
 
 
 
 
 
 
 

平成 18年 9月 15日 
 
各      位 

 
会 社 名 株式会社メディア工房 
代表者名 代表取締役社長 長沢 一男 
（コード番号 3815    東証マザーズ） 
問合せ先 管理部門担当取締役 野﨑博明           
（TEL．03－5549－1804） 

 
東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日、平成18年9月15日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。 

今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

  

 

以  上 
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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 8月 16日 
上場会社名 株式会社メディア工房 （コード番号：3815 東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.mkb.ne.jp/ ）  ＴＥＬ：（03）5549―1804 
問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役社長  長沢一男     
            責任者役職・氏名 管理部門担当取締役   野﨑博明 
 
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  
   連結(新規) 1社 (除外）－社   持分法(新規) －社     

： ： 有 
    (除外) －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   761  ―  170  ―  166  ―  96  ―  
17年 8月期第 3四半期  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  
(参考)17年 8月期 ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  

 
 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 84,349  30   ―  ―  
17年 8月期第 3四半期 ―  ―  ―  ―  
(参考)17年 8月期 ―  ―  ―  ―  

 (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す。 
 
［連結経営成績の進捗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日本の経済は、原油高による景気への懸念がある中、全般的に企業

業績は好調を維持しました。 
 当社の事業を取り巻く環境におきましては、「Ｗeb2.0」と呼ばれる単語がインターネットビジネスにお
いて流行し、インターネットビジネスの新たな動向が論じられるようになりました。それに合わせるかの

ように、ブログ(日記的なWebサイト)やＳＮＳ(ソーシャルネットワーキングサイト)の存在が大きくなり、
媒体として機能するようになってきました。 
また、携帯電話ビジネスにおいては、番号ポータビリティ制度の導入に向けた顧客の囲い込みが始まり、

各移動体通信キャリアの料金定額制など、利用者向けの整備が進すめられております。 
 このような環境の中、当社では下記のような施策に注力した結果、当第３四半期連結会計期間の売上高

は 761百万円、経常利益 166百万円、第３四半期純利益 96百万円となりました。 
 
 各事業における状況は、次のとおりであります。 
 
（コンテンツ事業） 
コンテンツ事業におきましては、日々のログ解析を行い、ユーザーのニーズの把握に努め、コンテンツ

のリニューアルを積極的に行うなどの施策を通して、売上の拡大に取り組んで参りました。また、新規コ

ンテンツの投入を、平成 18年 3月から平成 18年 5月の間には、携帯電話向けコンテンツを 4サイト、
PC向けコンテンツを 25サイト投入しました。その結果、平成 18年 5月 31日時点におけるサイト数は、
携帯電話向けが 26サイト、PC向けが 181サイトとなっております。 
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（その他の事業） 
その他の事業としては、物販サイト「満福館」の運営を行っております。自社で運営している「黒門風

水」サイトの会員数が 5月末で 45,985名となり、黒門風水会員の満福館への誘導等により、物販の売上
につながる施策を行いました。 

 
 
 
(2) 連結財政状態の変動状況 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり 

純 資 産 
 百万円 百万円 ％  円    銭 

18年 8月期第 3四半期 631   447   70.8  175,326   01  
17年 8月期第 3四半期 ―    ―   ―  ―  ―  
(参考)17年 8月期 ―   ―   ―  ―  ―  

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 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 70   △29   67   310   
17年 8月期第 3四半期 ―   ―   ―   ―   
(参考)17年 8月期 ―   ―   ―   ―   

 
［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末の連結財政状況は、新株引受権の権利行使(72,000千円)や業容の拡大により、
総資産 631百万円、純資産 447百万円となっております。 
 
 
 
 
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 1,047    203    119   
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）7,997円 86銭 
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 
当期の業績予想におきましては、コンテンツ事業においては、既存コンテンツのリニューアルの頻度を

増やし売上の維持を図るとともに、新規コンテンツの投入により売上の拡大を図ることを重点的な施策と

して注力してまいりました。また、その他の事業においては、占いコンテンツの利用者を物販の利用に結

び付けるべく施策を行ってきました。 
これらにより、当期の連結業績予想は、通期で売上高 1,047百万円、経常利益 203百万円、当期純利益

119百万円となる見込みであります。 
なお、上記予想数値につきましては、現時点での入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、様々

な要因により、予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 
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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18年5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   310,546     

２．売掛金   199,130     

３．たな卸資産   3,417     

４．その他   13,107     

５. 貸倒引当金   △581     

 流動資産合計   525,618 83.3    

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※1   26,867     

２．無形固定資産   27,778     

３．投資その他の資産 ※2,3  51,039     

固定資産合計   105,684 16.7    

資産合計   631,303 100.0    
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当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年5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   26,871     

２．一年以内返済予定の長期借
入金 

  26,040     

３．未払費用   34,087     

４．未払法人税等   44,552     

５．その他   17,051     

流動負債合計   148,602 23.6    

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金   35,620     

固定負債合計   35,620 5.6    

負債合計   184,222 29.2    

        

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   191,750 30.4    

２．資本剰余金   88,750 14.0    

３．利益剰余金   166,581 26.4    

株主資本合計   447,081 70.8    

純資産合計   447,081 70.8    

負債純資産合計   631,303 100.0    
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②四半期連結損益計算書 

  
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） 

 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

  

Ⅰ 売上高   761,835 100.0    

Ⅱ 売上原価   304,975 40.0    

売上総利益   456,860 60.0    

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  286,250 37.6    

営業利益   170,609 22.4    

Ⅳ 営業外収益        

１. 受取利息  23      

２．その他  190 214 0.0    

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  2,671      

２．新株発行費  1,294      

３．その他  562 4,528 0.6    

経常利益   166,295 21.8    

Ⅵ 特別利益        

１．前期損益修正益 ※2 1,487 1,487 0.2    

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※3 425 425 0.0    

税金等調整前第３四半期 
純利益 

  167,358 22.0    

法人税、住民税及び事業税  69,554      

法人税等調整額  1,512 71,067 9.4    

第３四半期純利益   96,291 12.6    
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③四半期連結株主資本等変動計算書 
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） 

株 主 資 本  
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合

計 

純資産合計 

平成 17年 9月 1日 残高 （千円）
（注） 

79,750 48,750 70,609 199,109 199,109 

第３四半期連結会計期間中の変動

額 
     

新株の発行 112,000 40,000 152,000 152,000 
新規連結   △319 △319 △319 
第３四半期純利益   96,291 96,291 96,291 
第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円） 
   

112,000 
 
   

40,000 

   

95,971 
   

247,971 
   

247,971   

平成 18年 5月 31日 残高（千円） 191,750 88,750 166,581 447,081 447,081 
（注）前期は連結財務諸表を作成しておりませんので、期首の残高を記載しております。 
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④四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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） 

 

区分 
注記 
番号 

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３四半期純利益  167,358  

減価償却費  12,131  

貸倒引当金の増加・減少（△）額  25  

受取利息  △23  

支払利息  2,671  

新株発行費  1,294  

売上債権の増加（△）・減少額  △13,836  

たな卸資産の増加（△）・減少額  418   

仕入債務の増加・減少（△）額  △3,469   

未払費用の増加・減少（△）額  △16,699   

その他  △910  

小計  148,959  

利息及び配当金の受取額  16  

利息の支払額 
 
 

△2,542  

法人税等の支払額  △76,008  

営業活動によるキャッシュ・フロー  70,424  
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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） 

 

区分 
注記 
番号 

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  △14,721  

有形固定資産の売却による収入  6,750  

無形固定資産の取得による支出  △21,586  

その他  △11  

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △29,568  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入  30,000  

長期借入金の返済による支出  △112,857  

新株の発行による収入  150,705  

財務活動によるキャッシュ・フロー  67,848  

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  108,705  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  191,841  

 Ⅶ 新規連結による現金及び現金同等
物の増加額 

 10,000 

 

Ⅷ 現金及び現金同等物の第３四半期
末残高 

 310,546  
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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 
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） 

１．連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。 

 連結子会社 １社 

 連結子会社の名称 

 ㈱ムービーズ 

 なお、㈱ムービーズは当第３四半期連結会

計期間より重要性が増したため、連結の範

囲に含めております。 

２．持分法の適用に関する事項 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。 

 

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 

 ① 有価証券 

 満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

 その他有価証券 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 ② たな卸資産 

 仕掛品 

 個別法による原価法 

 貯蔵品 

 総平均法による原価法 

  

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

 定率法 

 なお、耐用年数及び残存価額については、

法人税法等に規定する方法と同一の基準

によっております。 

 ② 無形固定資産 

 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

額法によっております。 
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項目 
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） 

 (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、過去の貸倒実績率を基に

算定した予想損失率により、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）重要なリース取引の処理方法 

    リース物件の所有者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。 

  

 (5）重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理の

要件を満たしているため、特例処理を採用

しております。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 金利スワップ取引    

 ヘッジ対象 借入金の利息 

 ③ヘッジ方針 

 将来の金利変動によるリスク回避を目的と

して利用しており、リスクヘッジ目的以外

の取引は行わない方針であります。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理に

よっているため有効性の評価を省略してお

ります。 

  

 (6）その他四半期連結財務諸表作成のための重要

な事項 

 ①消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

  

  

５．四半期連結キャッシュ・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。 
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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18年5月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                            33,788千円 

※２ 投資その他の資産に係る貸倒引当金 

                             205千円 

※３ 担保提供資産 

    宅地建物取引業法に伴う供託 

投資有価証券                 9,999千円 

 

 
（四半期連結損益計算書関係） 

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） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
  

役員報酬 68,590 千円

給料手当 45,538 

広告宣伝費 32,804 

業務委託料 46,522 

貸倒引当金繰入 581 

  

※２ 前期損益修正益は、前払費用の修正に伴うものであります。 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 
  

建物 398 千円

工具器具備品 26 

 425 千円

  

 
 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 
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） 
 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
当第３四半期連
結会計期間期首
株式数（株） 

当第３四半期連
結会計期間増加
株式数（株） 

当第３四半期連
結会計期間減少
株式数（株） 

当第３四半期連
結会計期間末株
式数（株） 

発行済株式     

普通株式 1,010 1,540 － 2,550 

合計 1,010 1,540 － 2,550 

自己株式     

 普通株式 － － － － 

   合計 － － － － 

（注）普通株式の発行済株式数の増加 1,540株は、第三者割当による新株の発行による増加 100株、 
新株引受権の行使による新株の発行による増加 1,440株であります。 
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 

当第３四半期
連結会計期間
期首 

当第３四半期
連結会計期間
増加 

当第３四半期
連結会計期間
減少 

当第３四半期
連結会計期間
末 

当第３四半期
連結会計期間
末残高 
（千円） 

ストックオプションとしての
第１回新株予約権 

普通株式 95 － 2 93 － 
提出会社 
（親会社） 

ストックオプションとしての
第２回新株予約権 

普通株式 － 24 － 24 － 

合計 － 95 24 2 117 － 

（注）１．第１回新株予約権の当第３四半期連結会計期間減少は、新株予約権の消却によるものであ

ります。 
２．第２回新株予約権の当第３四半期連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであ

ります。 
３．第１回新株予約権は権利行使可能なものであり、第２回新株予約権は権利行使可能な期間

は到来しておらず、権利行使不能なものであります。 
 
３．配当に関する事項 
  該当事項はありません。 
 
 
 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
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） 

現金及び現金同等物の第３四半期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     310,546 千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 

               －   千円   

現金及び現金同等物    310,546 千円  
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（リース取引関係） 
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） 

リース物件の所有者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 

リース物件の所有者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・リース取引は一契約当たりの金額が

すべて300万円以下であるため、連結財務諸表規則第15条の

3及び財務諸表等規則第8条の6第6項並びに同ガイドライン

の規定に従い、記載を省略しております。 

 

 
 
（有価証券関係） 
当第３四半期連結会計期間末（平成 18年 5月 31日現在） 
 
１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
第３四半期連結貸借対
照表計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

(1）国債・地方債等 9,999 9,916 △83 

(2）社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 9,999 9,916 △83 

 
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） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 1,113 

  

 
 
（デリバティブ取引関係） 
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） 

    当社の利用しているデリバティブ取引はすべてヘッジ目的であり、ヘッジ会計を適用してお

りますので、記載を省略しております。 
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（セグメント情報） 
事業の種類別セグメント情報 
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） 
全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるコンテンツ事業の割合がいずれも

９０％を超えているため、記載を省略しております。 
 

所在地別セグメント情報 
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） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 
 

海外売上高 
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） 
海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 



 
 

 15 

（１株当たり情報） 
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） 

  

１株当たり純資産額 175,326円01銭 

１株当たり第３四半期純利益金額 84,349円30銭 
  
 

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、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場・非登録で

あり、期中平均株価を把握できないため記載しておりません。 

 

 

 （注） １株当たり第３四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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) 

第３四半期純利益（千円） 96,291 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る第３四半期純利益（千
円） 

96,291 

期中平均株式数（株） 1,142 

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３四半期純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

第１回新株引受権付社債

（新株引受権の目的となる

株式数1,440株）及び新株予

約権（新株予約権の目的と

なる株式の数117株） 

なお、新株引受権は当第３

四半期連結会計期間中に全

て権利行使されておりま

す。 
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（重要な後発事象） 
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） 

（株式分割） 

平成18年6月6日開催の当社取締役会の決議に基づき、以下のとおり

株式分割による新株式を発行しております。 

1.平成18年6月28日付けをもって平成18年6月27日の最終の株主名簿

に記載された株主の所有株式数を、1株につき10株の割合をもって

分割いたしました。 

(1）分割により増加する株式数  普通株式 22,950株 

(2）配当起算日         平成18年3月1日 

当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当

第３四半期連結会計期間における1株当たり情報は、以下

のとおりとなります。 

 

当第３四半期連結会計期間 

1株当たり純資産額 

           17,532円60銭 

1株当たり第３四半期純利益 

8,434円93銭 

  

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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は

非上場・非登録であり、期中平均株価を把握できないため

記載しておりません。 
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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 8月 16日 

上場会社名 メディア工房 （コード番号：3815 東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.mkb.ne.jp/ ）  ＴＥＬ：（ 03 ）5549 ― 1804 
問 合 せ 先      代表者役職・氏名  代表取締役社長  長沢一男 
            責任者役職・氏名 管理部門担当取締役    野﨑博明 
 
 
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 
 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     746    ―      171    ―     166   ―      96   ― 
17年 8月期第 3四半期 ―   ―  ―   ―  ―   ―   ―   ―   
(参考)17年 8月期     845    ―       121    ―      121    ―      69    ― 

 
 １株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭 

18年 8月期第 3四半期 84,908   93 
 17年 8月期第 3四半期 ―    ―  

(参考)17年 8月期    68,880   24 
 (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す。 
    平成 16年８月期は、決算期変更により 11ヶ月決算になっているため、平成 17年 8月期は、対年同
期比増減を記載しておりません。 

 
(2) 財政状態の変動状況 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり 

純 資 産 
 百万円 百万円 ％ 円    銭 

18年 8月期第 3四半期 630    448    71.0    175,701   90 
 17年 8月期第 3四半期  ―    ―    ―  ―  

(参考)17年 8月期 489    199    40.7    197,138   56 
 
 
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） 
 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通     期 1,019 201 118 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 7,914円 47銭 
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４．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 
        中間期末 期末 
17年 8月期 ― ― 

18年 8月期（実績）    ― ― 

18年 8月期（予想） ― ― 
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６．四半期貸借対照表 

  
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 
（％） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金   307,929   191,841   

２．売掛金   193,854   185,294   

３．たな卸資産   3,417   3,835   

４．その他   10,639   12,571   

５. 貸倒引当金   △581   △555   

 流動資産合計   515,258 81.7  392,986  80.3 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産 ※1   26,867   28,280   

２．無形固定資産   27,778   6,408   

３．投資その他の資産 ※2,3  61,039   61,730   

固定資産合計   115,684 18.3  96,418  19.7 

資産合計   630,943 100.0  489,405  100.0 

         

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金   26,871   30,340   

２．一年以内返済予定の長期
借入金 

  26,040   59,127   

３．未払費用   33,192   47,833   

４．未払法人税等   44,500   51,000   

５．その他   16,680   16,604   

 
流動負債合計 

  147,283 23.3  204,905  41.9 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金   35,620   85,390   

固定負債合計   35,620 5.7  85,390  17.4 

負債合計   182,903 29.0  290,295  59.3 
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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 
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   － －  79,750 16.3 

 Ⅱ  資本剰余金        

１．資本準備金  －   48,750   

 資本剰余金合計   － －  48,750 10.0 

 Ⅲ 利益剰余金        

１．第３四半期（当期）未
処分利益 

 －   70,609   

利益剰余金合計   － －  70,609 14.4 

  資本合計   － －  199,109 40.7 

 負債・資本合計   － －  489,405 100.0 

        

        

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   191,750 30.4  － － 

２．資本剰余金        

 （１）資本準備金  88,750   －   

   資本剰余金合計   88,750 14.1  － － 

３．利益剰余金        

（１）その他利益剰余金        

  繰越利益剰余金  167,539   －   

利益剰余金合計   167,539 26.6  － － 

448,039 － 株主資本合計 
    

純資産合計 
  

448,039 

71.0 
 

71.0 
 

－ 

－ 
 
－ 

負債純資産合計   630,943 100.0  － － 
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７．四半期損益計算書 

  
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） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   746,228 100.0  845,880 100.0 

Ⅱ 売上原価  296,848 39.8 319,654 37.8 

売上総利益  

 
 
    449,379 60.2 

 

526,226 62.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  278,066 37.2 404,953 47.9 

営業利益  
 

171,313 23.0 
 

121,272 14.3 

Ⅳ 営業外収益 ※1  97 0.0  5,211 0.6 

Ⅴ 営業外費用 ※2  4,528 0.6  5,285 0.6 

 経常利益   166,882 22.4  121,198 14.3 

Ⅵ 特別利益        

１．前期損益修正益 ※3 1,487 1,487 0.2 － － － 

Ⅶ 特別損失        

  １．固定資産除却損 ※4 425 425 0.1 － － － 

税引前第３四半期（当
期）純利益 

  167,944 22.5  121,198 14.3 

法人税、住民税及び事
業税 

 69,502   55,988   

法人税等調整額  1,512 71,014 9.5 △4,358 51,629 6.1 

第３四半期（当期）純
利益 

  96,929 13.0  69,569 8.2 

        

        

 
８．四半期株主資本等変動計算書 
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） 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金    

その他利益剰余金 

 
 

資本金 
 資本準備金 資本剰余金合計 

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

      

株主資本合計 

          

純資産合計 

平成 17年 8 月 31 日 残高 （千
円） 

79,750 48,750 48,750 70,609 70,609 199,109 199,109 

当第３四半期会計期間中の変動額        

新株の発行 112,000 40,000 40,000   152,000 152,000 

第３四半期純利益    96,929 96,929 96,929 96,929 

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円） 
   

112,000 
 

40,000 
 

40,000 
   

96,929 
    

96,929 
   

248,929 
   

248,929   

平成 18年 5月 31日 残高（千円） 191,750 88,750 88,750 167,539 167,539 448,039 448,039 
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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 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

    子会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 (2）たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法 

貯蔵品 

総平均法による原価法 

 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

    子会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のないもの 

     同左 

(2）たな卸資産 

仕掛品 

同左 

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 

なお、耐用年数及び残存価額については、法

人税法等に規定する方法と同一の基準によっ

ております。 

 

 (2）無形固定資産 

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

によっております。 

 

(1）有形固定資産 

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、過去の貸倒実績率を

基に算定した予想損失率により、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 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有者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 
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項目 
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） 

５．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要

件を満たしているため、特例処理を採用して

おります。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ取引       

ヘッジ対象 借入金の利息 

(3)ヘッジ方針 

将来の金利変動によるリスク回避を目的とし

て利用しており、リスクヘッジ目的以外の取

引は行わない方針であります。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップ取引については、特例処理によ

っているため有効性の評価を省略しておりま

す。 

 

 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同左 

 

(3)ヘッジ方針 

 同左 

 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

 同左 

 

６．その他四半期財務諸表作

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。 

 

 

消費税等の処理について 

    同左 

第３四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係る意見書」（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。これによる当第３四半

期会計期間の損益に与える影響はありません。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

   当第３四半期会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月9

日）を適用しております。 

   従来の資本の部の合計額に相当する金額は448,039千円であ

ります。 

   なお、中間財務諸表等規則の改正により、当第３四半期会計

期間における第３四半期貸借対照表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表等規則に準じて作成しております。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 
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 

                       33,788千円 

※２ 投資その他の資産に係る貸倒引当金 

                         205千円  

※３ 担保提供資産 

    宅地建物取引業法に伴う供託 

投資有価証券             9,999千円 

 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                       28,847千円 

※２ 投資その他の資産に係る貸倒引当金 

                         205千円  

※３ 担保提供資産 

    宅地建物取引業法に伴う供託 

投資有価証券             9,998千円 

 

 

 
 
（四半期損益計算書関係） 

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         

 

 

※２ 営業外費用のうちの主要なもの 

    支払利息                2,671千円 

        新株発行費               1,294  

     

※３ 前期損益修正益は、前払費用の修正に伴うものであります。 

 

※４  固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

     建物                         398 千円 

     工具器具備品                26           

                         425 千円  

 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産              9,752千円 

    無形固定資産              2,379 

※１ 営業外収益のうちの主要なもの        

    契約解除精算金             5,100千円 

 

※２ 営業外費用のうちの主要なもの 

    支払利息                3,915千円 

        商品評価損                829  

     

※３  

 

※４ 

     

 

 

 

５ 減価償却実施額 

    有形固定資産              10,491千円 

無形固定資産               5,263 

 

 

   

 
 
 
 
（四半期株主資本等変動計算書関係） 
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） 

 
自己株式の種類及び株式数に関する事項 
該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 
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） 

リース物件の所有者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 

リース物件の所有者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・リース取引は一契約当

たりの金額がすべて300万円以下であるため、財務諸

表等規則第8条の6第6項及び同ガイドラインの規定

に従い、記載を省略しております。  

 

リース物件の所有者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

額及び期末残高相当額 

          

 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 

 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

 

支払リース料           1,260千円 

減価償却費相当額         1,207千円 

支払利息相当額            13千円 

 

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、残存価額を零とする定

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。 

 

  
  

 
（有価証券関係） 
当第３四半期会計期間末（平成 18年 5月 31日現在） 
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 8月 31日現在） 

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） 
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 175,701円90銭

１株当たり第３四半期純利益金額 84,908円93銭

   

 
１株当たり純資産額 197,138円56銭

１株当たり当期純利益金額 68,880円24銭

 

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、新株予約権の残高がありますが、当社

株式は非上場・非登録であり、期中平均株価を把握で

きないため記載しておりません。 

 

 

 

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、新株引受権及び新株予約権の残高があります

が、当社株式は非上場・非登録であり、期中平均株価

を把握できない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） 

 
 

第３四半期（当期）純利益（千円） 96,929 69,569  

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（千円） 

96,929 69,569  

期中平均株式数（株） 1,142 1,010  

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 

第１回新株引受権付社債

（新株引受権の目的となる   

株式数1,440株）及び新株予

約権（新株予約権の目的と

なる株式の数 117株） 

なお、新株引受権は当第３

四半期会計期間中に全て権

利行使されております。 

第１回新株引受権付社債

（新株引受権の目的となる   

株式数1,440株）及び新株予

約権（新株予約権の目的と

なる株式の数 95株） 
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（重要な後発事象） 
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） 

（株式分割）  

平成18年6月6日開催の取締役会の決議に基づき、以

下のとおり、株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

1.平成18年6月28日付けをもって平成18年6月27日の

最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株

につき10株の割合をもって分割いたしました。 

(Ⅰ）分割により増加する株式数 普通株式 22,950株 

(２）配当起算日         平成18年3月1日 

当該株式分割が当期首に行われたと仮定し

た場合の当第3四半期会計期間における1株あ

たり情報は、以下のとおりとなります。 

 

当第３四半期会計期間 

1株当たり純資産額 

           17,570円19銭 

1株当たり当期純利益 

8,490円89銭 

 

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、新株予約権の残高はありま

すが、当社株式は非上場・非登録であり、期中平

均株価を把握できないため記載しておりません。 

 

当社は、平成17年8月22日開催の臨時株主総会おい

て、第三者割当による新株式の発行を行う旨を決議

し、下記のとおり発行したしました。 

 

（１）発行する株式の種類       普通株式 

（２）発行する株式の数          100株 

（３）発行総額          80,000,000円 

（４）発行価額 

    1株につき          800,000円 

（５）発行価額のうち資本へ組み入れる額 

    1株につき          400,000円 

（６）払込期日及び発行日   平成17年９月30日 

 （７）割当先及び株数 

ニフティ株式会社  50株 

ソフトバンクＢＢ株式会社  50株 

 （８）配当起算日       平成17年９月１日 

 （９）資金使途            運転資金 

 
 


