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平成 18 年 9 月期  第 1 四半期財務・業績の概況（非連結） 

    平成 18 年 2 月 9 日 
上場会社名 株式会社エイティング （コード番号：３７８５  東証マザーズ） 
   （ＵＲＬ http://www.8ing.net/ ）        TEL : （０３）－５７１８－８１８１  
 問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役  藤澤 知徳 

            責任者役職・氏名 経営企画室長 津村 正幸     

               
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 9月期第 1四半期財務・業績の概況（平成 17 年 10 月１日～平成 17 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況            （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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９月期第 1四半期 512 (－) 321 (－) 297 (－) 161 (－) 
17 年９月期第１四半期 － (－) － (－) － (－) － (－) 
(参考)17 年 9 月期 1,305  369  353  189  
 

 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９月期第１四半期 3,150 24 3,083 99 
17 年９月期第 1四半期 － － － － 
(参考)17 年 9 月期 3,775 95 － － 

(注) １．平成 17 年 9月期は第１四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期実績及び対前年同四 
     半期増減率については、記載しておりません。 
   ２．平成 17 年 9月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権残高があります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 
 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第１四半期における我が国経済は、企業の設備投資が増勢を維持し、個人消費も緩やかながらも伸び続け、 
景気は徐々に回復致しました。 
 こうした中、国内ゲームソフト市場は、マイクロソフトのＸＢＯＸ３６０が昨年 12 月に発売されたのに続き、 
今後発売が予定されている任天堂㈱のレボリューション、㈱ソニー・コンピュータエンタテインメントのＰＳ３ 
などの次世代機による今後の市場拡大が期待されております。また、携帯電話端末の機能向上による利用プラッ
トフォーム拡大や携帯電話向けゲームコンテンツの充実による市場の成長も期待されております。 
 このような環境の中で、当社はゲームソフトを中心としたデジタルエンターテインメントコンテンツの開発・ 
販売を行いました。その結果、当第１四半期会計期間の売上高は 512,630 千円、経常利益は 297,794 千円、第 1 
四半期純利益は 161,604 千円となりました。事業部門別の販売実績及び概況は以下の通りであります。 
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 ＜事業部門別販売実績＞                               （単位：千円） 

事業部門別 
当第1四半期会計期間 

 （自 平成17年10月 1日 
 至 平成17年12月31日） 

 前事業年度 
  （自 平成16年10月 1日 
  至 平成17年９月30日） 

ゲームソフト開発事業 478,327  1,169,778  

モバイルコンテンツ開発事業 34,302  93,496  

その他事業 －  41,941  

合計 512,630  1,305,216  

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前事業年度及び当第１四半期会計期間の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりであります。 
当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
 （自 平成16年10月 1日 
 至 平成17年９月30日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社トミー 291,865 61.0 390,772 29.9 

株式会社バンダイ 120,216 25.1 270,830 20.8 

株式会社ソニー・コンピュ
ータエンタテインメント 66,000 13.8 207,951 15.9 

キューエンターテインメン
ト株式会社 ※２ ※２ 195,000 14.9 

※１  前事業年度の総販売実績に対する割合が 10％未満であるため、記載しておりません。 

※２  当第１四半期会計期間の総販売実績に対する割合が 10％未満であるため、記載しておりませ

ん。- 

＜事業部門別概況＞ 

①ゲームソフト開発事業 

 ゲームソフト開発事業においては、人気テレビアニメやコミックのアクションゲームの開発を行い、３

タイトルの家庭用ゲームソフトの開発を完了しました。当社の開発するゲームソフトは、簡単な操作で爽

快な対戦プレイが楽しめ、原作のキャラクターやアニメの世界観を忠実に再現することで、原作アニメや

コミックファンを中心とした幅広いゲームユーザーの支持を得ております。当第１四半期に開発したゲー

ムソフトの販売状況が好調であったことからロイヤリティ収入が寄与し、ゲームソフト開発事業の当第１

四半期売上高は478,327千円となりました。 

②モバイルコンテンツ開発事業 

 モバイルコンテンツ開発事業においては、携帯電話機の機能向上に伴いBREWアプリに当社のオリジナル

アーケードシューティングゲームを移植した「忍者紅」や「バトルガレッガ」前編・後編等の公式コンテ

ンツを開発し既存サイトの拡充を図りました。11サイトによる64の携帯コンテンツ提供を行い、当第１四

半期売上高は34,302千円となりました。 

③その他事業 

 その他事業においては、当第１四半期会計期間における売上計上はありません。 
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(2) 財政状態の変動状況             （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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９月期第１四半期 1,653 1,071 64.8 19,696 11 
 17 年９月期第１四半期 － － － － － 
(参考)17 年 9 月期 1,092 484 44.3 9,612 00 

(注) １．平成 17 年９月期は第１四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期については、 記載 
     しておりません。 
    
 
(3) キャッシュ・フローの状況           （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 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９月期第 1四半期 △151 11 412 1,117 
17 年９月期第 1四半期 － － － － 
(参考)17 年９月期 528 △5 △8 844 

(注) １．平成 17 年９月期は第１四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期については、 記載 
      しておりません。 

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第１四半期末における総資産は、平成 17 年９月期末に比べ 560 百万円増加し、1,653 百万円となりました。 
また、株主資本は 587 百万円増加し、1,071 百万円となりました。これらの結果、株主資本比率は、64.8%となり 
ました。 
 現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の状況は、売上債権の増加や法人税等の支払等資金の減少要因が 
あり、営業キャッシュ・フローは 151,090 千円の支出となりましたが、東証マザーズへの上場に伴い株式の発行 
による収入 412,962 千円により財務活動によるキャッシュ・フローの増加があったことで、前事業年度に比べ 
273,394 千円増加し、当第１四半期末には 1,117,839 千円となりました。また、当第１四半期会計期間における 
各キャッシュ･フローは次のとおりであります。 
 
（営業活動によるキャッシュ･フロー） 
  当第１四半期会計期間において営業活動の結果支出した資金は、151,090 千円となりました。これは税引前第 
１四半期純利益が 295,437 千円と好調な業績を反映した増加要因がありましたが、売上債権の増加や法人税等の 
支払等の資金減少要因によるものです。 
 
（投資活動によるキャッシュ･フロー） 
 当第１四半期会計期間において投資活動の結果得られた資金は、11,522 千円となりました。これは主として有 
形固定資産の売却 11,400 千円の収入による資金増加要因によるものです。 
 
（財務活動によるキャッシュ･フロー） 
 当第１四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は、412,962 千円となりました。これは東証マザ 
ーズへの上場に伴う株式の発行による収入 412,962 千円によるものです。 
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３．平成 18 年 9月期の業績予想（平成 17 年 10 月 1 日 ～ 平成 18 年 9月 30 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 688 267 151 0 00 － － － － 

通     期 1,548 458 260 － － 1,000 00 1,000 00 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）4,778 円 70 銭 
(注) １．１株当たり予想当期純利益（通期）は、予定期末発行済株式数 54,408 株により算出しております。 
    
 

[業績予想に関する定性的情報等] 

 業績予想のうち売上高については 1,548 百万円と予想しております。当社の主力事業であるゲームソフト開発 
事業については、第１四半期において３タイトルが完了し、当社が得意とするアニメアクションジャンルのゲー 
ムソフトの販売が好調であったことより、ロイヤリティ収入を加えた累計売上が 478 百万円となりました。今後 
も、拡大が見込めるアニメキャラクターのアクションゲーム市場において、当社が得意とする 3D モーション制御 
技術等により、ゲームユーザーの求めるエンターテインメント性を高めたゲームソフトを開発してまいります。 
 モバイルコンテンツ開発事業においては、ゲームソフト開発事業で培ったエンターテインメント性やインター 
フェイスを活かし、新規コンテンツの投入や既存コンテンツの見直しを行い、会員数・ダウンロード数の増加を 
図ってまいります。 
 その他事業においては、自社キャラクター商品の販売を推進し、引き続き特許開発を行うことで将来への布石 
を打ち、総合コンテンツ企業として当該事業拡大による業績の拡大を図ります。 
 当第１四半期会計期間における業績としては、概ね計画通りであり、中間期及び通期においても概ね当初の予 
想通りに推移するものと考えているため、業績予想について修正はありません。   
 なお、業績予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき当社にて判断したものであります。 
予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績等は、環境の変化等により、上記予想数値と異なる場合 
があります。 
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〔添付資料〕 

４．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

  当第1四半期会計期間末 
（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9月30日） 

区分 注記
番号 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   1,117,839   844,444  

２．受取手形   11,917   －  

３．売掛金   298,540   69,218  

４．たな卸資産   155,690   103,959  

５．繰延税金資産   7,271   7,271  

６．その他  27,236  17,926  

流動資産合計  
 

1,618,496 97.9 
 

1,042,820 95.4 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産 ※1  4,091 0.2  18,499 1.7 

(2）無形固定資産   1,536 0.1  1,780 0.2 

(3）投資その他の資産  29,761 1.8  29,883 2.7 

固定資産合計  35,388 2.1 50,163 4.6 

資産合計  1,653,884 100.0 1,092,983 100.0 
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  当第1四半期会計期間末 
（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9月30日） 

区分 注記
番号 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   9,228   33,355  

２．未払法人税等   135,109   96,105  

３．前受金   356,317   361,200  

４．賞与引当金   6,071   －  

５．その他 ※2 75,532  117,800  

流動負債合計  
 

582,258 35.2 
 

608,462 55.7 

負債合計   582,258 35.2  608,462 55.7 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   200,059 12.1  30,059 2.7 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  261,309   5,809   

資本剰余金合計   261,309 15.8  5,809 0.5 

Ⅲ 利益剰余金        

１．第１四半期（当期）未処
分利益  610,257   448,653   

利益剰余金合計   610,257 36.9  448,658 41.1 

資本合計   1,071,626 64.8  484,521 44.3 

負債資本合計   1,653,884 100.0  1,092,983 100.0 
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（2）四半期損益計算書 

  
当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10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10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   512,630 100.0  1,305,216 100.0 

Ⅱ 売上原価   84,447 16.5  492,161 37.7 

売上総利益   428,183 83.5  813,055 62.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   106,196 20.7  443,863 34.0 

営業利益   321,986 62.8  369,191 28.3 

Ⅳ 営業外収益   44 0.0  237 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※1  24,236 4.7  15,985 1.2 

経常利益   297,794 58.1  353,443 27.1 

Ⅵ 特別利益 ※2  314 0.0  2,383 0.1 

Ⅶ 特別損失 ※3  2,671 0.5  430 0.0 

税引前第1四半期（当期）
純利益   295,437 57.6  355,396 27.2 

法人税、住民税及び事業
税 ※4 133,833   163,279   

法人税等調整額  － 133,833 26.1 2,802 166,081 12.7 

第1四半期（当期）純利
益   161,604 31.5  189,314 14.5 

前期繰越利益   448,653   259,338  

第1四半期（当期）未処
分利益   610,257   448,653  
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（3）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第1四半期（当期）純利益  295,437 355,396 

減価償却費  895 9,443 

賞与引当金の増減額（減少：△）  6,071 － 

受取利息及び受取配当金  － △ 2 

支払利息  － 196 

新株発行費  12,537 872 

固定資産売却益  △ 314 － 

固定資産売却損  2,671 － 

保険差益  － △ 2,383 

売上債権の増減額(増加：△）  △ 241,239 47,683 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △ 51,731 △ 52,426 

仕入債務の増減額（減少：△）  △ 24,127 31,255 

前払金の増減額（増加：△）  △ 5,932 △ 9,187 

前受金の増減額（減少：△）  △ 4,882 318,587 

未払金の増減額（減少：△）  △ 44,484 △ 426 

未払消費税等の増減額（減少：△）  8,600 △ 5,022 

その他  △ 9,763 △ 1,073 

小計  △ 56,260 692,913 

利息及び配当金の受取額  － 2 

利息の支払額  － △ 196 

保険金収入  － 3,840 

法人税等の支払額  △ 94,830 △ 167,922 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 151,090 528,636 
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当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  － △ 7,157 

有形固定資産の売却による収入  11,400 － 

無形固定資産の取得による支出  － △ 728 

投資有価証券の売却による収入  － 427 

関係会社株式の売却による収入  － 5,000 

その他  122 △ 3,011 

投資活動によるキャッシュ・フロー  11,522 △ 5,469 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

    長期借入金の返済による支出  － △ 17,698 

株式の発行による収入  412,962 9,883 

 新株発行による支出  － △ 637 

財務活動によるキャッシュ・フロー  412,962 △ 8,452 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）  273,394 514,714 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  844,444 329,730 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末
(期末)残高 ※1 1,117,839 844,444 
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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 
当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

① その他有価証券 

 時価のあるもの 

四半期決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直入

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。 

 

(1）有価証券 

① 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 仕掛品 

個別法による原価法を採用して

おります。 

(2）たな卸資産 

① 仕掛品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法（ただし、建物については定

額法）を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物 ６～10年 

工具器具備品 ５～15年 

 

(1）有形固定資産 

定率法（ただし、建物については定

額法）を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物 ６～10年 

車両運搬具 ５～６年 

工具器具備品 ５～15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ェアにつ

いては、社内における利用可能期間（5

年）に基づいております。 

 

(2）無形固定資産 

同左 
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項目 
当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

 なお、当第１四半期会計期間末にお

いては、計上はありません。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

 なお、当事業年度末においては、 

計上はありません。 

 

 

 

 

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 

５．四半期キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における

資金の範囲 

 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 

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方法 

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方法 

同左 
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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の変更 
当第1四半期会計期間 

（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

（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（「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）が平成17年4月1日以降に適用されたことに伴い、

当第１四半期会計期間から同会計基準及び同適用指針を

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 

当第1四半期会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

 「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

以降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1,275千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益が1,275千円

減少しております。 

 

 

 

 

（4）注記事項等 

（四半期貸借対照表関係） 

当第1四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年9月30日） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 13,600千円 ※1 有形固定資産の減価償却累計額 39,102千円 

  

※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、流

動負債の「その他」に含めて表示しております。 

※2 

  



 
 

 -13- 

 

（四半期損益計算書関係） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

※1 営業外費用のうち主要なもの 
      新株発行費      12,537 千円 

上場関連費用       11,698 千円 
 

※1 営業外費用のうち主要なもの 
      新株発行費         872 千円 
      上場関連費用      14,792 千円 

※2 特別利益のうち主要なもの 
     車両売却益   314 千円 

 
 

 ※3 特別損失のうち主要なもの 
車両売却損    2,671 千円 

 

※2 特別利益のうち主要なもの 
      保険差益         2,383 千円 

 
 

※3 特別損失のうち主要なもの 
会員権退会損         430 千円 
 

※4 税効果会計 
      税効果会計の適用に当たり「簡便法」を採用して
   おりますので、法人税等調整額を含めた金額で、
   一括掲記しております。 
 

※4 

5 減価償却実施額 

 有形固定資産   651千円 

      無形固定資産    244千円 

5 減価償却実施額 
有形固定資産      8,122 千円 
無形固定資産            1,320千円 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

※ 1 現金及び現金同等物の第1四半期末残高と四半期貸

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12月31日現在） 

現金及び預金勘定     1,117,839千円 

現金及び現金同等物      1,117,839千円 

 

※ 1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成17年 9月30日現在） 

現金及び預金勘定      844,444千円 

現金及び現金同等物      844,444千円 

 

 

（リース取引関係） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

内容の重要性が乏しく、契約一件当たりの金額が 
少額なリース取引のため財務諸表等規則第 8条の
６第 6項の規定により記載を省略しております。 

 

同左 
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（有価証券関係） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第1四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年9月30日）  

四半期貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,000 1,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成 17 年 10 月 1 日至 平成 17 年 12 月 31 日） 

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

前事業年度（自 平成 16 年 10 月 1 日至 平成 17 年 9 月 30 日） 

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

 

（持分法損益等） 

当第 1四半期会計期間（自 平成 17 年 10 月 1 日至 平成 17 年 12 月 31 日） 

  当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 16 年 10 月 1 日至 平成 17 年 9 月 30 日） 

  当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年 9月30日） 

 
１株当たり純資産額 19,696.11円 

１株当たり第１四半期純利益金額 3,150.24円 

  

 
１株当たり純資産額 9,612.00円 

１株当たり当期純利益金額 3,775.95円 
  

潜在株式調整後１株当たり第１四
半期純利益金額 

3,083.99円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に 
ついては、新株予約権残高がありますが、当社株式は 
非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中 
平均株価が把握できませんので記載しておりません。 
 当社は、平成17年1月6日付で株式1株につき100株の 

株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前 
期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における 
1 株当たり情報については、以下のとおりとなります。 
 

前事業年度 

１株当たり純資産額             5,701.77円 

１株当たり当期純利益金額    3,446.93円 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 
 

 （注） １株当たり第 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。 

 
当第１四半期会計期間 

（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月 1日 
至 平成17年９月30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） 161,604 189,314  

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 （うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

 普通株式に係る第１四半期（当期）純利益（千円） 161,604 189,314  

 期中平均株式数（株） 51,299 50,137 

   

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（千円） － － 

 普通株式増加数（株） 1,102 － 

 （うち、新株予約権（株））       （1,102）        （－） 

 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）純利益金額の算定に含ま 

 れなかった潜在株式の概要 
 

－ 
 

商法第280条ノ20及び第280

条ノ21の規定に基づく新株

予約権                     

                  1,192個 
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（重要な後発事象） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成17年10月 1日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
 （自 平成16年10月 1日 
 至 平成17年９月30日） 

―――――― 

１．（当社上場について) 
当社株式は、平成 17 年 11 月４日に株式会社東京証券
取引所の承認を得て、平成 17 年 12 月７日にマザーズ市
場へ上場いたしました。当社は上場にあたり、平成 17
年 11 月４日及び平成 17年 11 月 17 日開催の取締役会に
おいて、下記のとおり新株式発行を決議いたしました。
なお、下記①公募増資による新株式発行は、平成 17
年 12 月６日に払込が完了し、この結果、平成 17 年 12
月 6 日付で資本金は 157,559 千円、発行済株式総数は
53,408 株となっております。 
①公募増資による新株式発行 
（１）募集の方法   ブックビルディング方式による一
           般募集          

                         
（２）募集する株式の種類及び数 普通株式 3,000 株 
（３）発行価格   １株につき  115,000 円 
一般募集は、この価格にて行いました。 
（４）引受価額   １株につき  106,375 円 
この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払
込金として受け取った金額であります。 
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人
の手取金となります。 
（５）発行価額   １株につき  85,000 円 

（資本組入額 42,500 円） 
（６）発行価額の総額      255,000 千円 
（７）払込金額の総額      319,125 千円 
（８）資本組入額の総額     127,500 千円 
（９）払込期日    平成 17 年 12 月６日 
（10）配当起算日   平成 17 年 10 月１日 
（11）資金の使途  設備投資資金、運転資金 
 ②第三者割当増資による新株式発行 
（１）発行する株式の種類及び数 普通株式 1,000 株 
（２）割当価格   １株につき  106,375 円 
（３）発行価額   １株につき  85,000 円 

（資本組入額 42,500 円） 
（４）発行価額の総額      85,000 千円 
（５）払込金額の総額      106,375 千円 
（６）資本組入額の総額     42,500 千円 
（７）申込期日     平成 17 年 12 月 28 日 
（８）払込期日     平成 17 年 12 月 28 日 
（９）配当起算日    平成 17 年 10 月  1 日 
（10）割当先     日興シティグループ証券株式会社
（11）資金の使途   設備投資資金、運転資金 
 

 

 

 


