会計年度末には連

結子会社がありませんので、当連結

会計年度においては、連結損益計算

書及び連結キャッシュ・フロー計算

書を作成しておりますが、連結貸借

対照表、連結剰余金計算書は作成し

ておりません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

提出会社は、平成16年９月29日に

クラリネット㈱を子会社として設立

致しましたが、同社の四半期純損益

及び利益剰余金等は、いずれも提出

会社の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、持分法

の適用から除外しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数 ２社 

会社等の名称  

㈱アリスネット 

ルネサンス・アカデミー㈱ 

提出会社は、平成17年３月31日

に㈱アリスネットの株式を取得致

しましたので、当第３四半期連結

会計期間より持分法を適用してお

ります。 

また、提出会社は、平成17年10

月３日に設立されたルネサンス・

アカデミー㈱への出資を実施致し

ましたので、同社について当第３

四半期連結会計期間より持分法を

適用しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

提出会社は、平成17年３月31日に

㈱アリスネットの株式を取得致しま

したが、連結貸借対照表を作成して

いないため、該当事項はありませ

ん。 

３ 連結子会社の第３四半期決算日

等に関する事項 

連結子会社の事業年度末日は、連

結決算日と一致しております。 

３ 連結子会社の第３四半期決算日

等に関する事項 

四半期決算日が第３四半期連結

決算日と異なる場合の内容等 

Oy Gamecluster Ltd.の第３四半

期決算日は９月30日であります。

四半期連結財務諸表を作成するに

当たっては同日現在の四半期財務

諸表を使用し、第３四半期連結決

算日まで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。 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社の事業年度末日は、連

結決算日と一致しております。 
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前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

有価証券 

その他有価証券で時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用

しております。 

 

 

 

 

 

 

棚卸資産 

貯蔵品 

先入先出法による原価法を採用

しております。 

番組勘定 

個別法による原価法を採用して

おります。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

定率法を採用しております。 

無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間(５年内)に基づく定額

法を採用しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

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

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

――――――― 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

有価証券 

その他有価証券で時価のないもの 

移動平均法による原価法 
なお、投資事業有限責任組合への

出資(証券取引法第２条第２項によ
り有価証券とみなされるもの)につ
いては、組合契約に規定される決算
報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額で取り
込む方法によっております。損益の
持分相当額については営業外損益に
計上しております。 
棚卸資産 

貯蔵品 

同左 

 

番組勘定 

同左 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

同左 

無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込利用可

能期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく四半期末要支給額

を計上しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

有価証券 

その他有価証券で時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用

しております。 

 

 

 

 

 

 

棚卸資産 

貯蔵品 

同左 

 

番組勘定 

同左 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

同左 

無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間(５年内)に基づく定額

法を採用しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

――――――― 

(4) 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。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

 

 

 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

 

 

 

(5) 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 

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

 

(5) 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 

(5) 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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第３四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

当第３四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３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

―――――― 当第３四半期連結会計期間より、

役員退職慰労金制度を導入し、役員

退職慰労金内規を制定したため、役

員退職慰労引当金を計上しておりま

す。これに伴い、当期発生額7,083

千円は、販売費及び一般管理費へ、

過年度分42,416千円は特別損失に計

上しております。この結果、営業利

益および経常利益は7,083千円、税

金等調整前四半期純利益は49,499千

円それぞれ少なく計上されておりま

す。 

 

―――――― 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 
 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成17年12月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

売掛金 339,762千

円 

(譲渡担保) 

未収入金 373千

円 

(譲渡担保) 

合計 340,136千

円 

 

担保付債務 

買掛金 955千

円 

 

 
上記担保は、CSチューナー・アンテナに係るリース債務14,595千円（上記買掛金995千円を含む）に対して、現在

及び将来において発生する、会員規約に基づき会員に対して有する債権、マーケティング契約に基づき委託放送会社

に対して有する債権、並びに会員及び取次店に対して有するCSチューナー・アンテナの販売に係る債権を譲渡担保と

したことにより生じたものであります。なお、当第３四半期連結会計期間末現在の当該債権は、上記売掛金339,762

千円及び未収入金373千円であります。 

 

２ 契約債務 

提出会社は、平成17年４月28日にSBIブロードバンドファンド１号投資事業有限責任組合に１口100,000千円の出

資をおこなう契約を締結致しました。当第３四半期連結会計期間末における同組合に対する払込額は25,000千円で

あり、残額75,000千円については同組合への出資義務を負っております。 

 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 
 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

※１ ビー・ビー・ケーブル㈱ 

株式売却益 

544,017千円 

――――――― 

 

 

 

――――――― 

 

 

※４ 固定資産除却損の内訳 

本社移転に伴い、以下の固定

資産を除却しております。 

建物       7,718千円 

工具器具備品    926千円 

 

――――――― 

 

 

――――――― 

 

 

 

※３ CSチューナー・アンテナ等の

評価減を行っております。 

5,767千円

――――――― 

※１ ビー・ビー・ケーブル㈱ 

株式売却益 

544,017千円

※２ ブロードメディア総研㈱の

CDN取次店契約の不履行に係

る補償金 

19,614千円

※３ CSチューナー・アンテナ等の

評価減を行っております。 

6,575千円

※４ 固定資産除却損の内訳 

本社移転に伴い、以下の固定

資産を除却しております。 

建物       7,718千円

工具器具備品    926千円
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（リース取引関係） 
 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３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) 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３

四半期連結会計期間末残高相当

額 

 

取得価額 

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額

相当額

(千円)

第３四半期 

連結会計 

期間末残高 

相当額 

(千円) 

機械装置      ―      ―      ― 

工具器具備品      ―      ―      ― 

ソフトウェア      ―      ―      ― 

合計      ―      ―      ― 

 

(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３四半期

連結会計期間末残高相当額 

 

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

第３四半期

連結会計

期間末残高

相当額

(千円)

工具器具備品

(主にCSチューナ

ー・アンテナ)

420,745   273,250   147,495

 

(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      ―      ―      ―

工具器具備品      ―      ―      ―

ソフトウェア      ―      ―      ―

合計      ―      ―      ―

 
(2) 未経過リース料第３四半期連結

会計期間末残高相当額 

 

 

１年内 ― 千円 

１年超 ― 千円 

合計 ― 千円 
 

(2) 未経過リース料第３四半期連結

会計期間末残高相当額等 

未経過リース料第３四半期連結

会計期間末残高相当額 

１年内 94,383千円

１年超 59,506千円

合計 153,889千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

 

 

１年内 ― 千円

１年超 ― 千円

合計 ― 千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

 

 

支払リース料 659,985千円 

減価償却費 

相当額 
569,732千円 

支払利息相当額 73,225千円 
 

(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

額及び減損損失、支払利息相当

額 

支払リース料 167,014千円

減価償却費 

相当額 
144,617千円

支払利息相当額 13,135千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

 

 

支払リース料 746,615千円

減価償却費 

相当額 
646,226千円

支払利息相当額 79,471千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

価保証額を残存価格とする定額法

によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

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。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 (減損損失について) 
リース資産に配分された減損損

失はありません。 
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(有価証券関係) 
 

当第３四半期連結会計期間末（平成17年12月31日現在） 

時価評価されていない有価証券の内容 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

関係会社株式 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 

25,969

20,894

合計 46,863

 

(デリバティブ取引関係) 
 

当第３四半期連結会計期間末（平成17年12月31日現在） 
デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

 
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 －円－銭

 

１株当たり純資産額 131円38銭

 

１株当たり純資産額 －円－銭

 
１株当たり四半期純損失 
金額 

100円97銭

 

１株当たり四半期純利益
金額 

 74円81銭

潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益 

 71円28銭

 

１株当たり当期純損失 
金額 

61円42銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額につきましては、

１株当たり四半期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。 

提出会社は、平成17年５月20日付

で普通株式１株につき２株の株式分

割を行っております。 

なお、前連結会計年度期首に当該

株式分割が行われたと仮定した場合

における(１株当り情報)の各数値は

以下のとおりとなります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額につきましては、１

株当たり当期純損失が計上されてい

るため、記載しておりません。 

 
前第３四半期 

連結会計期間 
前連結会計年度

１ 株 当 た り 純  

資産額         

１ 株 当 た り 純  

資産額         

－円－銭 －円－銭

１株当たり四半期

純損失金額 

１株当たり当期 

純損失金額 

50円48銭 30円71銭

潜在株式調整後１

株当たり四半期純

利益金額 

潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額 

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

半期純損失が計上

されているため記

載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後

１株当たり当期純

利益については、

１株当たり当期純

損失が計上されて

いるため記載して

おりません。 
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（注）１株当たり四半期純利益金額又は四半期（当期）純損失金額(△)及び潜在株式調整後１株当
たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日)

当第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 
又は四半期(当期)純損失金額(△) 

 

四半期純利益 
又は四半期(当期)純損失(△) 
(千円) 

△843,153 1,267,162 △513,454

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る四半期純利益 
又は四半期(当期)純損失(△) 
(千円) 

△843,153 1,267,162 △513,454

普通株式に係る 
期中平均株式数(株) 

8,350,838 16,937,465 8,360,495

潜在株式調整後 
１株当たり四半期(当期)純利益金額 

 

四半期(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

普通株式増加数(株) ― 839,478 ―

(うち新株引受権(株)) ― (626,629) ―

(うち新株予約権(株)) ― (212,849) ―
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(重要な後発事象) 

 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 １ ルネサンス・アカデミー㈱に対

する増資引受 

提出会社の関連会社であるルネサ

ンス・アカデミー㈱は、平成18年１

月19日教育特区である茨城県大子町

より、通信単位制高等学校『ルネサ

ンス高等学校』の設立を認可されま

した。 

これを受けて提出会社は、平成18

年１月25日開催の取締役会におい

て、同社に対する増資引受49,500千

円(990株)を行うことを決定致しま

した。 

教育は既に大きな市場ですが、提

出会社は、ブロードバンドやモバイ

ル環境の普及によって、今後ますま

す多様化し成長していく有力な事業

分野(コンテンツ事業・配信事業・

インタラクティブ事業、等)と考

え、本件増資引受を決定致しまし

た。 

この増資引受により、提出会社の

同社に対する出資比率は39.7%にな

ります。同社につきましては、当四

半期連結会計期間から持分法を適用

しております。 

平成18年１月30日の払込みを予定

しており、対価の支払は自己資金に

よる銀行振込を予定しております。

 

ルネサンス・アカデミー㈱の概要 

本社 

所在地 

東京都港区 

事業内容 通信単位制高校 

「ルネサンス高等

学校」の運営 

資本金 

(増資後) 

 

150,000千円 

従業員数 

 

12名 

(平成17年12月31日現在)
 

１ 提出会社株式の分割(無償交付)

 

提出会社は、平成17年３月１日開

催の取締役会において、株式の流動

性を高めるとともに、株主数の増加

を図ることを目的として、株式の分

割(無償交付)に関し、下記の通り決

議致しました。 

(1) 株式分割の概要 

平成17年５月20日付をもって、

次の通り普通株式１株を２株に

分割する。 

１．分割により増加する株式数 

普通株式8,395,100株 

２．分割の方法 

平成17年３月31日最終の株

主名簿および実質株主名簿

に記載または記録された株

主の所有株式数を、１株に

つき２株の割合をもって分

割する。 

(2) 配当起算日  平成17年４月１

日 

(3) 提出会社が発行する株式の総数

の増加 

平成17年５月20日付をもって提

出会社の定款第５条を変更し、

発 行 す る 株 式 の 総 数 を

32,000,000 株 増 加 し て

64,000,000株とする。 

(4) その他、この株式の分割に必要

な事項は、今後の取締役会にお

いて決定する。 
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前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  

(5) 行使価額の調整 

今回の株式の分割に伴い、新株

予約権証券及び新株予約権の行

使価額を平成17年４月１日以

降、次の通り調整する。 

銘柄 
調整後 

行使価額 

調整前 

行使価額

第１回新株予約

権証券 
187.5円 375円

第２回新株予約

権証券 
187.5円 375円

平成16年度第１

回新株予約権 
931円 1,861円

 
 

  (6) 当該株式分割が前連結会計年度

期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株

当たり情報及び当連結会計年度

期首に行われたと仮定した場合

の当連結会計年度における１株

当たり情報は、それぞれ以下の

とおりとなります。 

   

項目 
前連結 

会計年度 

当連結 

会計年度

１株当たり 

純資産額 
81円34銭 ―

１株当たり 

当期純損失金額 
71円06銭 30円71銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期

純利益金額 

潜在株式調

整後１株当

たり当期純

利益につき

ましては、

１株当たり

当期純損失

が計上され

て い る た

め、記載し

ておりませ

ん。 

同左 
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前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― ２ イー・ステージ㈱株式の取得 

 

提出会社は、平成18年１月18日付

けで、ルネサンス・アカデミー㈱に

対する共同出資者であるイー・ステ

ージ㈱の株式1,600株を対価200,000

千円にて取得致しました。即ち、同

社株式730株をジャフコ・ジー九(エ

ー)号投資事業有限責任組合から対

価91,250千円にて取得し、870株を

ジャフコ・ジー九(ビー)号投資事業

有限責任組合から対価108,750千円

にて取得致しました。提出会社の同

社に対する出資比率は、平成18年１

月27日に完了を予定しているイー・

ステージ㈱の第三者割当増資の後

12.9%となります。 

イー・ステージ㈱は、学校向け基

幹業務システム開発、販売、運営支

援、インターネットを利用した教育

システムの開発に強みを持ち、ルネ

サンス・アカデミー㈱が設立する

『ルネサンス高等学校』のイーラー

ニング・システムの開発を手がけて

おりますが、提出会社は、教育関連

事業分野ではイーラーニングのシス

テムが重要と位置付けており、本件

取得を決定致しました。 

なお、対価の支払は自己資金によ

り、銀行振込にて支払済みでありま

す。 

 

イー・ステージ㈱の概要 

本社 

所在地 

東京都豊島区 

事業内容 学校向け基幹業務シ

ステム開発、販売、

運営支援、インター

ネットを利用した教

育システムの開発 

資本金 335,500千円 

(平成17年３月31日現在) 
 

２ CDNソリューションズ㈱の子会社

化 

提出会社は、平成17年４月１日付

で、CDNソリューションズ㈱の発行済

株式の90%(13,500株)を、ブロードメ

ディア総研㈱から対価270,000千円に

て取得致しました。 

CDNソリューションズ㈱は、提出会

社と同じくソフトバンク・ブロード

メディア・グループの事業会社であ

り、事業領域的にも提出会社と近い

関係にあります。従来、提出会社の

CDN事業は米スピーデラ社の技術と提

出会社が独自に構築した国内配信網

を活用し、特に国内向け配信に強い

サービスを提供してまいりました。

これに対してCDNソリューションズ㈱

は米アカマイ社の国内最大のリセラ

ーとして、特に海外向け配信に強い

サービスを提供してきましたが、こ

の度、米国においてアカマイ社がス

ピーデラ社を買収することについて

の契約締結が発表されました。これ

を受けて提出会社は、ブロードバン

ド時代に一層多様化する顧客企業の

ニーズに応えるために、アカマイ

社、スピーデラ社が、それぞれが得

意とするサービスを組み合わせて、

最適なソリューションを顧客企業に

提供していく体制を整えることを決

定し、その一環としてCDNソリューシ

ョンズ㈱の株式を取得いたしまし

た。 

なお、対価の支払は自己資金によ

り、銀行振込にて支払済みでありま

す。 

 

CDNソリューションズ㈱の概要 
 

本社所在地 東京都港区 

事業内容 コンテンツ・

デリバリー・

ネットワーク

(CDN)事業 

直近事業年度における概況 

事業年度 平成17年３月

期 

資本金 600,000千円 

総資産 170,834千円 

売上高 668,743千円 

営業利益 158,901千円 

経常利益 153,691千円 

当期純利益 197,881千円 

従業員数 ７名 
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前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― ３ 提出会社株式の分割(無償交付) 

提出会社は、平成18年１月25日開

催の取締役会において、株式の流動

性を高めるとともに、株主数の増加

を図ることを目的として、株式の分

割(無償交付)に関し、下記の通り決

議致しました。 

(1) 株式分割の概要 

平成18年４月１日付をもって、

次の通り普通株式１株を２株に

分割する。 

１．分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成18年３月

31日最終の発行済株式総数と

同じ株式数とする。 

２．分割の方法 

平成18年３月31日最終の株主

名簿および実質株主名簿に記

載または記録された株主の所

有株式数を、１株につき２株

の割合をもって分割する。 

(2) 日程 
株式分割基準日 平成18年３月31日

効力発生日 平成18年４月１日

株券交付日 平成18年５月19日

配当起算日 平成18年４月１日

 

(3) 提出会社が発行する株式の総数

の増加 

平成18年４月１日付をもって提

出会社の定款第５条を変更し、

発 行 す る 株 式 の 総 数 を

64,000,000 株 増 加 し て

128,000,000株とする。 

(4) その他、この株式の分割に必要

な事項は、今後の取締役会にお

いて決定する。 

(5) 行使価額の調整 

今回の株式の分割に伴い、新株

予約権証券及び新株予約権の行

使価額を平成18年４月１日以

降、次の通り調整する。 

銘柄 
調整後 

行使価額

調整前 

行使価額

第１回 

新株予約権証券
93.8円 187.5円

第２回 

新株予約権証券
93.8円 187.5円

平成16年度 

第１回 

新株予約権 

466円 931円

平成17年度 

第１回 

新株予約権 

1,270円 2,539円

 

――――――― 
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前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (6) 当該株式分割が前連結会計年度

期首に行われたと仮定した場合

における(１株当たり情報)の各

数値はそれぞれ以下のとおりと

なります。 

 

  

項目 

前第３四半

期連結 

会計期間

当第３四半

期連結 

会計期間

前連結 

会計年度

１株当たり

純資産額
― 65円69銭 ―

１株当たり

四半期純利

益又は四半

期(当期)純

損失(△)金

額 

△25円24銭 37円41銭 △15円35銭

潜在株式調

整後１株当

たり四半期

(当期)純利

益金額 

潜在株式調

整後１株当

たり四半期

純利益につ

き ま し て

は、１株当

たり四半期

純損失が計

上されてい

るため、記

載しており

ません。 

35円64銭潜在株式調

整後１株当

たり当期純

利益につき

ましては、

１株当たり

当期純損失

が計上され

て い る た

め、記載し

ておりませ

ん。 
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平成18年３月期 第３四半期財務・業績の概況（個別） 平成18年１月25日 

 

上場会社名 クラビット株式会社 上場取引所 大阪証券取引所 

コード番号 ４３４７ ヘラクレス市場 

(ＵＲＬ http://www.clubit.co.jp/) 本社所在地 東京都港区赤坂８－４－14 

代 表 者 名 代表取締役社長    橋本 太郎 ＴＥＬ   (０３)６４３９－３７２５ 

問合せ先責任者 取締役財務経理本部長 加納  彰 

 

１ 四半期財務情報の作成等に係る事項  

   財務諸表等の作成に際して準拠した基準   ： 中間財務諸表作成基準 

  ・会計処理方法の変更の有無         ： 有 

  ・中間決算等と異なる会計処理の有無     ： 無 
 

２ 平成18年３月期第３四半期の財務・業績概況（平成17年４月１日～平成17年12月31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 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 

18年３月期第３四半期 6,625  △20.7 2,174  34.6 2,177  34.1 

17年３月期第３四半期 8,349  △1.8 1,615  15.1 1,623  13.6 

（参考）17年３月期 10,935  △2.2 2,137  17.4 2,168  16.9 

 

当 期 ( 四 半 期 ) 1株当たり当期(四半期)  

純 利 益 純 利 益 
 百万円  ％  円 銭

18年３月期第３四半期 1,250  ― 73 85  

17年３月期第３四半期 △3,277  ― △392 48  

（参考）17年３月期 △2,947  ― △352 60  

(注)１ 期中平均株式数   18年３月期第３四半期 16,937,465株 17年３月期第３四半期 8,350,838株 17年３月期 8,360,495株 

２ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しています。 

 

(2)財政状態の変動状況 

1株 当たり  
総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 

株 主 資 本 
 百万円 百万円 ％    円   銭 

18年３月期第３四半期 4,175  2,223  53.3  130 42 

17年３月期第３四半期 2,898  533  18.4  63 68 

（参考）17年３月期 3,675  869  23.7  103 60 

（注） 期末発行済株式数 18年３月期第３四半期 17,051,954株 17年３月期第３四半期 8,377,427株 17年３月期 8,394,927株 

 

３ 平成18年３月期の業績予想（平成17年４月１日～平成18年３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

期末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 

通期 9,300  2,700 1,600 ― ― 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  77円03銭 

※ 業績予想については、当社および当グループが現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいて作成してお

りますが、リスクや不確実性を含んでおります。 
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（参考資料） 

【四半期財務諸表】 

１【四半期貸借対照表】 

 

  
前第３四半期会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３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   237,038 1,600,530  1,560,043

２ 売掛金 ※１  1,426,196 686,997  1,182,489

３ 貯蔵品   143,320 34,448  48,194

４ 番組勘定   ― 272,671  ―

５ 前渡金   17,519 ―  24,180

６ 繰延税金資産   173,908 178,968  204,789

７ 未収入金 ※１  117,640 36,650  146,951

８ 立替金   100,914 65,735  31,968

９ その他   89,977 169,202  51,641

貸倒引当金   △239,366 △223,376  △236,032

流動資産合計   2,067,150 71.3 2,821,828 67.6  3,014,226 82.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  6,265 7,119 6,265 

減価償却累計額  2,273 3,991 3,065 4,053 2,462 3,802

(2) 工具器具備品  1,256,034 1,185,430 1,202,354 

減価償却累計額  661,108 594,925 882,145 303,285 791,127 411,226

有形固定資産合計   598,917 307,338  415,029

２ 無形固定資産   127,608 ―  ―

(1) ソフトウェア   ― 293,273  155,792

(2) その他   ― 2,874  3,259

無形固定資産合計   127,608 296,147  159,051

３ 投資その他の資産   104,880 ―  ―

(1) 関係会社株式   ― 673,624  43,624

(2) その他   ― 76,514  43,764

投資その他の資産合計   104,880 750,139  87,388

固定資産合計   831,406 28.7 1,353,625 32.4  661,469 18.0

資産合計   2,898,557 100.0 4,175,453 100.0  3,675,696 100.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３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 ※１  647,273 163,906  504,863

２ 短期借入金 ※２  700,000 ―  50,000

３ 一年以内償還予定社債   ― 206,250  ―

４ 未払金   197,216 202,594  189,719

５ 未払費用   ― 243,412  75,424

６ 未払法人税等   361,059 524,792  568,512

７ 未払消費税等   148,738 50,238  192,670

８ 前受金   ― 460,429  945,214

９ 預り金   ― 8,580  20,440

10 その他   51,445 1,128  1,483

流動負債合計   2,105,732 72.7 1,861,332 44.5  2,548,330 69.3

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   221,550 15,300  221,550

２ 役員退職慰労引当金   ― 43,499  ―

３ 預り保証金   31,744 31,421  31,601

４ その他   6,018 ―  4,467

固定負債合計   259,312 8.9 90,221 2.2  257,619 7.0

負債合計   2,365,045 81.6 1,951,553 46.7  2,805,949 76.3

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   533,388 18.4 588,249 14.1  536,678 14.6

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  159,477 214,573 162,815 

資本剰余金合計   159,477 5.5 214,573 5.2  162,815 4.4

Ⅲ 利益剰余金    

１ 四半期（当期） 
未処分利益又は 
四半期未処理損失 

 △159,234 1,421,288 170,464 

利益剰余金合計   △159,234 △5.5 1,421,288 34.0  170,464 4.7

Ⅳ 自己株式   △118 △0.0 △211 △0.0  △211 △0.0

資本合計   533,512 18.4 2,223,899 53.3  869,746 23.7

負債資本合計   2,898,557 100.0 4,175,453 100.0  3,675,696 100.0
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２【四半期損益計算書】 

 

  
前第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   8,349,349 100.0 6,625,423 100.0  10,935,382 100.0

Ⅱ 売上原価   5,247,880 62.9 2,983,634 45.0  6,848,710 62.6

売上総利益   3,101,469 37.1 3,641,789 55.0  4,086,671 37.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,485,767 17.8 1,467,183 22.2  1,948,867 17.9

営業利益   1,615,702 19.3 2,174,605 32.8  2,137,804 19.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  104,664 1.3 10,600 0.2  130,058 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  96,422 1.2 7,540 0.1  99,203 0.9

経常利益   1,623,943 19.4 2,177,665 32.9  2,168,659 19.8

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― ― ―  24,309 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  4,227,137 50.6 50,680 0.8  4,237,970 38.7

税引前四半期純利益
又は税引前四半期
(当期)純損失(△) 

  △2,603,193 △31.2 2,126,984 32.1  △2,045,002 △18.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 546,958 868,668 767,294 

法人税等調整額  127,400 674,359 8.1 7,492 876,160 13.2 135,557 902,851 8.3

四半期純利益 
又は四半期(当期) 
純損失(△) 

  △3,277,552 △39.3 1,250,824 18.9  △2,947,853 △27.0

前期繰越利益   3,118,317 170,464  3,118,317

四半期(当期) 
未処分利益又は 
四半期未処理損失 
(△) 

  △159,234 1,421,288  170,464
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準

及び評価方法 

有価証券 

(1) 子会社株式 

移動平均法による原価

法を採用しております。

 

(2) その他有価証券で時価

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。

有価証券 

(1) 子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

 

(2) その他有価証券で時価

のないもの 
移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任
組合への出資(証券取引法
第２条第２項により有価証
券とみなされるもの)につ
いては、組合契約に規定さ
れる決算報告日に応じて入
手可能な最近の決算書を基
礎とし、持分相当額で取り
込む方法によっておりま
す。損益の持分相当額につ
いては営業外損益に計上し
ております。 

有価証券 

(1) 子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

 

(2) その他有価証券で時価

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。

 棚卸資産 

貯蔵品 

先入先出法による原価法

を採用しております。 

―――――― 

棚卸資産 

貯蔵品 

同左 

 

番組勘定 

個別法による原価法を採

用しております。 

棚卸資産 

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 

定率法を採用しており

ます。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しており

ます。 
なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社
内における見込利用可能
期間(５年)に基づく定額
法を採用しております。

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 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
収可能性を検討し、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 

 ―――――― 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基

づく四半期末要支給額を

計上しております。 

 

―――――― 
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項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 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 

５ その他財務諸表

作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理に

ついて 

消費税等の会計処理は

税抜方式によっておりま

す。 

 

消費税等の会計処理につ

いて 

同左 

消費税等の会計処理につ

いて 

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 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準）
当事業年度より、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３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「有形固定資産」は、前第３四
半期会計期間末においては減価償
却累計額控除後の合計額を表示し
ておりましたが、当第３四半期会
計期間末においては資産の総額の
100分の５を超えるため、「建物」
「工具器具備品」に区分掲記し、
その各々について取得価額及び減
価償却累計額の表示を致しまし
た。 
なお、前第３四半期会計期間末の

「有形固定資産」の内訳は以下の通
りです。 

区分 金額(千円) 

建物 16,384  

減価償却累計額 3,882 12,502 

工具器具備品 517,134  

減価償却累計額 108,735 408,399 

有形固定資産合計  420,901 

―――――― ―――――― 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「未払金」は、前第３四半期会

計期間末においては「流動負債」

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

間末においては資産の総額の100分

の５を超えるため、区分掲記致し

ました。 

なお、前第３四半期会計期間末

において「流動負債」の「その

他」に含めておりました「未払金｣

の残高は362,661千円です。 

 

―――――― ―――――― 

―――――― 「無形固定資産」は、前第３四半

期会計期間末において一括表示して

おりましたが、当第３四半期会計期

間末において「ソフトウェア」の金

額が、資産の総額の100分の５を超

えたため区分掲記致しました。 

なお、前第３四半期会計期間末の

「ソフトウェア」の金額は124,221

千円であります。 

―――――― 

―――――― 「投資その他の資産」は、前第３

四半期会計期間末において一括表示

しておりましたが、当第３四半期会

計期間末において「関係会社株式」

の金額が、資産の総額の100分の５

を超えたため区分掲記致しました。

なお、前第３四半期会計期間末の

「関係会社株式」の金額は10,000千

円であります。 

 

―――――― 

―――――― 「未払費用」は、前第３四半期会

計期間末において流動負債の「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

たため区分掲記致しました。 

なお、前第３四半期会計期間末の

「未払費用」の金額は45,139千円で

あります。 

 

―――――― 
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追加情報 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― 当第３四半期会計期間より、役

員退職慰労金制度を導入し、役員

退職慰労金内規を制定したため、

役員退職慰労引当金を計上してお

ります。これに伴い、当期発生額

7,083千円は、販売費及び一般管理

費へ、過年度分42,416千円は特別

損失に計上しております。この結

果、営業利益および経常利益は

7,083千円、税引前四半期純利益は

49,499千円それぞれ少なく計上さ

れております。 

 

―――――― 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 

前第３四半期会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

売掛金 446,471千円 (譲渡担保) 

未収入金 12,383千円 (譲渡担保) 

合計 458,854千円  

担保付債務 

買掛金 6,326千円  

上記担保は、CSチューナー・ア

ンテナに係るリース債務144,115

千円（上記買掛金6,326千円を含

む）に対して、現在及び将来にお

いて発生する、会員規約に基づき

会員に対して有する債権、マーケ

ティング契約に基づき委託放送会

社に対して有する債権、並びに会

員及び取次店に対して有するCSチ

ューナー・アンテナの販売に係る

債権を譲渡担保としたことにより

生じたものであります。なお、当

第３四半期会計期間末現在の当該

債権は、上記売掛金446,471千円

及び未収入金12,383千円でありま

す。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

売掛金 339,762千円 (譲渡担保)

未収入金 373千円 (譲渡担保)

合計 340,136千円  

担保付債務 

買掛金 955千円  

上記担保は、CSチューナー・ア

ンテナに係るリース債務14,595千

円（上記買掛金955千円を含む）

に対して、現在及び将来において

発生する、会員規約に基づき会員

に対して有する債権、マーケティ

ング契約に基づき委託放送会社に

対して有する債権、並びに会員及

び取次店に対して有するCSチュー

ナー・アンテナの販売に係る債権

を譲渡担保としたことにより生じ

たものであります。なお、当第３

四半期会計期間末現在の当該債権

は、上記売掛金339,762千円及び

未収入金373千円であります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保資産 

売掛金 413,268千円 (譲渡担保)

未収入金 7,856千円 (譲渡担保)

合計 421,125千円  

担保付債務 

買掛金 5,218千円

上記担保は、CSチューナー・ア

ンテナに係るリース債務113,269

千円(上記買掛金5,218千円を含

む)に対して、 現在及び将来にお

いて発生する、会員規約に基づき

会員に対して有する債権、マーケ

ティング契約に基づき委託放送会

社に対して有する債権、並びに会

員及び取次店に対して有するCSチ

ューナー・アンテナの販売に係る

債権を譲渡担保としたことにより

生じたものであります。なお、当

事業年度末現在の当該債権は、上

記売掛金413,268千円及び未収入

金7,856千円であります。 

※２ 当座貸越契約 

提出会社においては、運転資金

の効率的な調達を行うため、取引

銀行１行と当座貸越契約及び親会

社と極度貸付契約を締結しており

ます。 

これらの契約に基づく当第３四

半期会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 

及び極度貸付額の 

総額 

2,500,000千円 

借入実行残高 600,000千円 

差引額 1,900,000千円 
 

―――――― 

 

―――――― 

 

３ 債務保証 

リース債務に対する保証債務 

エックスドライ

ブ・ジャパン㈱ 
70,173千円 

 

―――――― 

 

―――――― 
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前第３四半期会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

―――――― ４ 契約債務 

当社は、平成17年４月28日にSBI

ブロードバンドファンド１号投資事

業有限責任組合に１口100,000千円

の出資をおこなう契約を締結致しま

した。当第３四半期会計期間末にお

ける同組合に対する払込額は25,000

千円であり、残額75,000千円につい

ては同組合への出資義務を負ってお

ります。 

 

―――――― 

 

(四半期損益計算書関係) 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 63,806 千円 

受入手数料 15,373 千円 

貯蔵品売却益 15,348 千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

為替差益 2,839千円

貯蔵品売却益 1,399千円

  
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 63,809千円

受入手数料 15,373千円

貯蔵品売却益 38,406千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 66,193千円 

社債利息 2,828千円 

為替差損 7,307千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 239千円

社債利息 2,837千円

出資金組合損益 

分配損 

4,462千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 68,156千円

社債利息 3,756千円

為替差損 7,196千円
 

―――――― ―――――― ※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券 

売却益 
4,695千円

受入補償金 19,614千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 8,644 千円 

関係会社株式 
売却損 4,174,000 千円 

投資有価証券 
評価損 44,492 千円 

 

※４ 特別損失の主要項目 

過年度役員退職
慰労引当金繰入
額 

42,416千円

貯蔵品評価損 5,767千円

投資有価証券 
評価損 2,496千円

 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却
損 

8,644千円

関係会社株式 
売却損 4,174,000千円

投資有価証券 
評価損 48,750千円

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 839,256千円 

無形固定資産 16,942千円 
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 296,205千円

無形固定資産 35,594千円
 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,054,234千円

無形固定資産 23,873千円
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(リース取引関係) 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 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 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 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) 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３

四半期会計期間末残高相当額 

 

 

取得価額 

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額

相当額

(千円)

第３四半期 

会計期間末

残高相当額 

(千円) 

工具器具備品 

(CSチューナー 

・アンテナ) 

1,493,079   982,194   510,884 

 

(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３四半期

会計期間末残高相当額 

 

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

第３四半期

会計期間末

残高相当額

(千円)

工具器具備品

(CSチューナー

・アンテナ)

420,745 273,250 147,495

 

(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)

工具器具備品 

(CSチューナー 

・アンテナ)

1,280,016   879,710   400,305

 
(2) 未経過リース料第３四半期会計

期間末残高相当額 

 

 

１年内 398,857 千円 

１年超 128,902 千円 

合計 527,760 千円 
 

(2) 未経過リース料第３四半期会計

期間末残高相当額等 

未経過リース料第３四半期会

計期間末残高相当額 

１年内 94,383千円

１年超 59,506千円

合計 153,889千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

 

 

１年内 334,357千円

１年超 78,410千円

合計 412,768千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

 

 

支払リース料 464,168千円 

減価償却費 
相当額 

400,298千円 

支払利息相当額 38,711千円 
 

(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

額及び減損損失、支払利息相当

額 

支払リース料 167,014千円

減価償却費 
相当額 

144,617千円

支払利息相当額 13,135千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

 

 

支払リース料 550,798千円

減価償却費 
相当額 

476,792千円

支払利息相当額 44,956千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残価保証額を残存価額とする定

額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

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。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 (減損損失について) 

リース資産に配分された減損

損失はありません。 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

２ 当四半期中にビー・ビー・ケー

ブル㈱に転貸したリース物件の所

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 

なお、当該取引は平成16年９月

30日で終了しております。 

―――――― ２ ビー・ビー・ケーブル㈱に転貸

していた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 

なお、当該取引は平成16年９月

30日で終了しております。 

(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３

四半期会計期間末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

(千円) 

減価償却

累計額

相当額

(千円)

第３四半期 

会計期間末

残高相当額 

(千円) 

機械装置    ―    ―    ― 

ソフトウェア    ―    ―    ― 

合計    ―    ―    ― 

 

 (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    ―    ―    ―

ソフトウェア    ―    ―    ―

合計    ―    ―    ―

 
(2) 未経過リース料第３四半期会計

期間末残高相当額 

１年内 ― 千円 

１年超 ― 千円 

合計 ― 千円 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 ―千円

１年超 ―千円

合計 ―千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 84,600千円 

減価償却費 
相当額 

74,509千円 

支払利息相当額 12,228千円 
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 84,600千円

減価償却費 
相当額 

74,509千円

支払利息相当額 12,228千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

価保証額を残存価額とする定額法

によっております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

価保証額を残存価額とする定額法

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。 

 

 (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。
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（有価証券関係） 

前第３四半期会計期間末(平成16年12月31日現在) 

１. 子会社株式及び関連会社株式 

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。 

２. 時価評価されていない有価証券の内容 

区分 四半期貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 7,462

 

当第３四半期会計期間末(平成17年12月31日現在) 

１. 子会社株式及び関連会社株式 

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。 

 

前事業年度末（平成17年３月31日現在） 

１. 子会社株式及び関連会社株式 

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。 

２. 時価評価されていない有価証券の内容 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

関係会社株式 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 

43,624

2,853

合計 46,478

３. 当期中に売却したその他有価証券 

区分 計上額（千円） 

売却額 5,046

売却益の合計額 4,695

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前第３四半期会計期間末(平成16年12月31日現在)  

デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度末(平成17年３月31日現在) 

デリバティブ取引を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３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額  63円68銭 

 

１株当たり純資産額 130円42銭

 

１株当たり純資産額 103円60銭 

 
１株当たり四半期純損失 
金額 

392円48銭

 

１株当たり四半期純利益
金額 

 73円85銭

潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益 

 70円36銭

 

１株当たり当期純損失 
金額 

352円60銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額につきましては、

１株当たり四半期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。 

当社は、平成17年５月20日付で

普通株式１株につき２株の株式分

割を行っております。 

なお、前期首に当該株式分割が

行われたと仮定した場合における

（１株当り情報）の各数値は以下

のとおりとなります。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額につきましては、１

株当たり当期純損失が計上されてい

るため、記載しておりません。 

 
前第３四半期 

会計期間 
前事業年度 

１株当たり 

純資産額 

１株当たり 

純資産額 

31円84銭 51円80銭

１株当たり四半期

純損失金額 

１株当たり当期 

純損失金額 

196円24銭 176円30銭

潜在株式調整後

１株当たり四半

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 

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

が計上されてい

るため記載して

おりません。 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益について

は、１株当たり

当期純損失が計

上されているた

め記載しており

ません。 
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（注）１株当たり四半期純利益金額又は四半期（当期）純損失金額(△)及び潜在株式調整後１株当
たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第３四半期会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 
又は四半期(当期)純損失金額(△) 

 

四半期純利益 
又は四半期(当期)純損失(△) 
(千円) 

△3,277,552 1,250,824 △2,947,853

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る四半期純利益 
又は四半期(当期)純損失(△) 
(千円) 

△3,277,552 1,250,824 △2,947,853

普通株式に係る 
期中平均株式数(株) 

8,350,838 16,937,465 8,360,495

潜在株式調整後 
１株当たり四半期(当期)純利益金額 

 

四半期(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

普通株式増加数(株) ― 839,478 ―

(うち新株引受権(株)) ― (626,629) ―

(うち新株予約権(株)) ― (212,849) ―
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(重要な後発事象) 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 １ ルネサンス・アカデミー㈱に対

する増資引受 

提出会社の関連会社であるルネサ

ンス・アカデミー㈱は、平成18年１

月19日教育特区である茨城県大子町

より、通信単位制高等学校『ルネサ

ンス高等学校』の設立を認可されま

した。 

これを受けて提出会社は、平成18

年１月25日開催の取締役会におい

て、同社に対する増資引受49,500千

円(990株)を行うことを決定致しま

した。 

教育は既に大きな市場ですが、提

出会社は、ブロードバンドやモバイ

ル環境の普及によって、今後ますま

す多様化し成長していく有力な事業

分野(コンテンツ事業・配信事業・

インタラクティブ事業、等)と考

え、本件増資引受を決定致しまし

た。 

この増資引受により、提出会社の

同社に対する出資比率は39.7%にな

ります。同社につきましては、当四

半期会計期間から持分法を適用して

おります。 

平成18年１月30日の払込みを予定

しており、対価の支払は自己資金に

よる銀行振込を予定しております。

 

ルネサンス・アカデミー㈱の概要 

本社 

所在地 

東京都港区 

事業内容 通信単位制高校 

「ルネサンス高等学

校」の運営 

資本金 

(増資後) 

 

150,000千円 

従業員数 

 

12名 

(平成17年12月31日現在) 
 

１ 提出会社株式の分割(無償交付) 

 

提出会社は、平成17年３月１日

開催の取締役会において、株式の

流動性を高めるとともに、株主数

の増加を図ることを目的として、

株式の分割(無償交付)に関し、下

記の通り決議致しました。 

(1) 株式分割の概要 

平成17年５月20日付をもって、

次の通り普通株式１株を２株に

分割する。 

１．分割により増加する株式数 

普通株式8,395,100株 

２．分割の方法 

平成17年３月31日最終の株

主名簿および実質株主名簿

に記載または記録された株

主の所有株式数を、１株に

つき２株の割合をもって分

割する。 

(2) 配当起算日  平成17年４月１日

(3) 提出会社が発行する株式の総数

の増加 

平成17年５月20日付をもって提

出会社の定款第５条を変更し、

発 行 す る 株 式 の 総 数 を

32,000,000 株 増 加 し て

64,000,000株とする。 

(4) その他、この株式の分割に必要

な事項は、今後の取締役会にお

いて決定する。 

(5) 行使価額の調整 

今回の株式の分割に伴い、新株

予約権証券及び新株予約権の行

使価額を平成17年４月１日以

降、次の通り調整する。 

銘柄 
調整後 

行使価額 

調整前 

行使価額

第１回新株予約

権証券 
187.5円 375円

第２回新株予約

権証券 
187.5円 375円

平成16年度第１

回新株予約権 
931円 1,861円
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前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (6) 当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前期におけ

る１株当たり情報及び当期首に

行われたと仮定した場合の当期

における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなりま

す。 

   

項目 第８期 第９期 

１株当たり

純資産額 
227円76銭 51円80銭

１株当たり

当期純利益又

は 

純損失(△)金

額 

45円56銭 △176円30銭

潜在株式調整

後 

１株当たり当

期純利益金額 

43円54銭 潜在株式調

整後１株当

たり当期純

利益につき

ましては、

１株当たり

当期純損失

が計上され

て い る た

め、記載し

ておりませ

ん。 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― ２ イー・ステージ㈱株式の取得 

 

提出会社は、平成18年１月18日付

けで、ルネサンス・アカデミー㈱に

対する共同出資者であるイー・ステ

ージ㈱の株式1,600株を対価200,000

千円にて取得致しました。即ち、同

社株式730株をジャフコ・ジー九(エ

ー)号投資事業有限責任組合から対

価91,250千円にて取得し、870株を

ジャフコ・ジー九(ビー)号投資事業

有限責任組合から対価108,750千円

にて取得致しました。提出会社の同

社に対する出資比率は、平成18年１

月27日に完了を予定しているイー・

ステージ㈱の第三者割当増資の後

12.9%となります。 

イー・ステージ㈱は、学校向け基

幹業務システム開発、販売、運営支

援、インターネットを利用した教育

システムの開発に強みを持ち、ルネ

サンス・アカデミー㈱が設立する

『ルネサンス高等学校』のイーラー

ニング・システムの開発を手がけて

おりますが、提出会社は、教育関連

事業分野ではイーラーニングのシス

テムが重要と位置付けており、本件

取得を決定致しました。 

なお、対価の支払は自己資金によ

り、銀行振込にて支払済みでありま

す。 

 

イー・ステージ㈱の概要 

本社 

所在地 

東京都豊島区 

事業内容 学校向け基幹業務シ

ステム開発、販売、

運営支援、インター

ネットを利用した教

育システムの開発 

資本金 335,500千円 
(平成17年3月31日現在) 

 

２ CDNソリューションズ㈱の子会

社化 

提出会社は、平成17年４月１日付

で、CDNソリューションズ㈱の発行

済株式の90%(13,500株)を、ブロー

ドメディア総研㈱から対価270,000

千円にて取得致しました。 

CDNソリューションズ㈱は、提出

会社と同じくソフトバンク・ブロー

ドメディア・グループの事業会社で

あり、事業領域的にも提出会社と近

い関係にあります。従来、提出会社

のCDN事業は米スピーデラ社の技術

と提出会社が独自に構築した国内配

信網を活用し、特に国内向け配信に

強いサービスを提供してまいりまし

た。これに対してCDNソリューショ

ンズ㈱は米アカマイ社の国内最大の

リセラーとして、特に海外向け配信

に強いサービスを提供してきました

が、この度、米国においてアカマイ

社がスピーデラ社を買収することに

ついての契約締結が発表されまし

た。これを受けて提出会社は、ブロ

ードバンド時代に一層多様化する顧

客企業のニーズに応えるために、ア

カマイ社、スピーデラ社が、それぞ

れが得意とするサービスを組み合わ

せて、最適なソリューションを顧客

企業に提供していく体制を整えるこ

とを決定し、その一環としてCDNソ

リューションズ㈱の株式を取得いた

しました。 

なお、対価の支払は自己資金によ

り、銀行振込にて支払済みでありま

す。 

 

CDNソリューションズ㈱の概要 
 

本社所在地 東京都港区 

事業内容 コンテンツ・

デリバリー・

ネットワーク

(CDN)事業 

直近事業年度における概況 

事業年度 平成17年３月

期 

資本金 600,000千円 

総資産 170,834千円 

売上高 668,743千円 

営業利益 158,901千円 

経常利益 153,691千円 

当期純利益 197,881千円 

従業員数 ７名 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― ３ 提出会社株式の分割(無償交付) 

提出会社は、平成18年１月25日

開催の取締役会において、株式の

流動性を高めるとともに、株主数

の増加を図ることを目的として、

株式の分割(無償交付)に関し、下

記の通り決議致しました。 

(1) 株式分割の概要 

平成18年４月１日付をもって、

次の通り普通株式１株を２株に

分割する。 

１．分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成18年３月

31日最終の発行済株式総数と

同じ株式数とする。 

２．分割の方法 

平成18年３月31日最終の株

主名簿および実質株主名簿

に記載または記録された株

主の所有株式数を、１株に

つき２株の割合をもって分

割する。 

(2) 日程 
株式分割基準日 平成18年３月31日

効力発生日 平成18年４月１日

株券交付日 平成18年５月19日

配当起算日 平成18年４月１日

  

(3) 提出会社が発行する株式の総数

の増加 

平成18年４月１日付をもって提

出会社の定款第５条を変更し、

発 行 す る 株 式 の 総 数 を

64,000,000 株 増 加 し て

128,000,000株とする。 

(4) その他、この株式の分割に必要

な事項は、今後の取締役会にお

いて決定する。 

(5) 行使価額の調整 

今回の株式の分割に伴い、新株

予約権証券及び新株予約権の行

使価額を平成18年４月１日以

降、次の通り調整する。 

銘柄 
調整後 

行使価額

調整前 

行使価額

第１回 

新株予約権証券
93.8円 187.5円

第２回 

新株予約権証券
93.8円 187.5円

平成16年度 

第１回 

新株予約権 

466円 931円

平成17年度 

第１回 

新株予約権 

1,270円 2,539円

 

――――――― 
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前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (6) 当該株式分割が前事業年度期首

に行われたと仮定した場合にお

ける(１株当たり情報)の各数値

はそれぞれ以下のとおりとなり

ます。 

 

  

項目 

前第３四半

期 

会計期間

当第３四半

期 

会計期間

前事業年度

１株当たり

純資産額
15円92銭 65円21銭 25円90銭

１株当たり

四半期純利

益又は四半

期(当期)

純損失(△)

金額 

△98円12銭 36円92銭 △88円15銭

潜在株式調

整後１株当

たり四半期

(当期)純利

益金額 

潜在株式調

整後１株当

たり四半期

純利益につ

き ま し て

は、１株当

たり四半期

純損失が計

上されてい

るため、記

載しており

ません。 

35円18銭潜在株式調

整後１株当

たり当期純

利益につき

ましては、

１株当たり

当期純損失

が計上され

て い る た

め、記載し

ておりませ

ん。 
 

 

 

 


