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１．平成18年8月期の業績（平成17年9月1日～平成18年8月31日）
(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年8月期 1,026 21.4 229 89.6 211 74.7

17年8月期 845 － 121 － 121 －

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8月期 121 75.3 8,150 25 － － 36.3 35.7 20.6

17年8月期 69 － 68,880 24 － － 42.3 29.4 14.3

（注）①期中平均株式数 18年8月期 14,966株 17年8月期 1,010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、対前期増減率であります。
④17年8月期の対前期増減率につきましては、前期（16年8月期）が決算期変更により11ヶ月決算となっているため
記載しておりません。 

⑤平成18年6月28日付で株式1株につき10株の株式分割を行っております。なお、平成18年8月期の1株当たり当期純
利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 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 696 473 68.0 18,552 34

17年8月期 489 199 40.7 197,138 56

（注）①期末発行済株式数 18年8月期 25,500株 17年8月期 1,010株

②期末自己株式数 18年8月期 ―株 17年8月期 ―株

２．平成19年8月期の業績予想（平成18年9月1日～平成19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

中間期 581 107 63

通期 1,281 312 182

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6,337円35銭（当該数値は、平成18年9月14日払込期日の公募新株式　　
　
　　　　3,330株を含めた平成18年10月13日現在の発行済株式総数28,830株により算出しております）

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年8月期 － － － － － － － － －

18年8月期 － － － － － － － － －

19年8月期（予想） － － － － － －    

 
※　上記に記載した予想数値は、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、上記予想数値と異なる場合があります。
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７．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年８月31日）
当事業年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   191,841   361,281  169,440

２．売掛金   185,294   204,641  19,347

３．仕掛品   3,280   1,451  △1,829

４．貯蔵品   554   276  △278

５．前払費用   7,034   10,111  3,077

６．繰延税金資産   5,198   5,421  223

７．その他   339   29  △309

８. 貸倒引当金   △555   △613  △58

　流動資産合計   392,986 80.3  582,600 83.7 189,613

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産        

（1）建物  6,019   11,895    

減価償却累計額  △2,708 3,311  △5,298 6,597  3,286

（2）車両運搬具  10,884   －    

　　 減価償却累計額  △2,314 8,570  － －  △8,570

（3）工具器具備品  40,223   49,460    

　　減価償却累計額  △23,824 16,399  △32,509 16,950  551

有形固定資産合計   28,280 5.8  23,548 3.4 △4,732

２．無形固定資産         

（1）ソフトウェア   6,408   28,744  22,336

無形固定資産合計   6,408 1.3  28,744 4.1 22,336

３．投資その他の資産         

（1）投資有価証券 ※１  11,111   11,112  0

（2）関係会社株式   10,000   10,000  －

（3）長期前払費用   917   192  △725

（4）繰延税金資産   201   506  305

（5）会員権   22,416   22,416  －

（6）敷金及び保証金   17,288   17,288  －

（7）貸倒引当金   △205   △205  －

投資その他の資産合計   61,730 12.6  61,310 8.8 △419

固定資産合計   96,418 19.7  113,603 16.3 17,184

資産合計   489,405 100.0  696,203 100.0 206,798
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前事業年度

（平成17年８月31日）
当事業年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   30,340   31,846  1,505

２．一年以内返済予定の長
期借入金

  59,127   26,040  △33,087

３．未払費用   47,833   52,676  4,843

４．未払法人税等   51,000   64,269  13,269

５．未払消費税等   12,676   13,707  1,030

６．前受金   －   232  232

７．預り金   3,927   5,237  1,309

流動負債合計   204,905 41.9  194,009 27.8 △10,896

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   85,390   29,110  △56,280

固定負債合計   85,390 17.4  29,110 4.2 △56,280

負債合計   290,295 59.3  223,119 32.0 △67,176

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  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．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  － － －
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前事業年度

（平成17年８月31日）
当事業年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

　１．資本金  － － 191,750 27.5 －

　２．資本剰余金  

(1）資本準備金 － 88,750  

資本剰余金合計 － － 88,750 12.8 －

　３．利益剰余金  

(1）その他利益剰余金  

　　繰越利益剰余金 － 192,584  

利益剰余金合計 － － 192,584 27.7 －

株主資本合計 － － 473,084 68.0 －

純資産合計 － － 473,084 68.0 －

負債純資産合計 － － 696,203 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１.コンテンツ事業売上高  830,026   992,966    

２.その他の事業売上高  15,854 845,880 100.0 33,613 1,026,580 100.0 180,699

Ⅱ　売上原価         

１.コンテンツ事業売上原
価

 312,821   397,611    

２.その他の事業売上原価  6,832 319,654 37.8 6,578 404,190 39.4 84,536

売上総利益   526,226 62.2  622,390 60.6 96,163

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  404,953 47.9  392,472 38.2 △12,481

営業利益   121,272 14.3  229,917 22.4 108,644

Ⅳ　営業外収益         

１. 受取利息  69   32    

２．有価証券利息  32   30    

３．受取配当金  10   10    

４．契約解除精算金  5,100   －    

５．その他  － 5,211 0.6 97 171 0.0 △5,040

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  3,915   3,102    

２．商品評価損  829   －    

３. 株式交付費  －   1,294    

４. 株式上場関連費用  －   13,396    

５．その他  540 5,285 0.6 562 18,355 1.8 13,070

　経常利益   121,198 14.3  211,732 20.6 90,534
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前事業年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別損失         

１．前期損益修正損 ※２ －   1,328    

２．固定資産除却損 ※３ － － － 505 1,833 0.2 1,833

税引前当期純利益   121,198 14.3  209,899 20.4 88,700

法人税、住民税及び事
業税

 55,988   88,453    

法人税等調整額  △4,358 51,629 6.1 △528 87,924 8.5 36,294

当期純利益   69,569 8.2  121,974 11.9 52,405

前期繰越利益   1,040   －  －

当期未処分利益   70,609   －  －
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コンテンツ事業売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　労　務　費  179,791 80.4 233,299 78.0  

Ⅱ　経　　　費 ※１ 43,791 19.6 65,676 22.0  

　当期総制作費用  223,582 100.0 298,975 100.0  

　仕掛品期首たな卸高  6,495  3,280   

　　　合　　計  230,078  302,256   

　仕掛品期末たな卸高  3,280  1,451   

　他勘定振替高 ※２ 3,446  5,008   

　支払ロイヤリティ  84,206  99,486   

　ソフトウェア償却費  5,263  2,327   

コンテンツ事業売上原価  312,821  397,611  84,789

       

（注）

前事業年度
（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１　経費の主な内訳は、次のとおりであります。

賃借料　　　　　　　 14,779 千円

保守管理費　　　　　 11,066 千円

顧問料　　　　　　　　4,500 千円

※１　経費の主な内訳は、次のとおりであります。

保守管理費　　　　　　   17,230千円

賃借料　　　　　　       15,190千円

外注費　　　　　　　　   12,391千円

※２　他勘定振替高　3,446千円はソフトウェアに振替え

ております。

※２　他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 

　　　　　　　ソフトウェア 1,217千円

　　　　　　　販売促進費 　3,790千円

 5,008千円

３　原価計算の方法

当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算を

採用しております。

３　原価計算の方法

同左
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その他の事業売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　商品期首たな卸高  －  －   

Ⅱ　当期商品仕入高  8,267  6,578   

　　　合　　計  8,267  6,578   

　他勘定振替高 ※1 554  －   

　商品期末たな卸高  881  －   

その他の事業売上原価  6,832  6,578  △253

       

（注）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

  

※１　他勘定振替高　554千円は販売促進費に振替えてお

ります。

　　　　　　　　　　　　―――――
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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11月25日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   70,609

Ⅱ　次期繰越利益   70,609

    

 株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成17年9月1日　至平成18年8月31日） 

株主資本

 純資産

合計資本金

資本剰余金  利益剰余金

 株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

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

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 112,000 40,000 40,000   152,000 152,000

当期純利益（千円）    121,974 121,974 121,974 121,974

事業年度中の変動額合計

（千円）
112,000 40,000 40,000 121,974 121,974 273,974 273,974

平成18年8月31日　残高

（千円）
191,750 88,750 88,750 192,584 192,584 473,084 473,084
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(4）キャッシュ・フロー計算書

 当事業年度は連結財務諸表を作成しているため、「キャッシュ・フロー計算書」につ

いては連結財務諸表において、「連結キャッシュ・フロー計算書」として記載してお

ります。

 

  
前事業年度

（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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益  121,198

減価償却費  15,755

貸倒引当金の増加・減少（△）額  487

受取利息  △69

有価証券利息  △32

支払利息  3,915

契約解除精算金  △5,100

商品評価損  829

売上債権の増加（△）・減少額  △94,171

たな卸資産の増加（△）・減少額  2,572

未収入金の増加（△）・減少額  1,294

前払費用の増加（△）・減少額  △3,981

仕入債務の増加・減少（△）額  14,021

未払金の増加・減少（△）額  △40

未払費用の増加・減少（△）額  20,263

未払消費税等の増加・減少（△）額  10,801

預り金の増加・減少（△）額  2,380

その他  193

小計  90,318

利息の受取額  99

利息の支払額  △3,831

契約解除精算金の受取額  5,100

和解精算金の支払額  △3,360

法人税等の支払額  △14,988

営業活動によるキャッシュ・フロー  73,336
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前事業年度

（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）

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  △33,187

無形固定資産の取得による支出  △7,108

関係会社株式の取得による支出  △10,000

貸付けによる支出  △5,300

貸付金の回収による収入  5,300

会員権の取得による支出  △3,000

その他  △219

　　投資活動によるキャッシュ・フロー  △53,515

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  100,000

長期借入金の返済による支出  △98,240

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,760

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加額  21,581

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  170,259

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  191,841
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券

　　償却原価法（定額法）

(1) 満期保有目的の債券

同　左

 (2) 子会社株式

　　移動平均法による原価法

(2) 子会社株式

同　左

 (3) 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

(3) その他有価証券

　　時価のないもの

同　左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 仕掛品

個別法による原価法

(1) 仕掛品

同　左

 

 

(2) 貯蔵品

総平均法による原価法

（2）貯蔵品

 同　左

３．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。

(1) 有形固定資産

同　左

 （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。

（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(2～5年)に

基づく定額法によっております。

４．繰延資産の処理方法  　　　　　　──────

 

 　　株式交付費は、支出時に全額費用と

　　 して処理しております。

 

５．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

６．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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項目
前事業年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

７．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。

(1）ヘッジ会計の方法

 

同　左

 （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

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

 (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。

(3) ヘッジ方針

 

同　左

 (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。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

 

同　左

８．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。

──────

９．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
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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。

   これによる当事業年度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。

　従来の資本の部に相当する金額は696,203千円でありま

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８月31日）

当事業年度
（平成18年８月31日）

※１　担保提供資産 ※１　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

宅地建物取引業法に伴う供託  

投資有価証券 9,999千円

※２　授権株式数　　　 　普通株式　　 5,000 株

　　　発行済株式総数　　 普通株式　　 1,010 株

※２　　　　　　　　──────

　　　

　３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。当該契

約に基づく当事業年度末の状況は次のとおりです。

　３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。当該契

約に基づく当事業年度末の状況は次のとおりです。

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 － 千円

　差引額 100,000千円

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 －千円

　差引額 100,000千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は39%、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は61%

であります。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は23%、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は77%で

あります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 109,486 千円

役員報酬 71,205

給料手当 62,749

業務委託料 53,339

賃借料 20,801

減価償却費 7,571

貸倒引当金繰入額 282

役員報酬 80,740 千円

給料手当  63,944

業務委託料  62,595

広告宣伝費 49,291

支払手数料 25,729

賃借料  22,069

減価償却費 9,822

貸倒引当金繰入額  613

貸倒損失 　262 

※２　　　　　　 ────────  ※２ 前期損益修正損は、前期損益修正損 2,816千円と前

期損益修正益 1,487千円の相殺後金額であります。

  主なものは、以下のとおりであります。

 前期損益修正損

 支払ロイヤリティ修正　　2,816千円

 前期損益修正益　　　

 前払費用修正　　　　　　1,487千円

 

※３　　　　　　 ──────── ※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりです。　　　　

 建物 398千円

工具器具備品 26千円

その他 　80千円

 505千円
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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9月1日　至　平成18年8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。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（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期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成17年8月31日現在）

現金及び預金勘定 191,841　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 191,841　千円

 

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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 

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

 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。

──────────

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。
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（有価証券関係）

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「有価証券関係」の注記につきましては、連結財務

諸表における注記事項として記載しております。

 

前事業年度（平成17年8月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分 種類

前事業年度
（平成17年８月31日）

貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の

国　　債 9,998 10,024 25

合　　計 9,998 10,024 25

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
前事業年度（平成17年８月31日）

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

(2)子会社株式及び関連会社株式

　子会社株式 10,000

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

区分

前事業年度（平成17年8月31日）

1年以内
（千円）

1年超5年以内
（千円）

5年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

債　　券

国　　債
－ 9,998 － －

合　　計 － 9,998 － －

 

当事業年度（平成18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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（デリバティブ取引関係）

 当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引」の注記につきましては、連結

財務諸表における注記事項として記載しております。

 

１．取引の状況に関する事項 

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

（1）取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ

取引であります。

（2）取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、将来の金利変動によるリス

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

す。

（3）取引の利用目的

当社のデリバティブ取引は、借入金等の将来の金利市場

における金利上昇の変動リスクを回避する目的で利用して

います。なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

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

ヘッジ対象…借入金の利息

③ヘッジの有効性評価の方法

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。

（4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有し

ております。なお、取引相手は信用度の高い国内銀行であ

り、信用リスクは極めて軽微であると認識しています。

（5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の管理については経理部で行っており

ますが、実施にあたりましては、担当役員及び社長まで決

裁を経て行っております。

2．取引の時価等に関する事項

前事業年度
（平成17年８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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（退職給付関係）

　当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「退職給付関係」の注記につきましては、連結財務

諸表における注記事項として記載しております。 

 

前事業年度（自平成16年9月1日　至平成17年8月31日） 

当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）   

未払事業税 4,560 千円

その他 838 

繰延税金資産合計 5,399 

（繰延税金資産）   

未払事業税 4,988 千円

その他 939 

繰延税金資産合計 5,928 

  

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

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

  

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下である

ため、記載を省略しております。

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下である

ため、記載を省略しております。

３．平成17年９月30日に増資が予定されており、外形標準

課税が適用されるため、当期の繰延税金資産及び繰延

税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前期の

41.1%から40.7%に変更しております。この変更による

影響は、軽微であります。

 

（持分法損益等）

前事業年度
（自　平成16年９月１日

至　平成17年８月31日）

当事業年度 
（自　平成17年９月１日 
至　平成18年８月31日） 

関連会社がないため、該当事項はありません。
 当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、記載

 しておりません。
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（関連当事者との取引）

  当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、「関連当事者との取引」の注記につきましては、連

結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

前事業年度（自平成16年９月1日　至平成17年８月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役　員 長沢一男 － －
当社の代表

取締役社長

(被所有)

直接　50.7
－ －

銀行借入に

対する債務

被保証

(注)2

98,717 － －

事務所の賃

借取引に対

する被保証

(注)3

－ － －

役　員 長沢敦子 － －
当社の

取締役

(被所有)

直接　5.0
－ －

資金の

貸付
4,800 － －

利息の受取

(注)4
　65 － －

（注）１．上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。

２．銀行借入98,717千円に対して代表取締役社長長沢一男より債務保証を受けておりますが、それに対する保証料

の支払及び担保の提供は行っておりません。

３．当社の事務所の賃借契約において、代表取締役社長長沢一男より保証を受けておりますが、当社は賃借料を前

払いしておりますので当事業年度末時点における被保証残高はありません。その債務保証の対象となる事務所

の賃借料は34,846千円であります。

４．貸付の金利につきましては、当社の平均借入レートを基準に決定しております。また、当事業年度末には取引

は解消しております。

(2）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
㈱ムー

ビーズ

東京都

港区
10,000

映像ソフト

ウェアの企

画・制作・

販売

(所有)

直接　100

兼任2名

出向1名
－ 設立出資 10,000

関係会社

株式
10,000

　（注）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

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

１株当たり純資産額 18,552円34銭

１株当たり当期純利益金額 8,150円25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、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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権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。

 　当社は、平成18年6月28日付で株式１株につき10株の株

式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

 １株当たり純資産額 19,713円86銭

１株当たり当期純利益金額 6,880円02銭

 　

　（注）　１株当たり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。

 
前事業年度

(自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日)

当事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

当期純利益（千円） 69,569 121,974

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 69,569 121,974

期中平均株式数（株） 1,010 14,966

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金額の算定に

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　95株)

 

新株予約権(新株予約権の目的となる

株式の数1,170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。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

　当社は、平成17年8月22日開催の臨時株主総会において、

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

とおり発行いたしました。

（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

（新株の発行）　

　当社株式は、平成18年９月15日に東京証券取引所マザー

ズへ上場いたしました。上場にあたり、平成18年８月16日

及び平成18年８月29日開催の取締役会において、下記のと

おり新株式の発行を決議し、平成18年９月14日に払込が完

了いたしました。

　この結果、資本金は399,668千円、発行済株式総数は

28,830株となりました。

①　募集方法 ：一般募集

(ブックビルディング方式に

よる募集)

②　発行する株式の種類及

び数

：普通株式　　 　3,330株

③　発行価格 ：１株につき 　135,000円

一般募集はこの価格にて行いました。

④　引受価額 ：１株につき　 124,875円

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。

⑤　払込金額の総額 ：          　415,833千円

⑥　資本組入額 ：１株につき　   62,438円

⑦　資本組入額の総額 ：　　　　　　207,918千円

⑧　払込期日 ：平成18年９月14日

⑨　配当起算日 ：平成18年９月１日

⑩　資金の使途 ：コンテンツの開発環境整備

のためのシステム導入、業

務システムの整備・拡充及

び本社事務所移転関係

－ 22 －



８．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

 　　　 　現時点では未定でありますので、決定次第開示いたします。
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