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平成18年9月15日 

平成18年 7月期     個別財務諸表の概要 
上 場 会 社 名 株式会社エム・ピ―・テクノロジ―ズ    上場取引所 東証マザ―ズ 
コ ー ド 番 号 3734     本社所在都道府県 東京都 
（URL http://www.mptech.co.jp） 
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 吉本 万寿夫  
問合せ先責任者 役職名 取締役副社長 氏名 中角 龍造 TEL(03)-5225-2501 
決算取締役会開催日 平成18年 9月15日 配当金支払開始予定日    ― 
定時株主総会開催日 平成18年10月26日             単元株制度採用の有無    無 
 
１ 18年7月決算期の業績（平成17年8月1日～平成18年7月31日） 
(1) 経営成績       （注） 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

  売上高 営業利益 経常利益 

百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 
1 8 年 7 月 期 
1 7 年 7 月 期 

1,496 
1,861  

△19.6
21.1

△245
199

△223.0
△47.6

△259 
236 

△209.7
△33.5

 

  当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後   

１株当たり当期純利

益 

自 己 資 本

当期純利益

率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

  百万円  ％ 円 銭 円   銭   ％  ％  ％

1 8 年 7 月 期 
1 7 年 7 月 期 

△153 
147 

△204.0 
△27.6 

△2,960
4,272

52
54

―

4,176

―

53

△1.6
3.3

△1.9 
3.1 

△17.3
12.7

(注) ①期中平均株式数 18年7月決算期 51,848株 17年7月決算期 34,538株 
 ②会計処理の方法の変更 無    
 ③売上高，営業利益，経常利益，当期純利益におけるパーセント表示は，対前期増減率 
 
(2) 財政状態 

 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
1 8 年 7 月 期 
1 7 年 7 月 期 

13,550 
13,175 

11,291 
7,368 

83.3 
55.9 

209,193 
172,531 

60
84

(注) ①期末発行済株式数 18年7月期 53,977株 17年7月期 42,705株
 ②期末自己株式数 18年7月期 13株 17年7月期 11株

 
２ 19年7月期の業績予想(平成18年8月1日～平成19年7月31日) 

  売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円
中 間 期 
通 期 

600 
1,900 

△100 
30 

  △60 
18 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 333円 48銭

 

３ 配当状況 

 ･現金配当 １株当たり年間配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

配当金総額
（百万円）

配当性向 
（％） 

純資産 
配当率（％）

17年7月期 
18年7月期 

0 

― 

00 

  

650

―

00 650

―

00

 

27 

― 

11.0 

― 

0.4 

― 

19年7月期(予想) ―  ― ―
 
 
 
※上記の予想は、現時点において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に関しての仮定を前提
としております。実際の業績は、今後の様々な要因により上記の予想とは異なる可能性があります。 
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１個別財務諸表等 
(1)財務諸表 

①貸借対照表 
(単位：千円) 

 

  
前事業年度 

 （平成17年7月31日現在） 
当事業年度 

 （平成18年7月31日現在） 

区分 
注記

番号 
金額 

構成比

％ 
金額 

構成比

％ 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

1． 現金及び預金  233,416  201,996

2． 売掛金  396,927  71,409

3． 商品  31,466  57,540

4． 仕掛品  11,485  3,615

5． 貯蔵品  1,628  1,366

6． 前渡金  6,733  52,581

7． 前払費用  8,142  11,031

8． 繰延税金資産  6,604  8,114
9． 未収消費税等  11,600  ―
10． その他  9,806  25,078

 流動資産合計  717,811 5.5  432,735 3.2

Ⅱ 固定資産   

1. 有形固定資産   

(1) 建物  2,386 14,120 

 減価償却累計額  708 1,678 2,432 11,688

(2) 工具、器具及び備品  176,956 151,784 

 減価償却累計額  46,257 130,699 63,786 87,998

 有形固定資産合計  132,377 1.0  99,686 0.7

2. 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  14,177  19,543

(2) その他  463  463

 無形固定資産合計  14,640 0.1  20,006 0.1

3. 投資その他の資産   

(1) 関係会社株式  11,478,871  12,826,332

(2) 長期貸付金 ※3 674,880  ―

(3) 繰延税金資産  124,345  126,799

(4) 敷金  32,314  45,171

(5) その他  150  150

 投資その他の資産合計  12,310,560 93.4  12,998,452 96.0

 固定資産合計  12,457,578 94.5  13,118,145 96.8

 資産合計  13,175,390 100.0  13,550,881 100.0
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     （単位：千円）

  
前事業年度 

 （平成17年7月31日現在） 
当事業年度 

 （平成18年7月31日現在） 

区分 
注記

番号 
金額 

構成比

％ 
金額 

構成比

％ 

 （負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

1．買掛金  141,011  89,376

2．短期借入金  700,000  560,000

3．一年以内返済予定の長期借入金  232,000  491,992

4．未払金  113,257  78,842

5．未払法人税等  4,116  12,989

6．前受金  43,754  27,944

7．預り金  7,102  ―

8．その他  ―  9,659

 流動負債合計  1,241,242 9.4  1,270,804 9.4

Ⅱ 固定負債   

1．転換社債型新株予約権付社債  4,200,000  ―

2．長期借入金  352,000  978,348

3．退職給付引当金  14,032  10,085

 固定負債合計  4,566,032 34.7  988,433 7.3

 負債合計  5,807,275 44.1  2,259,238 16.7

 （資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※1 3,525,990 26.8  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   

1．資本準備金  3,639,264 ― 

   資本剰余金合計   3,639,264 27.6  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   

1．当期未処分利益  361,458 ― 

   利益剰余金合計   361,458 2.7  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  △149,830 △1.1  ― ―

Ⅴ 自己株式 ※2 △8,766 △0.1  ― ―

 資本合計  7,368,115 55.9  ― ―

 負債・資本合計  13,175,390 100.0  ― ―

 （純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

1．資本金  ― ―  5,630,390 41.6

2．資本剰余金   

(1) 資本準備金  ― 5,743,664 

資本剰余金合計  ― ―  5,743,664 42.4

3．利益剰余金   

(1) その他利益剰余金   

 繰越利益剰余金  ― 180,202 

利益剰余金合計  ― ―  180,202 1.3

4．自己株式  ― ―  △9,991 △0.1

   株主資本合計   ― ―  11,544,265 85.2

Ⅱ 評価・換算差額等   

1．その他有価証券評価差額金  ― ―  △252,622

 評価・換算差額等合計  ―  △252,622 △1.9

 純資産合計  ― ―  11,291,642 83.3

 負債純資産合計  ― ―  13,550,881 100.0
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② 損益計算書         

                          (単位：千円) 

  
前事業年度 

自 平成16年8月 1日 
至 平成17年7月31日 

当事業年度 
自 平成17年8月 1日 
至 平成18年7月31日 

区分 
注記

番号
金額 

百分比

％ 
金額 

百分比

％ 

    

Ⅰ 売上高   

 1.商品売上  521,838 287,168 

 2.システム開発売上  601,789 995,705 

 3.サービス売上  737,939 1,861,568 100.0 213,203 1,496,076 100.0

Ⅱ 売上原価   

 1.商品売上  431,253 230,400 

 2.システム開発売上  129,142 878,649 

 3.サービス売上  666,552 1,226,948 65.9 125,370 1,234,420 82.5

売上総利益  634,620 34.1  261,655 17.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費    ※1 ※2 435,257 23.4  506,929 33.9

営業利益又は営業損失  199,362 10.7  △245,274 △16.4

Ⅳ 営業外収益   

 1.受取利息 ※3 5,349 18,867 

 2.販促分担金収入  3,188 1,757 

 3.為替差益  89,856 17,352 

 4.その他  2,550 100,945 5.4 2,686 40,664 2.7

Ⅴ 営業外費用   

 1.支払利息  8,783 26,883 

 2.新株発行費償却  21,320 27,433 

 3.社債発行費償却  33,928 ― 

 4.固定資産除却損 ※4 187 64,219 3.4 116 54,433 3.6

経常利益又は経常損失  236,088 12.7  △259,043 △17.3

税引前当期純利益又は税引

前当期純損失 
 236,088 12.7  △259,043 △17.3

法人税、住民税及び事業税  69,503 1,210 

法人税等調整額  19,019 88,523 4.8 △106,756 △105,546 △7.1

当期純利益又は当期純損失  147,565 7.9  △153,496 △10.2

前期繰越利益  213,893  ―

当期未処分利益  361,458  ―
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商品売上原価明細書 

（単位：千円） 

                                       

 （脚注） 

前事業年度 

自 平成16年8月 1日 

至 平成17年7月31日 

当事業年度 

自 平成17年8月 1日 

至 平成18年7月31日 

※１．他勘定受入高の内訳は、次の通りであります。 

販売費及び一般管理費 81千円

原材料仕入 6千円

合計 88千円 

※１．他勘定受入高の内訳は、次の通りであります。

販売費及び一般管理費 375千円  

※２．他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。 

原材料 19,080千円

サービス売上原価 440千円

棚卸資産評価損 0千円

販売費及び一般管理費 399千円

合計 19,920千円 

※２．他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。

原材料 7,904千円 

販売費及び一般管理費 562千円 

合計 8,466千円  

 

 

 

  

前事業年度 

自 平成16年8月 1日 

至 平成17年7月31日 

当事業年度 

自 平成17年8月 1日 

至 平成18年7月31日 

区分 
注記 

番号 
金額 金額 

    

 １．期首商品棚卸高     15,999 31,466 

 ２．当期商品仕入高  466,552 264,567 

 ３．他勘定受入高    ※１ 88 375 

    合 計  482,640 296,408 

 ４．期末商品棚卸高  31,466 57,540 

 ５．他勘定振替高    ※２ 19,920 8,466 

商品売上原価  431,253 230,400 
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システム開発売上原価明細書 

  （単位：千円） 

 

  

前事業年度 
自 平成16年8月 1日 
至 平成17年7月31日 

当事業年度 
自 平成17年8月 1日 
至 平成18年7月31日 

区分 
注記

番号 
金額 構成比 金額 構成比 

   ％  ％

 １．材料費  115,756 39.8 838,488 89.5 

 ２．労務費        75,663 26.0 50,120 5.3 

 ３．外注費  51,490 17.7 23,686 2.5 

 ４．経費       ※２ 47,841 16.4 25,506 2.7 

 ５．他勘定受入高   ※３ 290 0.1 299 0.0 

当期総製造費用  291,042 100.0 938,100 100.0 

  期首仕掛品棚卸高  11,657  10,825  

     合 計  302,699  948,925  

  他勘定振替高    ※４ 162,782  66,660  

  期末仕掛品棚卸高  10,774  3,615  

 システム開発売上原価  129,142  878,649  
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 （脚注） 

前事業年度 

自 平成16年8月 1日 

至 平成17年7月31日 

当事業年度 

自 平成17年8月 1日 

至 平成18年7月31日 

※１．原価計算の方法 

原価計算の方法は、個別原価計算を採用しており

ます。 

 

※１．原価計算の方法 

同左 

 

※２．経費の主な内訳は、次の通りであります。 

旅費交通費 8,986千円

消耗品費 2,065千円

地代家賃 12,543千円

減価償却費 11,138千円

通信費 10,395千円 

※２．経費の主な内訳は、次の通りであります。 

旅費交通費 2,367千円

地代家賃 13,427千円

減価償却費 2,168千円

通信費 4,679千円

水道光熱費 1,400千円

その他 1,462千円

  
※３．他勘定振受入高の内訳は、次の通りであります。

サービス売上原価 290千円

  

※３．他勘定振受入高の内訳は、次の通りであります。

サービス売上原価 299千円

  
※４．他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。 

サービス売上原価 36,260千円

研究開発費 6,724千円

工具、器具及び備品 92,327千円

販売費及び一般管理費 13,791千円

ソフトウェア 13,678千円

合計 162,782千円 

※４．他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。 

サービス売上原価 20,694千円

研究開発費 15,146千円

工具、器具及び備品 7,351千円

販売費及び一般管理費 5,253千円

ソフトウェア 18,214千円

合計 66,660千円 
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サービス売上原価明細書 

（単位：千円） 

                                      

（脚注） 

前事業年度 

自 平成16年8月 1日 

至 平成17年7月31日 

当事業年度 

自 平成17年8月 1日 

至 平成18年7月31日 

※1.原価計算の方法 

原価計算の方法は、個別原価計算を採用しておりま

す。 

※1. 

  同左 

※2.経費の主な内訳は、次の通りであります。 

減価償却費 34,276千円

コンテンツ費用 540,069千円

地代家賃 9,389千円

旅費交通費 2,943千円

消耗品費 2,353千円

手数料 2,266千円 

※2.経費の主な内訳は、次の通りであります。 

減価償却費 39,580千円

コンテンツ費用 20,109千円

地代家賃 4,956千円

手数料 1,411千円

通信費 1,118千円

その他 1,680千円 

※3.他勘定受入高の内訳は、次の通りであります。 

システム開発売上原価 36,260千円 

※3.他勘定受入高の内訳は、次の通りであります。 

システム開発売上原価 20,694千円 

※4.他勘定振替高の主な内訳は、次の通りであります。

工具、器具及び備品 2,992千円

研究開発費 126千円

システム開発原価 290千円

販管費及び一般管理費 13,784千円

ソフトウェア 1,052千円

合計 18,245千円 

※4.他勘定振替高の主な内訳は、次の通りであります。

工具、器具及び備品 673千円

販管費及び一般管理費 549千円

システム開発売上原価 299千円

合計 1,522千円 

 

  
前事業年度 

自 平成16年8月 1日 
至 平成17年7月31日 

当事業年度 
自 平成17年8月 1日 
至 平成18年7月31日 

区分 
注記

番号 
金額 構成比 金額 構成比 

   ％  ％ 

 １．労務費        44,160 6.5 15,737 12.5 

 ２．外注費      8,650 1.3 20,943 16.6 

 ３．経費        ※２ 595,002 86.9 68,856 54.5 

 ４．他勘定受入高    ※３ 36,260 5.3 20,694 16.4 

  当期総製造費用  684,073 100.0 126,232 100.0 

  期首仕掛品棚卸高  1,435  660  

     合 計  685,508  126,892  

  他勘定振替高     ※４ 18,245  1,522  

  期末仕掛品棚卸高  710  ―  

  サービス売上原価  666,552  125,370  
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③利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

  前事業年度 

(株主総会承認日 

平成17年10月27日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

  

Ⅰ 当期未処分利益  361,458

Ⅱ 利益処分額  

 １. 配当金  27,758 27,758

Ⅲ 次期繰越利益  333,699

  

 

株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成17年8月1日 至 平成18年7月31日）                （単位：千円） 

株主資本 
評価･換算 

差額等 

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 繰越 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成17年7月31日 残高 3,525,990 3,639,264 361,458 △8,766 7,517,945 △149,830 7,368,115

事業年度中の変動額    

新株の発行 2,104,400 2,104,400 4,208,800  4,208,800

剰余金の配当  △27,758 △27,758  △27,758

当期純損失  153,496 153,496  153,496

自己株式の取得  △1,224 △1,224  △1,224

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額(純額) 
  △102,792 △102,792

事業年度中の変動額合計 2,104,400 2,104,400 △181,255 △1,224 4,026,319 △102,792 3,923,527

平成18年7月31日 残高 5,630,390 5,743,664 180,202 △9,991 11,544,265 △252,622 11,291,642
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重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

     自 平成16年 8月 1日 

    至 平成17年 7月31日 

当事業年度 

     自 平成17年 8月 1日 

    至 平成18年 7月31日 

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法 

  子会社株式 

   移動平均法による原価法 

 

  子会社株式 

 同左 

 

２ デリバティブの評価基準及

び評価方法 

   ― 時価法 

３ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

（1）商品 

 移動平均法による原価法 

（2）仕掛品 

 個別法による原価法 

（3）貯蔵品 

 最終仕入原価法 

 

（1）商品 

  同左 

（2）仕掛品 

  同左 

（3）貯蔵品 

  同左 

 

４ 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産 

定率法により償却しております。

なお、主な耐用年数は,以下の通

りであります。 

建物･･･15年 

工具、器具及び備品･･･4年～15年

 

（2）無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数量に基づく

償却額と見込販売可能期間（1年）

に基づく定額償却額のいずれか

大きい額により償却しておりま

す。 

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り償

却しております。 

 

（1）有形固定資産 

定率法により償却しております。

なお、主な耐用年数は,以下の通

りであります。 

建物･･･6年～15年 

工具、器具及び備品･･･4年～15年

 

（2）無形固定資産 

同左 
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項目 

前事業年度 

     自 平成16年 8月 1日 

    至 平成17年 7月31日 

当事業年度 

     自 平成17年 8月 1日 

    至 平成18年 7月31日 

５ 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） 

 ― 

 

６ 外貨建の資産及び負債の本邦

通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。 

 

同左 

 

７ 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

見込額を計上することとしてお

ります。 

（2）退職給付引当金 

平成17年7月20日開催の取締役

会の決議により平成17年7月31

日をもって従業員の退職金制度

を廃止しております。なお、当

該退職未払額は確定しておりま

すが、従業員の退職時に支給す

るため、引き続き「退職給付引

当金」として計上しております。

（3）役員退職慰労引当金 

平成16年10月21日開催の株主総

会で役員退職慰労金の制度廃止

に伴う打ち切り支給が決議され

ましたが、平成16年12月8日開催

の取締役会および同日に行った

監査役間の協議において具体的

な金額および支給時期等を決議

したため、役員退職慰労引当金

は全額取崩し、決算期末時点の

未払額63,409千円は未払金に含

めて計上しております。 

 

（1）貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

（2）退職給付引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

（3）役員退職慰労引当金 

平成16年10月21日開催の株主総

会で役員退職慰労金の制度廃止

に伴う打ち切り支給が決議され

ましたが、平成16年12月8日開催

の取締役会および同日に行った

監査役間の協議において具体的

な金額および支給時期等を決議

したため、役員退職慰労引当金は

全額取崩し、決算期末時点の未払

額60,742千円は未払金に含めて

計上しております。 

 

８ 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 
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９ ヘッジ会計の方法  

― 

（1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。また、為替予約が付されてい

る外貨建金銭債権債務等について

は、振当処理を行っております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 為替予約 

ヘッジ対象 

 外貨建金銭債権債務等 

（3）ヘッジ方針 

デリバティブ取引は、将来の為替

の変動によるリスク回避を目的と

しており、投機的な取引は行わな

い方針であります。 

（4）ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段に関する重要な条件が

ヘッジ対象と同一であり、ヘッジ

開始時及びその後においても継続

して相場変動が完全に相殺される

ものであると想定できる場合には

ヘッジの有効性の判定は省略して

おります。 

１０ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

 

   同左 
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会計処理の変更 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

当事業年度 

自 平成17年 8月 1日 

至 平成18年 7月31日 

 

― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」(「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

 

― 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第5号）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」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指針第8号）を適用してお

ります。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は11,291,642

千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

貸借対照表の「純資産の部」については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。  
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 

（平成17年 7月31日現在） 

当事業年度 

（平成18年 7月31日現在） 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 105,600株 

発行済株式総数 普通株式 42,717株  

※１  

― 

※２ 自己株式の保有数 

自己株式 普通株式 11株  

※２  

― 

※３ 関係会社項目 

長期貸付金 674,880千円  

※３ 

― 

 ４ 

― 

４ 偶発債務 

（１）債務保証 

  次の関係会社について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。 

保証先 金額 内容 

MagiNet 

Private 

Ltd.  

1,301,350千円 

 

借入債務

 

 

(損益計算書関係) 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

当事業年度 

自 平成17年 8月 1日 

至 平成18年 7月31日 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は11%、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は89%であ

ります。 

 主要な費用及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 78,885千円

給与手当 142,444千円

法定福利費 18,210千円

研究開発費 6,850千円

地代家賃 25,376千円

旅費交通費 22,442千円

減価償却費 4,051千円

退職給付費用 5,063千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,515千円

支払手数料 41,181千円 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は5.9%、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は94.1%で

あります。 

 主要な費用及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 85,380千円

給与手当 183,427千円

地代家賃 47,004千円

減価償却費 10,018千円

支払手数料 50,314千円

租税公課 26,907千円 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 6,850千円  

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 15,146千円  
※３ 

― 

※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

関係会社よりの受取利息 18,199千円 
※４ 固定資産除却損の内容は以下のとおりでありま

す。 

工具、器具及び備品 187千円  

※４ 固定資産除却損の内容は以下のとおりでありま

す。 

工具、器具及び備品 116千円  
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 (株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度（自平成17年8月１日 至平成18年7月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前期末株式数 

(株) 

当期増加株式数 

(株) 

当期減少株式数 

(株) 

当期末株式数 

(株) 

自己株式   

普通株式(注) 11 2 ― 13 

合計 11 2 ― 13 

（注）1. 普通株式の自己株式の株式数の増加２株は、端株の買取による増加であります。 

2. 端株については切捨てて表示しております。 

 

(リース取引関係) 

前事業年度 
自 平成16年 8月 1日 
至 平成17年 7月31日 

当事業年度 
自 平成17年 8月 1日 
至 平成18年 7月31日 

１リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リース取引に係る注記 
 
①. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額
相当額及び期末残高相当額 

 

 

取得価額

相当額 

（千円）

減価償却累

計額相当額 

（千円） 

期末残高相

当額 

（千円） 

工具、器具
及び備品 

4,593 3,062 1,531

合 計 4,593 3,062 1,531

 
②. 未経過リース料期末残高相当額 
 

1年内 975千円 

1年超 676千円 

合計 1,651千円 
 
③.支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相
当額 

支払リース料 1,032千円 

減価償却費相当額 918千円 

支払利息相当額 100千円 
 
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。 
 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引に係る注記 
 
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期末残高相当額 
 

 

取得価額

相当額 

（千円）

減価償却累

計額相当額 

（千円） 

期末残高相

当額 

（千円） 

工具、器具
及び備品 

4,593 3,981 612

合 計 4,593 3,981 612

 
②未経過リース料期末残高相当額等 
 未経過リース料期末残高相当額 

1年内 676千円 

1年超 －千円 

合計 676千円 
 
③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減
価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 1,032千円 

減価償却費相当額 918千円 

支払利息相当額 56千円 
 
④.減価償却費相当額の算定方法 
 同左 
 
 
⑤.利息相当額の算定方法 
 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) 
前事業年度（平成17年7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        
             （単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 3,054,110 2,788,981 △265,129

合計 3,054,110 2,788,981 △265,129

 
当事業年度（平成18年7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        
             （単位：千円） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 4,320,571 3,010,818 △1,309,753

合計 4,320,571 3,010,818 △1,309,753

 

 

(デリバティブ取引関係) 

1.取引の状況に関する事項 

前事業年度（自 平成16年8月1日 至 平成17年7月31日） 

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 平成17年8月1日 至 平成18年7月31日） 

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 

2.取引の時価等に関する事項 

 前事業年度（平成17年7月31日現在） 

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

当事業年度（平成18年7月31日現在） 

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 



 

－17－ 

 

（退職給付関係） 

前事業年度（自 平成16年8月1日 至 平成17年7月31日） 

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 平成17年8月1日 至 平成18年7月31日） 

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 

（平成17年 7月31日現在） 

当事業年度 

（平成18年 7月31日現在） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

未払事業税 4,992千円 

一括償却資産 1,149千円 

棚卸資産評価損 288千円 

未払役員退職慰労金 25,801千円 

退職給付引当金 5,709千円 

その他有価証券評価差

額金 102,792千円 

その他 3,915千円 

繰延税金資産合計 144,646千円 

繰延税金負債  

長期貸付金 13,696千円 

繰延税金負債合計 13,696千円 

繰延税金資産の純額 130,950千円  

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

未払事業税 4,952千円 

減価償却超過額 5,365千円 

棚卸資産評価損 252千円 

未払役員退職慰労金 24,716千円 

退職給付引当金 4,103千円 

その他有価証券評価差

額金 102,792千円 

繰越外国税額控除 2,378千円 

繰越欠損金 92,715千円 

その他 429千円 

計 237,706千円 

評価性引当額 △102,792千円 

繰延税金資産合計 134,914千円 

   
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.69％ 

交際費等永久に損失に

算入されない項目 0.78％ 

IT投資促進税制等税額

控除 △4.59％ 

住民税均等割等 0.57％ 

その他 0.04％ 

税効果適用後の法人税

等の負担率 37.49％  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しておりま

すので、記載を省略しております。 

 

 

(持分法損益等) 

前事業年度（自 平成16年8月1日 至 平成17年7月31日） 

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 当事業年度（自 平成17年8月1日 至 平成18年7月31日） 

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 

(関連当事者との取引) 

前事業年度（自 平成16年8月1日 至 平成17年7月31日） 

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 当事業年度（自 平成17年8月1日 至 平成18年7月31日） 

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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 (１株当たり情報) 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

当事業年度 

自 平成17年 8月 1日 

至 平成18年 7月31日 

 1株当たり純資産額       172,531円84銭  1株当たり純資産額       209,193円60銭 

 1株当たり当期純利益       4,272円54銭  1株当たり当期純損失       2,960円52銭 

潜在株式調整後 

 1株当たり当期純利益      4,176円53銭 

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、潜在株式は存在しますが、１株当たり当期純

損失が計上されているため記載しておりません。 

 

（注）1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

                                              （単位：千円） 

期  別 

   

科  目 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

当事業年度 

自 平成17年 8月 1日 

至 平成18年 7月31日 

1株当たり当期純利益   

当期純利益又は当期純損失（△） 147,565 △153,496 

普通株主に帰属しない金額 ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は当

期純損失（△） 
147,565 △153,496 

普通株式の期中平均株式数（株） 34,538 51,848 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   

当期純利益調整額 ― ― 

普通株式増加数（株） 794 ― 

普通株式増加数の内訳新株予約権 794 ― 

希薄化効果を有しない為の、潜在株式

調整後1株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式概要 

商法第260条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権1種類

(新株予約権の数77個) 

第2回転換社債型新株予約権付社債

の新株予約権1種類（新株予約権の

数40個） 

 

― 

                     



 

－19－ 

 

(重要な後発事象) 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

１.新株予約権の発行 

平成17年10月27日開催の定時株主総会の特別決議で承認されました商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基

づくストックオプションとして発行する新株予約権の内容について、同日以下のとおり決定されました。 

(1) 発行理由 

当社の業績向上に対する意欲や士気をより一層高めるとともに優秀な人材を確保し、また、株主価値を重

視した経営をより一層推進することを目的として、当社の従業員に対してストックオプションとして新株予

約権を割当発行するものであります。 

(2) 新株予約権の割当の対象者 

   当社の従業員 

(3) 新株予約権の発行日 

   未定 

(4) 新株予約権の発行数 

   127個(新株予約権１個につき１株) 

(5) 新株予約権の発行価額 

   無償で発行するものとする 

(6) 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 127株 

(7) 新株予約権行使に際して払込をなすべき金額 

 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式

1株当たりの払込価額(以下、「行使価額」という)に発行または移転する株式数を乗じた金額とする。行使

価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における株式会社東

京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値に1.05を乗じた金額

とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権を発行する日の終値(取

引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、後者の価額とする。 

 なお、新株予約権発行日後に当社が株式分割また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、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。  

１ 
調整後行使価額＝調整前行使価額× 

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または自己株式の処分(新株予約権、平成14

年4月1日改正前商法第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)を行う場合には、次の算式により行使価額は調整され、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数

を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、

「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新規発行前の株式の時価」を「処分前の株式の時価」

に、それぞれ読み替える。 

(8) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組み入れない。 

新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組み入れない額は、行使価額より資本に組み入れ

る額を減じた額とする。資本に組み入れる額とは、行使価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端

数を生じる場合は、これを切り上げた額とする。 

(9) 新株予約権の権利行使期間 

   平成18年4月1日から平成23年3月31日まで 

(10) 新株予約権の行使の条件 

 ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)が当社と競合する業務を営む会社の常勤また

は非常勤の役員または従業員に就任していないことを要する。ただし、当社取締役会による事前の承諾を得

た場合は除く。 

   新規発行株式数×１株当り払込金額 
既発行株式数＋

新規発行前の株式の時価 
調整後行使金額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋新規発行株式数 



 

－20－ 

前事業年度 

自 平成16年 8月 1日 

至 平成17年 7月31日 

 ② 新株予約権者が死亡した場合は、下記⑥により締結される契約に従い相続人が新株予約権者の死亡日より2

年以内(ただし権利行使期間の末日を超えない)に限り権利を行使することができる。 

 ③ 新株予約権者は、以下の区分に従って権利の一部または全部を行使することができる。 

  (ア)平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 

対象者が付与された新株予約権の総数の3分の1(少数第1位以下は切捨て)まで 

  (イ)平成19年4月1日から平成21年3月31日まで 

     対象者が付与された新株予約権の総数の3分の2(少数第1位以下は切上げ)まで 

(ただし(ア)の行使分を含めて3分の2とする) 

  (ウ)平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 

     残りの新株予約権全て 

 ④ 新株予約権の質入その他の処分は認めない。 

 ⑤ 当社の従業員として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社の従業員の地位にあることを

要する。 

⑥ その他の条件については、平成17年９月14日開催の取締役会決議および平成17年10月27日開催の当社第７期

定時株主総会に基づき、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。 

２．多額の資金の借入 

    当社は平成17年9月26日開催の取締役会の決議により、平成17年9月30日付にて連結子会 

社であるGuest-Tek Interactive Entertainment Ltdが実施する第三者割当増資引受を目的とし 

た、以下の借入を実施しております。 

（1）UFJ銀行 

(a)借入金額              700,000千円 

(b)返済期限及び方法    5年間 毎月ごとに60回元金均等分割返済   

(c)担保提供資産      無担保 

（2）みずほ銀行 

(a)借入金額        100,000千円    

(b)返済期限及び方法    3年間 3ヶ月ごとに12回元金均等分割返済 

(c)担保提供資産      無担保 

（3）あおぞら銀行 

(a)借入金額        500,000千円    

(b)返済期限及び方法    3年間 6ヶ月ごとに6回分割返済 

(c)担保提供資産      無担保 

 

 

３．多額な転換社債の転換について 

   平成17年5月9日に発行した第1回及び第2回無担保転換社債型新株予約権付社債につき、平成17年8月15日から

平成17年10月7日までの権利行使による転換社債の株式への転換は次のとおりであります。 

（1）貸借対照表日後の転換額 

   社債の減少額       4,200,000千円 

   資本金の増加額      2,100,000千円 

   資本準備金の増加額    2,100,000千円 

   増加した株式の種類       普通株式 

     増加した株式数         11,027株 

    

 

 

 当事業年度（自 平成17年8月1日 至 平成18年7月31日） 

   該当事項はありません。 
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２ 役員の異動（平成18年10月26日付予定） 

 平成18年9月15日開催の取締役会において、来たる平成18年10月26日開催予定の第８期定時株主総会における取
締役の選任ならびに総会終了後の取締役会に付議する役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

1． 異動の内容 
 

代表取締役会長 吉本 万寿夫 （現 代表取締役社長） 

取締役社長 佐藤 直浩 （現 顧問） 

退任 中角 龍造 （現 取締役副社長） 

   

 

2. 異動予定日 
    平成18年10月26日（予定） 

 

 


