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平成 18 年８月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 
  平成 18 年７月 14 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） ３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３四半期財務・業績の概況（平成 17 年９月１日～平成 18 年 5 月 31 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３四半期 2,042 （46.0） △253 （ ― ） △260 （ ― ） △281  （ ― ）
17 年８月期第３四半期 1,398 （ ― ） 97 （ ― ） 43 （ ― ）△1,702 （ ― ）
(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３四半期 △6,314    29   ―  ―

17 年８月期第３四半期 △45,653    58 ―  ―

(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３四半期より連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期の対前年同

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３四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。 

一方で各プロジェクトの規模は徐々に大型化していく傾向にあり、プロジェクト管理のための人的
コストの増加やプロジェクトのカットオーバーの時期により、収益の変動幅が増大しております。 
開発人員の確保につきましては、当第３四半期より当社札幌拠点が本格稼動に入る等、一定の成果を
あげているものの、全体としては引き続き開発リソースが逼迫する状態が続いており、人員採用コス
トも上昇しております。 
この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は 2,042 百万円（前年同期比 46.0％増）、経常損失は

260 百万円（前年同期は 43 百万円の利益）、第３四半期純損失は 281 百万円（前年同期は 1,702 百万
円の損失）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売上に寄与してお
ります。しかしながら昨今プロジェクトの規模が大型化、長期化する傾向にあり、カットオーバーの
時期によって収益の変動が大きくなる傾向にあります。またシステムの大規模化に伴い顧客からの要
求レベルも高度化しており、当社としましては開発体制の見直しと整備を図っている状況にあります。 
この結果、当事業の売上高は 967 百万円（前年同期比 61.2％増）、営業利益は 89 百万円（前年同期

比 2.1％減）となりました。 
 
（プロダクツ事業） 

当第３四半期におきましては、完成が遅れていました新製品のリリースが順次進み、OEM 供給の開
始等、徐々に販売が始まっております。当社の強みであるハードウエアプロダクトを絡めた開発案件も
増加しており、今後はハードウエア開発チームの増強を図っていく方針であります。 

この結果、当事業の売上高は 460 百万円（前年同期比 17.0％減）、営業利益は 146 百万円（前年同
期比 43.1％減）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、当社開発リソースの逼迫により他の事業へのリソース配分
を優先した結果、当事業の売上高は 112 百万円（前年同期比 32.5％減）、営業利益は 40 百万円（前年
同期比 54.8％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、子会社の株式会社インクルーズによるモバイル向け広告事業を中心
としたものであり、当事業の売上高は 502 百万円（前年同期比 549.4％増）、営業損失は 22 百万円（前
年同期は 4 百万円の利益）となりました。広告需要につきましては全体として堅調に推移しており、
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３四半期 6,105 5,487 89.9 122,681    56
17 年８月期第３四半期 6,580 3,895 59.2 97,278  63
(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３四半期 △302 △1,014 19 1,934
17 年８月期第３四半期 14 △2,992 5,189 3,968
(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３四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 1,292 百万円減少し（前年同期は 2,211 百万円の増加）、当第３四半期連結会計期間末には、1,934
百万円となりました。 
 また、当第３四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３四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は 302 百万円（前年同期は 14 百万
円の増加）となりました。これは主に、売上債権の減少額 163 百万円等の増加要因があったものの、
税金等調整前第３四半期純損失 286 百万円、法人税等の支払額 165 百万円等の減少要因によるもので
あります。 

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四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 1,014 百万円（前年同期は 2,992
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 797 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３四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 19 百万円（前年同期は 5,189 百
万円の増加）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出 97 百万円等の減少要因があっ
たものの、長期借入れによる収入 100 百万円及び少数株主の払込による収入 57 百万円等の増加要因に
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

通     期 3,100 △86 △123
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△2,750 円 20 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 18 年４月 13 日に発表しましたとおり、売上高

3,100 百万円、経常損失 86 百万円、当期純損失 123 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３四半期 
連結会計期間末 

（平成17年５月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成18年５月31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  3,968,510 1,934,023   3,226,588

 ２．受取手形及び売掛

金 
 341,599 383,690   545,111

 ３．たな卸資産  54,322 150,478   51,583

 ４．その他  38,418 94,905   43,360

   貸倒引当金  △16,378 △17,283   △16,901

  流動資産合計  4,386,471 66.7 2,545,814 41.7  3,849,743 58.2

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産 ※ 265,932 302,708   263,363

 ２．無形固定資産    

  （1）連結調整勘定  ― 213,934  ― 

 （2）その他  133,698 133,698 187,893 401,828  152,710 152,710

 ３．投資その他の資産    

  （1）投資有価証券  1,680,081 2,753,386  2,262,196 

 （2）その他  114,246 1,794,327 101,281 2,854,667  91,334 2,353,530

  固定資産合計  2,193,959 33.3 3,559,204 58.3  2,769,605 41.8

  資産合計  6,580,430 100.0 6,105,018 100.0  6,619,348 100.0
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前第３四半期 
連結会計期間末 

  （平成17年5月31日） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成18年５月31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   117,999 169,527   131,590

２. 短期借入金   163,835 75,000   115,334

 ３．１年内返済予定長

期借入金 
  31,857 30,288   29,760

 ４．賞与引当金   7,771 1,285   8,843

 ５．その他   134,157 96,759   285,753

  流動負債合計   455,620 6.9 372,860 6.1  571,281 8.6

Ⅱ 固定負債     

 １．転換社債型新株予

約権付社債 
  1,910,000 ―   900,000

 ２．長期借入金   102,183 97,235   95,610

 ３．退職給付引当金   14,222 16,882   14,655

 ４．その他   203,077 83,648   118,524

固定負債合計   2,229,482 33.9 197,766 3.2  1,128,789 17.1

  負債合計   2,685,102 40.8 570,627 9.3  1,700,070 25.7

（少数株主持分）     

  少数株主持分   ― ― 46,477 0.8  ― ―

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   2,301,286 35.0 3,261,859 53.4  2,806,287 42.4

Ⅱ 資本剰余金   2,579,413 39.2 3,536,567 57.9  3,084,412 46.6

Ⅲ 利益剰余金   △1,292,182 △19.6 △1,467,873 △24.0  △1,185,909 △17.9

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  297,772 4.5 123,779 2.0  187,063 2.8

Ⅴ 為替換算調整勘定   22,884 0.3 48,151 0.8  41,550 0.6

Ⅵ 自己株式   △13,845 △0.2 △14,570 △0.2  △14,127 △0.2

  資本合計   3,895,328 59.2 5,487,914 89.9  4,919,277 74.3

  負債、少数株主持分

及び資本合計 
  6,580,430 100.0 6,105,018 100.0  6,619,348 100.0
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（2）四半連結損益計算書 

  

前第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
   至 平成17年５月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年５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   1,398,621 100.0 2,042,511 100.0  2,314,889 100.0

Ⅱ 売上原価   869,208 62.2 1,386,258 67.9  1,275,974 55.1

売上総利益   529,412 37.8 656,252 32.1  1,038,914 44.9

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
※１  432,303 30.9 909,361 44.5  686,309 29.7

営業利益又は営業

損失(△) 
  97,109 6.9 △253,108 △12.4  352,605 15.2

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  576 457  657 

 ２．受取配当金  275 600  277 

 ３．為替差益  ― 918  ― 

 ４．その他  138 990 0.1 1,605 3,580 0.2 711 1,646 0.1

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息  1,302 5,957  3,124 

 ２．創立費償却  ― 971  ― 

 ３．開業費償却  3,990 ―  4,110 

 ４．新株発行費  11,811 3,278  17,144 

 ５．社債発行費  7,380 ―  7,380 

 ６．企業買収関連費用  12,793 ―  12,793 

 ７．為替差損  17,140 ―  30,782 

 ８．その他  1 54,419 3.9 392 10,600 0.5 1 75,335 3.3

経常利益又は経常

損失(△) 
  43,679 3.1 △260,128 △12.7  278,915 12.0

Ⅵ 特別利益     

 １．固定資産売却益 ※２ 19,650 ―  19,650 

２．貸倒引当金戻入益  ― ―  512 

 ３．持分変動利益  ― 9,000  ― 

 ４．その他  160 19,810 1.4 ― 9,000 0.4 ― 20,162 0.9

Ⅶ 特別損失     

 １．固定資産除却損 ※３ ― 2,654  297 

 ２．本社移転費用  23,850 ―  23,850 

 ３．関係会社出資金評

価損 
 ― 9,496  23,174 

 ４．固定資産臨時償却

費 
※４ ― 11,514  ― 

 ５. 事務所移転費用  ― 12,050  ― 

 ６．連結調整勘定償却

額 
 1,713,705 1,737,555 124.2 ― 35,715 1.7 1,713,705 1,761,027 76.1

税金等調整前第３

四半期（当期）純損

失 

  1,674,065 △119.7 286,844 △14.0  1,461,949 △63.2
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前第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
   至 平成17年５月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
  至 平成18年５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

（％）

法人税、住民税及び

事業税 
 20,021 13,687  151,849 

法人税等調整額  8,516 28,538 2.0 △17,044 △3,357 △0.2 △17,467 134,381 5.8

少数株主損失  ― ― 1,522 0.0 ― ―

第３四半期（当期）

純損失 
 

 
1,702,604 △121.7 281,964 △13.8 

 
1,596,331 △69.0
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（3）四半期連結剰余金計算書 

  

前第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成16年９月１日  
至 平成17年５月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年５月31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 
 1,548,942 1,548,942 452,155 452,155 2,053,941 2,053,941

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末  

（期末）残高 
 2,579,413 3,536,567 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 利益剰余金減少高   

 １．第３四半期（当期）純損

失 
 1,702,604 1,702,604 281,964 281,964 1,596,331 1,596,331

Ⅲ 利益剰余金第３四半期末  

（期末）残高 
 △1,292,182 △1,467,873 △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３四半期 
連結会計期間 

（自 平成16年９月１日
至 平成17年５月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年５月31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３四半期（当期）

純損失 
 △1,674,065 △286,844 △1,461,949

減価償却費  26,041 83,005 43,519

連結調整勘定償却額  1,713,705 32,913 1,713,705

貸倒引当金の増減額  1,070 382 1,593

賞与引当金の増減額  523 △7,557 1,595

退職給付引当金の増減額  2,062 2,227 2,495

受取利息及び受取配当金  △851 △1,294 △934

支払利息  1,302 5,957 3,124

為替差損益  △132 ― △367

新株発行費  11,811 3,278 17,144

社債発行費  7,380 ― 7,380

開業費償却  3,990 ― 4,110

企業買収関連費用  12,793 ― 12,793

固定資産臨時償却費  ― 11,514 ―

関係会社出資金評価損  ― 9,496 23,174

本社移転費用  18,415 ― 18,415

事務所移転費用  ― 7,131 ―

売上債権の増減額  4,244 163,680 △199,267

たな卸資産の増減額  9,943 △98,609 12,682

仕入債務の増減額  △27,641 37,937 △14,050

未収消費税等及び未払消費税等

の増減額 
 △25,048 △14,470 △11,577

その他  61,880 △80,870 66,414

  小計  147,424 △132,123 240,000

利息及び配当金の受取額  853 1,215 936

利息の支払額  △1,460 △6,501 △3,500

法人税等の支払額  △132,436 △165,457 △133,836

  営業活動によるキャッシュ・フロー  14,381 △302,866 103,599
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前第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成16年９月１日
至 平成17年５月31日）

当第３四半期 
連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年５月31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  △963,781 △797,890 △1,731,796

投資有価証券の売却による収入  ― 200,000 ―

連結範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による支出 
 △1,185,474 △226,447 △1,185,474

有形固定資産の取得による支出  △234,743 △55,730 △240,536

無形固定資産の取得による支出  △83,730 △44,003 △84,155

営業譲受による支出  △450,000 △45,000 △450,000

企業買収関連費用の支出  △12,793 ― △12,793

敷金保証金の差入による支出  △46,073 △43,327 △46,073

敷金保証金の回収による収入  330 21,163 3,706

その他  △16,604 △23,760 △14,336

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,992,870 △1,014,995 △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  105,501 △40,334 57,000

長期借入れによる収入  110,000 100,000 110,000

長期借入金の返済による支出  △12,513 △97,847 △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  ― 57,000 ―

株式の発行による収入  13,126 7,599 13,126

自己株式の取得による支出  △8,045 △443 △8,327

その他  △10,815 △6,573 △16,147

  財務活動によるキャッシュ・フロー  5,189,874 19,401 5,127,088

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  132 5,895 367

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  2,211,518 △1,292,565 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３四半期末

（期末）残高 
※ 3,968,510 1,934,023 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３四半期連結会計期間
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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 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、当第３

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。 

(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、当第３四半

期連結会計期間において

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、

第３四半期純損失及び利

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 ７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 

(株)インクルーズ 

(有)Mobile１ 

(有)１８ 

(株)コネクトリプロ 

(有)Mobile１、(有)１

８については、当第３四

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。 

(株)コネクトリプロに

ついては、当第３四半期

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。 

なお、スカイメディア

(株)は、平成18年２月13

日に社名変更し、(株)イ

ンクルーズとなっており

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）

   同左 

（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３四半期純損失及

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。 

同左 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３四半期連結会計期間
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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(決算日)等に

関する事項 

連 結 子 会 社 の う ち

Winnow Technologies Inc．

の第３四半期決算日は３

月31日、スカイメディア

(株)の第３四半期決算日

は４月30日であります。四

半期連結財務諸表の作成

にあたっては、第３四半期

決算日現在の財務諸表を

使用し、第３四半期連結決

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３四半期決算日は

12月31日であります。四半

期連結財務諸表の作成に

あたっては、第３四半期連

結決算日現在で実施した

仮決算に基づく四半期財

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３四半期決

算日は、第３四半期連結決

算日と一致しております。

 

連結子会社のうち

Winnow Technologies Inc．

の第３四半期決算日は３

月31日、(株)インクルーズ

の第３四半期決算日は４

月30日であります。四半期

連結財務諸表の作成にあ

たっては、第３四半期決算

日現在の財務諸表を使用

し、第３四半期連結決算日

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３四半期決算日は

12月31日、(有)Mobile１の

第３四半期決算日は６月

30日、(有)１８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

表の作成にあたっては、第

３四半期連結決算日現在

で実施した仮決算に基づ

く四半期財務諸表を使用

しております。 

なお、(株)NTCホールデ

ィングス及び(株)コネク

トリプロの第３四半期決

算日は、第３四半期連結決

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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

第３四半期連結決算

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 

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 

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３四半期連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間 

 （自 平成17年９月１日 

至 平成18年５月31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.商品 

────── 

 

 

b.原材料 

────── 

 

 

C.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 

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 創立費 

────── 

 

② 開業費 

支出時に全額費用処

理しております。 

 

② たな卸資産 

a.商品 

先入先出法による原

価法を採用しておりま

す。 

b.原材料 

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

c.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      ３～40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 創立費 

   支出時に全額費用処

理しております。 

② 開業費 

────── 

 

 

② たな卸資産 

a.商品 

────── 

 

 

b.原材料 

────── 

 

 

c.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 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

③ 長期前払費用 

同左 

 

(ハ) 繰延資産の処理方法 

① 創立費 

────── 

 

② 開業費 

支出時に全額費用処

理しております。 
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項目 

 

前第３四半期連結会計期間

（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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 新株発行費 

支出時に全額費用処

理しております。 

④ 社債発行費 

支出時に全額費用処

理しております。 

(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 

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３

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に

備えるため、当第３四

半期連結会計期間末の

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。 

③ 新株発行費 

同左 

 

④  社債発行費 

────── 

 

(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 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

③ 退職給付引当金  

同左 

 

③ 新株発行費 

同左 

 

④ 社債発行費 

支出時に全額費用処

理しております 

(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 

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。 

なお、在外連結子会

社においては、主とし

て通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処

理を採用しておりま

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。



 16

 

項目 

 

前第３四半期連結会計期間

（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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）

 (ヘ) その他四半期連結財務

諸表作成のための基本

となる重要な事項 

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 

消費税等の会計処理 

同左 

 

(ヘ) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５．四半期連結キャッシ

ュ･フロー計算書(連

結キャッシュ・フロ

ー計算書)における

資金の範囲 

 

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３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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３四半期連結会計期

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9,127千円増加し、営業利益及び経

常利益が9,127千円減少し、税金等調

整前第３四半期純損失が9,127千円

増加しております。 

    ────── （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３四半期連結会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年５月31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 

             38,366千円 

※有形固定資産の減価償却累計額 

        95,259千円 

※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３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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     63,995千円 

給与手当     115,438千円 

支払手数料    66,025千円 

旅費交通費    23,689千円 

研究開発費    54,612千円 

貸倒引当金繰入額 1,230千円 

賞与引当金繰入額 1,248千円 

※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     106,356千円 

給与手当     222,627千円 

支払手数料    113,233千円 

研究開発費    127,308千円 

貸倒引当金繰入額   382千円 

退職給付費用     206千円 

連結調整勘定償却額32,913千円 

※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 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 

※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 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

ソフトウェア   2,654千円 

※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 

※４    ────── ※４ 固定資産臨時償却費の内容は

次のとおりであります。 

ソフトウェア   11,514千円 

※４    ────── 
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（四半期連結キャッシュ･フロー計算書関係） 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

至 平成17年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31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３

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５月31日現在） 

現金及び預金勘定 3,968,510千円 

現金及び現金同等物 3,968,510千円 
 

※  現金及び現金同等物の第３

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18年５月31日現在）

現金及び預金勘定 1,934,023千円

現金及び現金同等物 1,934,023千円
 

※  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３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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３四半

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３四半期末残高

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３四

半期末

残高相

当 額 

（千円） 

工具器 
具備品 

34,269 17,143 17,126 

合計 34,269 17,143 17,126 
 

 

取得価

額相当

額 

 

（千円）

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

第３四

半期末

残高相

当 額

（千円）

工具器
具備品

24,761 14,819 9,942

合計 24,761 14,819 9,942
 

 

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３四半期末残

高相当額 

②未経過リース料第３四半期末残

高相当額等 

未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

②未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 7,373千円

１年超 10,427千円

合 計 17,801千円
 

 
１年内 6,331千円

１年超 4,175千円

合 計 10,507千円
 

 
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 5,087千円

減価償却費相当額 4,473千円

支払利息相当額 520千円
 

 
支払リース料 5,624千円

減価償却費相当額 5,144千円

支払利息相当額 346千円
  

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３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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３

四半期末残高 

 取得価

額 

 

（千円）

減価償

却累計

額 

（千円）

第３四

半期末

残高

（千円）

工具器
具備品

100,000 29,898 70,101

合計 100,000 29,898 70,101

 

②未経過リース料第３四半期末残高

相当額 
 

１年内 33,025千円

１年超 40,695千円

合 計 73,721千円

 
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 27,000千円

減価償却費 26,823千円

受取利息相当額 3,303千円

 

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３四半期連結会計期間末（平成 17 年５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） 

四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

株式 115,000 616,300 501,300

合計 115,000 616,300 501,300

 

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） 1,063,781

 

当第３四半期連結会計期間末（平成 18 年５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） 

四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

株式 115,000 323,700 208,700

合計 115,000 323,700 208,700

 

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 2,409,686

   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３四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年５月 31 日）、当第３四半期連結会計期間（自平

成 17 年９月１日 至平成 18 年５月 31 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３四半期連結会計期間（自 平成 16 年９月１日 至 平成 17 年５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 600,145 554,854 166,247 77,373 1,398,621 ― 1,398,621

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 600,145 554,854 166,247 77,373 1,398,621 ― 1,398,621

営業費用 508,342 297,626 76,478 72,827 955,275 346,236 1,301,512

営業利益 91,803 257,227 89,769 4,546 443,346 △346,236 97,109

（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、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 
 当第３四半期 

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 
346,236

 
当社の管理部門に係る費用であります。 
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当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年９月１日 至 平成 18 年５月 31 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 
967,275 460,472 112,299 502,464 2,042,511 ― 2,042,511

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

7,627 19,000 ― 2,850 29,477 △29,477 ―

計 974,902 479,472 112,299 505,314 2,071,988 △29,477 2,042,511

営業費用 884,983 333,097 71,713 528,231 1,818,026 477,594 2,295,620

営業利益 89,919 146,374 40,585 △22,916 253,962 △507,071 △253,108

（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３四半期 

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 
488,071

 
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 
512,600

 
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３四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年５月 31 日）、当第３四半期連結会計期間

（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年５月 31 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３四半期連結会計期間（自平成 16 年９月１日 至平成 17 年５月 31 日）、当第３四半期連結会計期間

（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年５月 31 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３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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 

97,278.63円 122,681.56円 116,706.06円

１株当たり第３四半期純損失金額 １株当たり第３四半期純損失金額 １株当たり当期純損失金額 

45,653.58円 6,314.29円 41,711.25円

なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四半期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

り第３四半期純損失であるため記載

しておりません。 

同左 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、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３四半期(当期)純損失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９月１日 

  至 平成17年５月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年５月31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３四半期（当

期）純損失金額 
   

第３四半期（当期）純損

失（千円） 
1,702,604 281,964 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３四半

期（当期）純損失 

（千円） 

1,702,604 281,964 1,596,331 

普通株式の期中平均株式

数（株） 
37,294 44,655 38,271 

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり第３四半期（当期）純

損失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

（新株予約権の目的とな

る株式の数3,687株）、新

株予約権３種類（新株予約

権の目的となる株式の数

2,811株） 

新株予約権４種類（新株予

約権の目的となる株式の

数2,720株） 

新株予約権付社債１種類

（新株予約権の目的となる

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３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31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． 連結子会社の合併 

（1）有限会社Mobile1と有限会社

１８の合併 

当社の連結子会社である

有限会社Mobile1と有限会社

１８は、平成18年６月23日に

合併契約書を締結し、本合併

契約書について同日に開催

された両社の臨時株主総会

においてそれぞれ承認可決

されました。その内容は以下

のとおりであります。 

①合併の目的 

グループ会社間の事業

を見直し、重複している業

務等の再編を図ることで、

経営資源の集中化を行い、

機動的なグループ戦略及

びグループ会社管理等を

行うためであります。 

②合併の要旨 

a.商号  

株式会社Mobile1 

b.合併の方法 

新会社を設立し、有限

会社Mobile1（以下、甲）

及び有限会社１８（以下、

乙）の権利義務全部を承継

して存続し、甲及び乙は解

散します。 

c.合併効力発生予定日  

平成18年８月１日 

 d.合併に際して発行する株

式 

甲及び乙の株主に対し

普通株式60株を発行しま

す。 

（2）株式会社インクルーズと株

式会社NTCホールディングス

の合併 

当社の連結子会社であ

る株式会社インクルーズ

と株式会社NTCホールディ 

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。 

 



 30

 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31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） 

    ────── ングスは、平成18年６月27

日に合併契約書を締結し、

本合併契約書について同

日に開催された両社の臨

時株主総会においてそれ

ぞれ承認可決されました。

その内容は以下のとおり

であります。 

①合併の目的 

グループ会社間の事業

を見直し、重複している業

務等の再編を図ることで、

経営資源の集中化を行い、

機動的なグループ戦略及

びグループ会社管理等を

行うためであります。 

②合併の要旨 

a.商号  

株式会社インクルーズ 

b.合併の方法 

株式会社インクルーズ

を存続会社とし、株式会社

NTCホールディングスを消

滅会社とします。 

c.合併効力発生日  

平成18年８月14日 

d.合併に際して交付する株

式及びその割当 

       株式会社NTCホールディ

ングスの普通株式1.5株に

つき、株式会社インクルー

ズの普通株式１株を割当

交付します。 

(2）新株予約権発行の要領 

  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３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31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３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31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３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31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３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31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 その他の消却事由及び

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３四半期連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年５月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31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３四半期財務・業績の概況（個別） 
  平成18年７月14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３四半期財務・業績の概況（平成17年９月１日～平成18年５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      
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３四半期 970 （△13.0） △149 （―） △141  （―） △154 （―）

17年８月期第３四半期 1,114 （13.3） 115 （△50.9） 87 （△57.7） 35 （△70.7）

(参考)17年８月期 1,681 344 313 153 

 

 
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３四半期 △3,456    10 ―    ―

17年８月期第３四半期 947    86 849    54

(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３四半期 7,457 7,316 98.1 163,564    92

17年８月期第３四半期 7,805 5,610 71.9 140,109    34

(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

期末  

 百万円 百万円 百万円 円   銭 円   銭

通     期 1,400 △35 △38      0   00      0   00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）△849円48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。 



 

 - 37 -

４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年５月31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  3,520,565 1,609,196 2,899,513 

  ２．受取手形  708 ― 708 

 ３．売掛金  234,164 191,202 383,365 

 ４．たな卸資産  31,471 90,531 19,381 

 ５．その他 ※２ 32,731 202,196 29,490 

   貸倒引当金  △1,460 △1,147 △2,335 

  流動資産合計   3,818,181 48.9 2,091,980 28.1  3,330,124 42.2

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産 ※１ 242,567 221,098 241,467 

 ２．無形固定資産  132,346 177,494 150,971 

 ３．投資その他の資産    

  （1）投資有価証券  1,680,081 2,753,386 2,262,196 

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

 （3）関係会社社債  450,000 544,064 450,000 

 （4）その他  82,346 219,869 58,864 

  計  3,612,427 4,967,319 4,171,060 

  固定資産合計   3,987,342 51.1 5,365,912 71.9  4,563,498 57.8

  資産合計   7,805,523 100.0 7,457,892 100.0  7,893,622 100.0
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前第３四半期会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年５月31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  37,397 45,466 46,056 

 ２．未払法人税等  22,835 5,124 132,000 

 ３．その他  21,815 21,823 69,959 

  流動負債合計   82,048 1.0 72,414 1.0  248,016 3.1

Ⅱ 固定負債    

 １．転換社債型新株予

約権付社債 
 1,910,000 ― 900,000 

 ２．その他  203,077 68,728 118,524 

  固定負債合計   2,113,077 27.1 68,728 0.9  1,018,524 12.9

  負債合計   2,195,125 28.1 141,143 1.9  1,266,540 16.0

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,301,286 29.5 3,261,859 43.7  2,806,287 35.6

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金  2,576,563 3,533,717 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   2,579,413 33.1 3,536,567 47.4  3,084,412 39.1

Ⅲ 利益剰余金    

１． 第３四半期（当期） 

未処分利益 
 445,771 409,112 563,445 

  利益剰余金合計   445,771 5.7 409,112 5.5  563,445 7.1

Ⅳ その他有価証券評価 

差額金 
  297,772 3.8 123,779 1.7  187,063 2.4

Ⅴ 自己株式   △13,845 △0.2 △14,570 △0.2  △14,127 △0.2

  資本合計   5,610,398 71.9 7,316,749 98.1  6,627,081 84.0

  負債資本合計   7,805,523 100.0 7,457,892 100.0  7,893,622 100.0
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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９月１日 

  至 平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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   1,114,432 100.0 970,045 100.0  1,681,792 100.0

Ⅱ 売上原価   653,337 58.6 613,964 63.3  826,839 49.2

   売上総利益   461,095 41.4 356,080 36.7  854,953 50.8

Ⅲ 販売費及び一般管理 

  費 
  345,814 31.0 505,340 52.1  510,644 30.3

営業利益又は営業

損失（△） 
  115,280 10.4 △149,259 △15.4  344,308 20.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  4,511 0.4 11,174 1.1  6,470 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  32,084 2.9 3,278 0.3  37,318 2.2

経常利益又は経常

損失（△） 
  87,708 7.9 △141,364 △14.6  313,461 18.6

Ⅵ 特別利益 ※３  ― ― 1,188 0.1  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※４  23,850 2.2 23,665 2.4  47,024 2.8

税引前第３四半期

（当期）純利益又

は税引前第３四半

期純損失（△） 

  63,858 5.7 △163,842 △16.9  266,436 15.8

   法人税、住民税及 

   び事業税 
 19,991 2,645 124,364 

   法人税等調整額  8,516 28,508 2.5 △12,155 △9,509 △1.0 △10,951 113,413 6.7

第３四半期（当期）

純利益又は第３四

半期純損失（△） 

  35,349 3.2 △154,332 △15.9  153,023 9.1

   前期繰越利益   410,421 563,445  410,421

   第３四半期（当期） 

   未処分利益 
  445,771 409,112  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３四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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３四半期決算日の

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 

────── 

 

 

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 

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

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、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 

定額法を採用しており

ます。 

（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      ３～15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 

（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、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３四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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 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 

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３四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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３四半期会計期間より、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。 

────── 

 

 

追加情報 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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３四半期会計

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9,127千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前第３四半期純利益

が、9,127千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３四半期会計期間末 
（平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年５月31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 

              13,882千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

         59,014千円 

※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、流動資

産の「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３四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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       635千円 

   受取配当金     3,581千円 

 

 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

     新株発行費     11,811千円 

社債発行費     7,380千円 

企業買収関連費用12,793千円  

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   受取利息     2,852千円 

   受取配当金       600千円 

有価証券利息   5,665千円 

為替差益      958千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

     新株発行費      3,278千円 

 

 

※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     ────── ※３ 特別利益の内訳 

   貸倒引当金戻入益 1,188千円 

 

※３     ────── 

※４ 特別損失の内訳 

   本社移転費用  23,850千円 

 

※４ 特別損失の内訳 

   関係会社出資金評価損 

           9,496千円 

   固定資産除却損  2,654千円 

   固定資産臨時償却費 

           11,514千円 

 

※４ 特別損失の内訳 

   本社移転費用  23,850千円 

     関係会社出資金評価損 

           23,174千円 

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産     6,378千円 

 無形固定資産   18,170千円 

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産    38,453千円 

 無形固定資産   50,106千円 

５ 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３四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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３四半期

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３四半期末残高相当

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３四

半期末

残高相

当 額 

（千円） 

工具器 
具備品 

25,491 16,095 9,395 

合計 25,491 16,095 9,395 
 

 

取得価

額相当

額 

 

（千円）

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

第３四

半期末

残高相

当 額

（千円）

工具器
具備品

15,991 10,744 5,247

合計 15,991 10,744 5,247
 

 

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３四半期末残

高相当額 

②未経過リース料第３四半期末残

高相当額等 

未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

②未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 4,373千円

１年超 5,681千円

合 計 10,055千円
 

 
１年内 3,452千円

１年超 2,229千円

合 計 5,681千円
 

 
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 4,423千円

減価償却費相当額 3,823千円

支払利息相当額 498千円
 

 
支払リース料 3,300千円

減価償却費相当額 2,874千円

支払利息相当額 274千円
  

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３四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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３四

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３四

半期末

残高

（千円）

工具器
具備品

100,000 29,898 70,101

合計 100,000 29,898 70,101
 

 

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３四半期末残

高相当額 

②未経過リース料期末残高相当額 

  
１年内 33,025千円

１年超 40,695千円

合 計 73,721千円
 

 
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 27,000千円

減価償却費 26,823千円

受取利息相当額 3,303千円
  

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。 
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（有価証券関係） 

前第３四半期会計期間末（平成17年５月31日）、当第３四半期会計期間末（平成18年５月31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。 
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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９月１日 

  至 平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 

  至 平成18年５月31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 

140,109.34円 163,564.92円 157,222.41円

１株当たり第３四半期純利益金額 １株当たり第３四半期純損失金額 １株当たり当期純利益金額 

947.86円 3,456.10円 3,998.42円

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期純利益金額 

849.54円 

なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四半期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

り第３四半期純損失であるため記載

しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 

3,585.28円

 

 

（注）１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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９月１日 
  至 平成17年５月31日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年５月31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３四半期（当
期）純利益金額 

   

第３四半期（当期）純利
益又は第３四半期純損失
（△）（千円） 

35,349 △154,332 153,023 

普通株主に帰属しない金
額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る第３四半
期（当期）純利益又は第
３四半期純損失（△） 
（千円） 

35,349 △154,332 153,023 

普通株式の期中平均株式
数（株） 37,294 44,655 38,271 

潜在株式調整後１株当たり
第３四半期（当期）純利益
金額 

   

第３四半期（当期）純利
益調整額 

― ― ― 

普通株式増加数（株） 4,316 ―  4,410 

（うち新株予約権（株）） （4,316） ― （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３四半期（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４種類（新株予
約権の目標となる株式の
数2,720株） 

新株予約権１種類（新株
予約権の目的となる株
式の数470株） 
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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９月１日 
 至 平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31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． 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）新株予約権発行の要領 

   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３四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31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 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３四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31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３四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年９月１日 
  至 平成17年８月31日） 

       ────── 

 

       ────── 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.  その他の消却事由及び

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３四半期会計期間 
（自 平成16年９月１日 
 至 平成17年５月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年９月１日 
 至 平成18年５月31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。 

 


