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平成18年７月期 個別財務諸表の概要 平成18年９月28日
 

上場会社名 株式会社メディアシーク 上場取引所(所属部) 東証(マザーズ) 

コード番号 ４８２４ 本社所在都道府県 東京都 

(URL   http://www.mediaseek.co.jp/ ) 

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 西尾 直紀  

問合せ先責任者 役職名 取締役業務管理部長 氏名 根津 康洋 TEL (03)3224－3113 

決算取締役会開催日 平成18年９月28日 配当支払開始予定日 ― 

定時株主総会開催日 平成18年10月27日 単元株制度採用の有無 無 

 

１.18年７月期の業績(平成17年８月１日～平成18年７月31日) 

(1)経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
18年７月期 1,062 ( △2.1) △38 (  ―  ) 9 (△91.8)
17年７月期 1,085 (   6.7) 4 (△96.2) 114 (△50.3)

 

 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 ％ ％ ％

18年７月期 △34 (  ―  ) △366 14 ― ― △2.1 0.5 0.9
17年７月期 47 (△85.8) 506 26 482 02 3.1 6.3 10.5

(注) ①期中平均株式数 18年７月期      95,480株  17年７月期     93,306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

18年７月期 1,917 1,710 89.1 17,788   63
17年７月期 1,988 1,609 80.9 17,145   86

(注) ①期末発行済株式数  18年７月期    96,070株    17年７月期    93,897株 

②期末自己株式数    18年７月期       233株    17年７月期       ― 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 543 △73 △127 
通   期 1,183 7 △67 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  △697円41銭 
 

３.配当状況 

１株当たり年間配当金(円) 
・現金配当 第１四半

期末 中間期末 第３四半
期末 期末 その他 年間 

配当金総額 
(千円) 

配当性向 
(％) 

純 資 産
配当率(％)

17年７月期 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
18年７月期 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
19年７月期(予想) ― ― ― ― ― ― 

※ 上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性が

あります。上記予想に関する事項については、決算短信(連結)の添付資料の12ページを参照して下さい。 
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(添付資料) 

１.財務諸表等 

 

(１)貸借対照表 
 

   

  
当事業年度 

(平成18年７月31日) 

前事業年度 

(平成17年７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  784,365  967,834

２ 売掛金  270,264  264,464

３ 有価証券  109,840  71,084

４ 仕掛品  22,699  17,540

５ 前渡金  1,459  ―

６ 前払費用  5,140  6,453

７ 短期貸付金 ※３ 60,000  ―

８ 未収法人税等  20,825  ―

９ 繰延税金資産  959  4,367

10 その他  8,903  35,727

  貸倒引当金  △2,165  △1,659

流動資産合計  1,282,293 66.9  1,365,812 68.7

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1)建物  17,387 16,751 

減価償却累計額  10,303 7,084 9,070 7,681

(2)車両運搬具  3,591 3,591 

減価償却累計額  3,242 348 3,079 512

(3)器具備品  99,475 92,338 

減価償却累計額  76,569 22,905 66,613 25,725

有形固定資産合計  30,338 1.6  33,918 1.7

２ 無形固定資産   

(1)営業権  14,750  ―

(2)特許権  54  73

(3)商標権  777  685

(4)ソフトウェア  1,367  2,739

(5)ソフトウェア仮勘定  12,052  ―

(6)電話加入権  224  224

無形固定資産合計  29,226 1.5  3,722 0.2

３ 投資その他の資産   

(1)投資有価証券  423,387  384,222

(2)関係会社株式  63,450  27,400

(3)長期滞留債権  148,639  148,639

(4)長期前払費用  1,372  4,691

(5)繰延税金資産  69,170  85,442

(6)保険積立金  ―  63,778

(7)敷金・保証金  17,790  19,012

  貸倒引当金  △147,787  △147,787

投資その他の資産合計  576,023 30.0  585,400 29.4

固定資産合計  635,588 33.1  623,041 31.3

資産合計  1,917,881 100.0  1,988,854 100.0
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当事業年度 

(平成18年７月31日) 

前事業年度 

(平成17年７月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  164,956  101,209

２ 短期借入金  ―  200,000

３ 未払金  30,926  23,116

４ 未払費用  2,217  3,929

５ 未払法人税等  ―  40,925

６ 未払消費税等  4,180  986

７ 預り金  3,611  5,435

８ 前受収益  500  ―

９ 新株引受権  ―  3,305

10 その他  834  ―

流動負債合計  207,228 10.8  378,908 19.1

負債合計  207,228 10.8  378,908 19.1

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※１ ―  688,890 34.6

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  ―  819,804

資本剰余金合計  ―  819,804 41.2

Ⅲ 利益剰余金   

１ 任意積立金   

(1)特別償却準備金  ― ― 1,195 1,195

２ 当期未処分利益  ―  96,134

利益剰余金合計  ―  97,329 4.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  ―  3,920 0.2

資本合計  ―  1,609,945 80.9

負債・資本合計  ―  1,988,854 100.0

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  777,941 40.6  ―

２ 資本剰余金   

(1)資本準備金  910,458  ―

資本剰余金合計  910,458 47.5  ―

３ 利益剰余金   

(1)その他利益剰余金   

特別償却準備金  848 ― 

繰越利益剰余金  61,521 62,370 ― ―

利益剰余金合計  62,370 3.2  ―

４ 自己株式  △39,678 △2.1  ―

株主資本合計  1,711,092 89.2  ―

Ⅱ 評価・換算差額等   
１ その他有価証券評価差額

金 
 △2,138 △0.1  ―

評価・換算差額等合計  △2,138 △0.1  ―

Ⅲ 新株予約権   

１ 新株引受権  1,700 0.1  ―

新株予約権合計  1,700 0.1  ―

純資産合計  1,710,653 89.2  ―

負債・純資産合計  1,917,881 100.0  ―
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(２)損益計算書 

 
 

  
当事業年度 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７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  

１ システムコンサルティン
グ売上高 

 144,592 259,401 

２ コンテンツ売上高  524,404 517,198 

３ サービス開発売上高  393,963 1,062,960 100.0 308,902 1,085,502 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ システムコンサルティン
グ売上原価 

※３ 90,757 107,895 

２ コンテンツ売上原価  487,702 444,475 

３ サービス開発売上原価 ※３ 287,991 866,450 81.5 271,195 823,566 75.9

売上総利益  196,509 18.5  261,935 24.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 役員報酬  41,107 37,498 

２ 給与  58,149 63,207 

３ 雑給  ― 10,338 

４ 福利厚生費  14,685 15,604 

５ 地代家賃  14,656 14,892 

６ 租税公課  7,724 8,765 

７ 減価償却費  3,734 3,979 

８ 貸倒引当金繰入額  2,165 1,659 

９ 支払手数料  49,448 64,152 

10 その他  43,275 234,949 22.1 37,455 257,554 23.7

営業利益又は営業損失(△)  △38,439 △3.6  4,381 0.4
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当事業年度 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  299 91 

２ 有価証券利息  1,140 8 

３ 受取配当金  1,182 7,799 

４ 投資有価証券売却益  36,594 109,641 

５ 為替差益  ― 608 

６ 保険解約益  7,922 ― 

７ その他  4,580 51,720 4.9 416 118,564 10.9

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  1,845 911 

２ 新株発行費  1,231 7,627 

３ 為替差損  585 ― 

４ その他  283 3,946 0.4 ― 8,539 0.8

経常利益  9,335 0.9  114,406 10.5

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益  46 ― 

２ 債権取立益  ― 6,341 

３ その他  ― 46 0.0 68 6,410 0.6

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※１ 847 253 

２ 固定資産売却損 ※２ 106 ― 

３ 投資有価証券評価損  18,600 10,657 

４ 子会社株式評価損  ― 27,400 

５ その他  ― 19,554 1.9 50 38,361 3.5

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△) 

 △10,172 △1.0  82,454 7.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 950 48,033 

法人税等調整額  23,837 24,787 2.3 △12,816 35,217 3.2

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

 △34,959 △3.3  47,237 4.4

前期繰越利益   48,896

当期未処分利益   96,134
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(３)利益処分計算書 

利益処分計算書   

総会承認年月日  
前事業年度 

平成17年10月25日 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  96,134 

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１ 特別償却準備金取崩額  347 347 

合計  96,481 

Ⅲ 次期繰越利益  96,481 
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(４)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) 

 

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 特別償却
準備金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計

平成17年７月31日残高
(千円) 

688,890 819,804 819,804 1,195 96,134 97,329 ― 1,606,024

事業年度中の変動額     

新株の発行 89,050 90,654 90,654 ― ― ― ― 179,705

当期純損失(△) ― ― ― ― △34,959 △34,959 ― △34,959

特別償却準備金の取崩 ― ― ― △347 347 ― ― ―

自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― △39,678 △39,678

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額
(純額) 

― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
(千円) 

89,050 90,654 90,654 △347 △34,612 △34,959 △39,678 105,067

平成18年７月31日残高
(千円) 

777,941 910,458 910,458 848 61,521 62,370 △39,678 1,711,092

 

評価・換算差額等 新株予約権 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株引受権
新株予約権

合計 

純資産合計

平成17年７月31日残高

(千円) 
3,920 3,920 3,305 3,305 1,613,250

事業年度中の変動額   

新株の発行 ― ― ― ― 179,705

当期純損失(△) ― ― ― ― △34,959

特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― ―

自己株式の取得 ― ― ― ― △39,678

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額
(純額) 

△6,059 △6,059 △1,605 △1,605 △7,664

事業年度中の変動額合計

(千円) 
△6,059 △6,059 △1,605 △1,605 97,403

平成18年７月31日残高

(千円) 
△2,138 △2,138 1,700 1,700 1,710,653
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重要な会計方針 

 
 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７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 

移動平均法による原価法 

②その他有価証券 

ａ時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定) 

ｂ時価のないもの 

移動平均法による原価法 

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 

同左 

②その他有価証券 

ａ時価のあるもの 

同左 

 

 

ｂ時価のないもの 

同左 

(2)たな卸資産 

①仕掛品 

個別法による原価法 

(2)たな卸資産 

①仕掛品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

定率法 

主な耐用年数 

建物   ８～15年 

器具備品 ４～８年 

ただし、建物(建物附属設備は除く)は定額法を

採用しております。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

定額法 

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。 

(2)無形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 

(1)新株発行費 

支払時全額費用処理 

３ 繰延資産の処理方法 

(1)新株発行費 

同左 

４ 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

の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 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 

(1)消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっておりま

す。 

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度から「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」(企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)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等) 

当事業年度から「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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,708,953千円であります。 

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

務諸表規則により作成しております。 

 

―――――――――――― 

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の

一部改正) 

当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準」(企業会計基準委員会

最終改正平成17年12月27日 企業会計基準第１号)及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成17年

12月27日 企業会計基準適用指針第２号)を適用してお

ります。これによる損益に与える影響はありません。

 

―――――――――――― 

 

表示方法の変更 

 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

 

―――――――――――― 

(貸借対照表) 

前事業年度において独立科目として掲記しておりま

した「立替金」(当事業年度3,734千円)については、金

額が僅少となったため、当事業年度より流動資産の

「その他」に含めて表示しております。 

(損益計算書) 

前事業年度において独立科目として掲記しておりま

した「雑給」(当事業年度2,578千円)については、金額

が僅少となったため、当事業年度より販売費及び一般

管理費の「その他」に含めて表示しております。 

(損益計算書) 

前事業年度において独立科目として掲記しておりま

した「消耗品費」(当事業年度1,501千円)、「事務用品

費」(当事業年度736千円)、「旅費交通費」(当事業年

度1,305千円)、「通信費」(当事業年度1,954千円)及び

「交際費」(当事業年度5,736千円)については、金額が

僅少となったため、当事業年度より販売費及び一般管

理費の「その他」に含めて表示しております。 
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追加情報 

 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

 

―――――――――――― 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以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5,084千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

5,084千円減少しております。 

 

注記事項 

 

(貸借対照表関係) 

 
 

当事業年度 
(平成18年７月31日) 

前事業年度 
(平成17年７月31日) 

 

―――――――――――― 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 170,000株

発行済株式総数 普通株式  93,897株
 

 

―――――――――――― 

 ２ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産は、3,920千

円であります。 

※３ 関係会社に対する債権及び債務 

区分掲記した科目以外の関係会社に対する債権

及び債務で重要なものは、下記の通りでありま

す。 

短期貸付金 60,000千円
 

 

―――――――――――― 

 

(損益計算書関係) 

 
 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

※１ 固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。

ソフトウェア 847千円

計 847千円
 

※１ 固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。

器具備品 253千円

計 253千円
 

※２ 固定資産売却損の内訳は、次の通りであります。

器具備品 106千円

計 106千円
 

 

―――――――――――― 

※３ 研究開発費の総額 

売上原価に含まれる研究開発費は40,505千円で

あります。なお、一般管理費に含まれている研究

開発費は、ありません。 

 

―――――――――――― 
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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) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) ― 233 ― 233 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

市場買付による増加 233株 

 

(リース取引関係) 

 
 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 1,249千円

１年超 4,400千円

合計 5,649千円
 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 2,998千円

１年超 5,649千円

合計 8,648千円
  

 

(有価証券関係) 

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は、ありません。 

 

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は、ありません。 
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(税効果会計関係) 

 
当事業年度 

(平成18年７月31日) 
前事業年度 

(平成17年７月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

(流動の部) 

繰延税金資産 

繰越欠損金 1,356千円

外国税額控除 354千円

繰延税金資産合計 1,711千円

繰延税金負債 

未収事業税否認 751千円

繰延税金負債合計 751千円

繰延税金資産(流動)の純額 959千円

 

(固定の部) 

繰延税金資産 

貸倒引当金繰入超過額 60,134千円

投資有価証券評価損否認 24,905千円

関係会社株式評価損否認 11,149千円

有価証券評価差額金 1,467千円

評価性引当金 △28,157千円

繰延税金資産合計 69,498千円

繰延税金負債 

特別償却準備金 328千円

繰延税金負債合計 328千円

繰延税金資産(固定)の純額 69,170千円

 

繰延税金資産の純額計 70,129千円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

(流動の部) 

繰延税金資産 

未払事業税否認 4,367千円

繰延税金資産合計 4,367千円

繰延税金資産(流動)の純額 4,367千円

 

(固定の部) 

繰延税金資産 

貸倒引当金繰入超過額 60,228千円

投資有価証券評価損否認 17,336千円

関係会社株式評価損否認 11,149千円

繰延税金資産合計 88,714千円

繰延税金負債 

特別償却準備金 581千円

有価証券評価差額金 2,689千円

繰延税金負債合計 3,271千円

繰延税金資産(固定)の純額 85,442千円

 

繰延税金資産の純額計 89,810千円
 

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別内訳 

税引前当期純損失を計上しているため、記載を

省略しております。 

 
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別内訳 

法定実効税率 40.7％

(調整) 

交際費等損金不算入項目 3.1％

受取配当金等益金不算入項目 △1.0％

住民税均等割額等 1.2％

法人税額の特別控除額 △0.8％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.7％
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(１株当たり情報) 

 

項目 
当事業年度 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

１株当たり純資産額 17,788.63円 17,145.86円 

１株当たり当期純利益又は
当期純損失(△) 

△366.14円 506.26円 

潜在株式調整後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

益については、１株当たり当期純損失

が計上されているため記載しておりま

せん。 

482.02円 

(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 

項目 
当事業年度 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円) 

△34,959 47,237 

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失(△)(千円) 

△34,959 47,237 

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

― ― 

普通株式の期中平均株式数
(株) 

95,480 93,306 

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の内訳(株) 

  

新株予約権 
新株引受権 

861 
1,181 

1,558 
3,134 

普通株式増加数(株) 2,042 4,692 

希薄化効果を有しないため、
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
た潜在株式の概要 

新株予約権３種類 

(新株予約権による潜在株式の数

1,642株) 

新株予約権１種類 

(新株予約権による潜在株式の数

222株) 
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(重要な後発事象) 
 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

 

―――――――――――― 

ストックオプション制度の導入 

平成17年９月20日開催の取締役会において、商法第

280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、ストックオ

プションを目的とする新株予約権の発行を平成17年10月

25日開催予定の第６回定時株主総会に付議することを決

議しました。 

(1)ストックオプション制度を導入する目的及び有利

なる条件による発行を必要とする理由 

業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高める

とともに、監査役の適正な監査に対する意識をさ

らに高めることを目的として、以下の発行要領に

基づく新株予約権を発行するものであります。 

(2)新株予約権の割当を受ける者(対象者)、割当数、

発行日及び発行の条件 

新株予約権の割当を受ける者(対象者)は、当社

もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人及

び当社もしくは当社子会社の業務委託契約社員並

びに当社もしくは当社子会社に勤務する派遣社員

とする。 

割当数、発行日及び発行の条件は取締役会でこ

れを決定する。 

(3)新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式800株を上限とする。 

(4)発行する新株予約権の総数 

800個を上限とする(各新株予約権の目的たる株

式の数は、新株予約権１個につき１株とする。)。

(5)新株予約権の発行価額 

無償とする。 

(6)新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額(行

使価額) 

新株予約権の発行日における東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値とする。ただし、新株

予約権の発行日の終値がない場合は、それに先立

つ直近日の終値とする。 

(7)新株予約権の行使可能期間 

平成19年11月１日から平成27年10月25日まで。

ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当た

るときは、その前営業日を最終日とする。 

(8)新株予約権の行使条件 

①対象者は、新株予約権の行使時においても当社

もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人

又は当社もしくは当社子会社の業務委託契約社

員又は当社もしくは当社子会社に勤務する派遣

社員であることを要し、当社もしくは当社子会

社の取締役、監査役、使用人又は当社もしくは

当社子会社の業務委託契約社員又は当社もしく

は当社子会社に勤務する派遣社員の地位を喪失

した場合には、未行使の新株予約権を行使でき

ないものとする。ただし、対象者がその地位を

喪失後、引き続き当社もしくは当社子会社の取

締役、監査役、使用人又は当社もしくは当社子
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当事業年度 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

 

―――――――――――― 

会社の業務委託契約社員又は当社もしくは当社

子会社に勤務する派遣社員の地位を取得した場

合には、新株予約権の行使が可能であるものと

する。 

②新株予約権の質入その他の処分及び相続は認め

ない。 

③その他細目については、当社第６回定時株主総

会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象

者との間で締結する新株予約権割当契約に定め

るところによる。 

(9)新株予約権の消却の事由及び消却条件 

①上記(8)に定める行使の条件を充たさず、新株予

約権を行使できないこととなった場合、当該新

株予約権を無償で消却することができる。 

②当社が消滅会社となる合併契約書が承認された

時、又は当社が完全子会社となる株式交換契約

書承認に関する議案もしくは株式移転承認に関

する議案につき株主総会で承認された時は、新

株予約権を無償で消却することができる。 

(10)新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を

要するものとする。 

(11)新株予約権証券 

新株予約権証券は、対象者の請求があるときに

限り発行する。 

(12)その他 

その他、新株予約権の発行に必要な事項は、今

後の取締役会で決定する。 

 

 新株予約権の割当について 

平成16年10月26日開催の当社第５回定時株主総会にお

いて、商法第280条の20及び第280条の21の規定に基づき

決議したストックオプションを目的とする新株予約権に

つき、平成17年９月20日開催の当社取締役会において行

使価額等を決定しました。 

 

(1)新株予約権の行使に際して払込をすべき金額(行使

価額) 

新株予約権１個あたり205,000円 

(１株につき205,000円) 

東京証券取引所における当社普通株式の平成17年

９月20日終値 

(2)資本組入額  

１株あたりの払込金額に0.5を乗じた金額とす

る。 

(１円未満の端数は１円単位に切り上げ) 

(3)新株予約権の数 

357個(各新株予約権の目的たる株式の数は、新株

予約権１個につき１株とする。) 

ただし、新株予約権の権利行使期間内に行使が行

われない場合及び新株予約権の割当を受けた者が

その権利を喪失した場合、新株予約権個数は減少

する。 

(4)新株予約権の目的となる株式の種類及び数 
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当事業年度 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

 

―――――――――――― 

当社普通株式357株 

(5)発行価額の総額 

未確定 

新株予約権の行使に際して払込をすべき金額に

新株予約権の数を乗じた金額とする。 

ただし、新株予約権の権利行使期間内に行使が

行われない場合及び新株予約権の割当を受けた者

がその権利を喪失した場合、発行価額の総額は減

少する。 

(6)発行日 

平成17年９月20日 

(7)権利行使期間 

平成18年11月２日から平成26年10月24日まで 

※新株予約権の発行日以降、当社普通株式の分割又は併

合等が行われる場合、新株予約権の目的となる株式の

数及び行使価額に、所定の調整がおこなわれる。 

 

 第三者割当増資引き受けによる子会社化 

平成17年７月26日開催の当社取締役会において、技術

開発陣の強化を目的として、株式会社デリバリーの第三

者割当増資36,050千円を引受けることを決議し、平成17

年８月４日付で実行しました。 

その結果、同社は当社の子会社に該当することとなり

ました。同社の概要は以下の通りです。 

(1)商号 

株式会社デリバリー 

(2)代表者 

代表取締役社長 阪口 琢夫 

(3)住所 

東京都港区麻布台二丁目３番５号 

(4)主な事業の内容 

コンピュータシステムの開発・構築・運用・保守

のアウトソーシングサービス 

(5)所有株式の情報 

当社所有株式103株(当社所有割合51％) 

なお、株式会社デリバリーの増資後資本金は19,025

千円であります。 
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２.役員の異動 
 

 

(１) 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

(２) その他の役員の異動 

新任予定役員 

役名及び職名 氏名 就任予定年月日 備考 

監査役 石田 茂之 平成18年10月27日 

監査役に欠員が生じたため、平成
18年９月25日付にて東京地方裁判
所の決定により、一時監査役に選
任 

 

退任役員 

役名及び職名 氏名 退任年月日 備考 

監査役 大手 博通 平成18年７月30日 逝去により退任 

 


