
 

 

 
平成 19 年５月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 18 年 10 月 25 日 

                         （コード番号 3824 Q-Board） 

会社名 メディアファイブ株式会社  

（ＵＲＬ http://www.media5.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長  上野 英理也 ＴＥＬ：（092）761－0078     

              責任者役職・氏名 取締役管理本部長 吉行 亮二 
 
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 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、福岡証券取引所の「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 19 年５月期第１四半期財務・業績の概況（平成 18 年６月１日～平成 18 年８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 ％

19 年５月期第１四半期 234 ― 13 ― 11 ― 6 ―

18 年５月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

(参考)18 年５月期 776 43 41  30

 

 
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

19 年５月期第１四半期 2,414 67 ― ―

18年５月期第１四半期 ― ― ― ―

(参考)18 年５月期 24,482 02 ― ―

 (注) １ 平成 18 年５月期第１四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、記
載を省略しております。また、このため売上高、営業利益等におけるパーセント表示は記
載しておりません。 

 ２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株引受権及び新株予約権の残高があ
りますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので、記載しており
ません。 

    ３ 平成 18 年７月 16 日付をもって１株につき２株の割合で株式分割を行っております。なお、
１株当たり四半期純利益は、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。 
また、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の当期純利益は以下のとおりとな
ります。 

 １株当たり当期純利益

円 銭

（参考）平成 18年５月期 12,236 13

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第１四半期における我が国経済は、堅調な内需の拡大や、企業収益の改善に伴う設備投資の増加

も相まって、雇用環境にも改善が見られました。 
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しかしながら、当社の属する情報サービス業界におきましては、全般的な民間企業の収益改善を受

け、広範な分野・業種で設備投資の活性化の兆しがみられる一方、海外への開発委託（オフショア開

発）等のコスト削減の動きもあり、競争激化の時代を迎えようとしております。 

このような環境の中、当社では主力であるＩＴエンジニアの業務支援事業（以下ＳＥＳ事業）にお

きまして、前期末稼動者数 152 名から 165 名に増加し、また地元企業を中心に 約 65 社と取引し、引

き続き拡大いたしております。 

また、その他事業におきましても、ネットワークセキュリティ製品のサポート窓口業務受託が安定

的に受注できました。 

以上の結果、当第１四半期会計期間における当社売上高は 234,669 千円、売上総利益 77,638 千円、

経常利益 11,746 千円、純利益 6,881 千円となりました。 

なお、当期間の売上高を事業別にみますと、ＳＥＳ事業は 228,673 千円、ＳＩ事業は 3,965 千円、

その他事業は 2,031 千円となりました。 

 
(2) 財政状態の変動状況 （百万円未満切捨） 

 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

19 年５月期第１四半期 271 153 56.6 51,721 59

18 年５月期第１四半期 ― ― ― ― ―

(参考)18 年５月期 280 132 47.2 93,751 18

(注)平成 18 年７月 16 日付をもって１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

  また、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり純資産は以下のとおりとな

ります。 

 
１株当たり 
純 資 産 

  円 銭

(参考)18 年５月期 46,875 59

 

 
(3) 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

19 年５月期第１四半期 △31 △3 0 80

18 年５月期第１四半期 ― ― ― ―

(参考)18 年５月期 32 △8 10 115

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

第１四半期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、80,812 千円と前期末

に比較し、35,156 千円減少しております。 

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

営業活動の結果使用した資金は31,811千円となりました。これは、税引前第１四半期純利益は11,983

千円となりましたが、売上債権の増加 8,754 千円、たな卸資産の増加 4,453 千円等による資産の減少、
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未払費用の減少 22,493 千円、法人税等の支払 11,793 千円等による結果となっております。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 3,541 千円となりました。これは、固定資産取得による支出による

ものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は 197千円であります。これは短期借入金の返済による支出826千円、

長期借入金の返済による支出 6,787 千円、株式発行による収入 7,810 千円によるものであります。 

 
３．平成 19 年５月期の業績予想（平成 18 年６月１日～平成 19 年５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 489 9 5

通     期 1,103 56 31

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 10,771 円 42 銭 
    平成 19 年５月期の１株当たり予想当期純利益は当第１四半期末発行済株式数 2,966 株により

算出しております。 
 
［業績予想に関する定性的情報等］ 

当期の通期業績予想といたしましては、売上高 1,103 百万円、経常利益 56 百万円、当期純利益 31

百万円と予想いたしております。 

当期におきまして、主力であるＳＥＳ事業は顧客企業からの需要は高い状態で推移し、ＩＴエンジ

ニアの稼働者数も増加しております。今後もＩＴエンジニアの育成に注力し、事業拡大のために、Ｉ

Ｔエンジニア人員の更なる増加を行います。またＳＩ事業・その他事業におきましても営業力の強化

し、案件の受託推進を行います。 

 

（注）業績予想につきましては、現地点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。予想に

は様々な不確定要素が含まれており、実際の業績はこれらの予想数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て下さい。 

 
４．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

        中間期末 期末 年間 
18 年５月期 ― ― ― 

19 年５月期（実績） ― ― ― 

19 年５月期（予想） ― ― ― 
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５．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

 
 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５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  80,812  115,969

２．売掛金  130,560  121,806

３．たな卸資産  12,571  8,117

４．その他  19,432  11,300

貸倒引当金  △1,192  △1,562

流動資産合計  242,185 89.3  255,631 91.1

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１ 8,211 3.0  4,633 1.7

２．無形固定資産  3,978 1.5  3,442 1.2

３．投資その他の資産   

(１)敷金及び保証金  13,741  13,683

(２)その他  3,119 3,138

投資その他の資産合計  16,861 6.2
 

16,822 6.0

固定資産合計  29,052 10.7  24,898 8.9

資産合計  271,237 100.0  280,529 100.0
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当第１四半期会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５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  7,294  12,092

  ２．短期借入金  ―  826

  ３．一年以内返済予定長期借入金  ―  1,428

  ４．未払費用  28,369  50,631

  ５．未払法人税等  12,010  11,852

  ６．賞与引当金  14,411  ―

  ７．その他 ※２ 24,838  29,508

   流動負債合計  86,924 32.0  106,340 37.9

Ⅱ 固定負債   

１．新株引受権付社債  30,600  36,000

２．長期借入金  ―  5,359

固定負債合計  30,600 11.3  41,359 14.8

負債合計  117,524 43.3  147,699 52.7
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当第１四半期会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金 86,325 31.8  79,325 28.3

２．資本剰余金  

       資本準備金 51,719 44,665 

資本剰余金合計 51,719 19.1  44,665 15.9

３．利益剰余金  

(1) 利益準備金 40 40 

(2) その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 15,321 8,439 

利益剰余金合計 15,362 5.7  8,480 3.0

株主資本合計 153,406 56.6  132,470 47.2

Ⅱ 新株予約権  

新株引受権 306 360 

新株予約権合計 306 0.1  360 0.1

純資産合計 153,712 56.7  132,830 47.3

負債及び純資産合計 271,237 100.0  280,529 100.0
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（2）四半期損益計算書 

 
 当第１四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 
  至 平成18年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年６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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  234,669 100.0 776,606 100.0

Ⅱ 売上原価 ※５ 157,031 66.9  522,492 67.3

売上総利益  77,638 33.1  254,113 32.7

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５ 64,250 27.4  210,977 27.2

営業利益  13,387 5.7  43,135 5.5

 Ⅳ 営業外収益 ※１ ― ―  0 0.0

 Ⅴ 営業外費用 ※２ 1,641 0.7  1,895 0.2

経常利益  11,746 5.0  41,240 5.3

Ⅵ 特別利益 ※３ 370 0.2  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※４ 133 0.1  214 0.0

税引前第１四半期(当期)純利益 
 

11,983 5.1  41,026 5.3

法人税、住民税及び事業税 
 

11,951  11,852  

法人税等調整額 
 

△6,849 5,101 2.2 △1,526 10,326 1.3

第１四半期(当期)純利益 
 

6,881 2.9  30,700 4.0
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（3）四半期株主資本等変動計算書 

   当第１四半期会計期間（自平成 18 年６月１日 至平成 18 年８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 
項目 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金

合計 

株主資本

合計 

平成 18 年５月 31 日残高（千円） 79,325 44,665 44,665 40 8,439 8,480 132,470

第１四半期中の変動額   

新株の発行 7,000 7,000 7,000 ― ― ― 14,000

新株引受権の行使に伴う 

新株引受権の振替 
― 54 54 ― ― ― 54

第１四半期純利益 ― ― ― ― 6,881 6,881 6,881

第１四半期中の変動額合計（千円） 7,000 7,054 7,054 ― 6,881 6,881 20,935

平成 18 年８月 31 日残高（千円） 86,325 51,719 51,719 40 15,321 15,362 153,406

 

新株予約権 

項目 

新株引受権 
新株予約権

合計 

純資産 

合計 

平成 18 年５月 31 日残高（千円） 360 360 132,830

第１四半期中の変動額  

新株の発行 ― ― 14,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 新株引受権の行使に伴う 

新株引受権の振替 
△54 △54 ―

第１四半期純利益 ― ― 6,881

第１四半期中の変動額合計(千円) △54 △54 20,881

平成 18 年８月 31 日残高（千円） 306 306 153,712
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（4）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成18年８月31日）

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第１四半期(当期)純利益  11,983 41,026 

減価償却費  930 3,190 

貸倒引当金の増加（減少△）額  △370 307 

賞与引当金の増加額  14,411 ― 

雑費  ― 298 

受取利息  ― △0 

支払利息及び社債利息  293 1,443 

新株発行費  789 346 

固定資産除却損  133 214 

売上債権の増加額  △8,754 △42,784 

たな卸資産の増加額  △4,453 △3,984 

その他資産の増加額  △1,339 △1,269 

仕入債務の増加（減少△）額  △4,798 1,174 

未払費用の増加（減少△）額  △22,493 21,563 

その他負債の増加（減少△）額  △6,292 12,713 

  小計  △19,960 34,241 

 利息の受取額  ― 0 

 利息の支払額  △58 △1,438 

 法人税等の支払額  △11,793 △610 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △31,811 32,192 
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当第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成18年８月31日）

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円）  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  △3,541 △2,574 

無形固定資産の取得による支出  ― △2,125 

敷金及び保証金の支払による支出  ― △4,028 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,541 △8,728 

    

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の返済による支出  △826 ― 

   長期借入金の返済による支出  △6,787 △8,197 

株式の発行による収入  7,810 18,807 

ファイナンス・リース債務の返済
による支出 

 ― △276 

財務活動によるキャッシュ・フロー  197 10,333 

 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（減少△）
額 

 △35,156 33,797 

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  115,969 82,171 

80,812 115,969  Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末
(期末)残高 

※ 
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（5）注記事項等 

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1四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 
  至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１．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によっ
ております。 

（２）貯蔵品 
先入先出法による原価法に
よっております。 

（１）仕掛品 
同左 

 
（２）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 
定率法によっております。 
なお、取得価額１０万円以上
２０万円未満の少額減価償却
資産については、費用処理し
ております。 

（２）ソフトウェア 
  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）ソフトウェア 
同左 
 

 
 

３．繰延資産の処理方法 新株発行費 
支出時に一括費用処理をしてお
ります。 

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、回収不能見込額を
計上しております。 

①一般債権 
貸倒実績率法によっておりま
す。 

②貸倒懸念債権及び破産更生債
権 
個別に回収可能性を勘案して
回収不能見込額を計上してお
ります。 

（２）賞与引当金 
  ６月から11月を支給対象期間

とする正社員の賞与の支給制
度が存在しているため、正社
員に対する将来の賞与の支給
に備えて、支給見込み額に基
づき当第1四半期負担額を計
上しております。 

（１） 貸倒引当金 
 

同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）   ― 
 
 
 
 
 
 
   

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
に準じた会計処理法によっており
ます。 

同左 

６．四半期キャッシュ・フロー計
算書（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引日から３
ケ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 
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項目 
当第1四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 
  至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

７．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 

消費税等の会計処理 
 税抜方式によっております。 

同左 

 

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１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５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に相当する金額は132,470千
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。 
 
（ストック・オプション等に関する会計基準） 
 当事業年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成17

年12月27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 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

― 

 

前事業年度までその他事業に含めておりました研

修サービスについては、前事業年度末をもって有料研

修サービスを終了しております。引続き行っておりま

す研修に係る費用については、当事業年度より販売費

及び一般管理費にて計上し、一部徴収を行っておりま

す研修負担金については研修員給与より控除処理し

ております。この結果、従来の方法によった場合に比

較して売上総利益は26,824千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありま

せん。 
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注記事項 

  （四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年５月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   

6,287千円

※２ 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、流

動負債の「その他」として表示しております。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   

6,296千円

※２        ― 

 

（四半期損益計算書関係）  

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１       ― 

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 28千円 

社債利息 265千円 

株式公開費用 500千円 

新株発行費 789千円 

※３ 特別利益の項目 

貸倒引当金戻入額 370千円 

※４ 特別損失の項目 

固定資産除却損 133千円 

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 510千円 

無形固定資産 387千円 
 

※１ 営業外収益の項目 

受取利息 0千円 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 363千円 

社債利息 1,080千円 

新株発行費 346千円 

  

※３       ― 

 

※４ 特別損失の項目 

固定資産除却損 214千円 

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,452千円 

無形固定資産 1,653千円 
 

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成 18 年６月 1日 至 平成 18 年８月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数(株) 

当第１四半期会計期間

増加株式数(株) 

当第１四半期会計期間 

減少株式数(株) 

当第１四半期会計期間末

株式数(株) 

発行済株式   

普通株式 

（注） 
1,413 1,553 ― 2,966

合計 1,413 1,553 ― 2,966

(注) 普通株式の第１四半期増加株式数 1,553 株は、株式分割による増加 1,413 株、新株引受権の権

利行使に伴う新株発行による増加54株及び新株予約権の権利行使に伴う新株発行による増加86

株であります。 

２．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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３．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

前事業 

年度末 

当第１四

半期会計

期間増加

当第１四

半期会計

期間減少 

当第１四

半期会計

期間末 

当第１四

半期会計

期間末残

高（千円）

平成 12 年 12 月 

新株引受権（注）１、２、３ 
普通株式 180 180 54 306 306

平成 14 年７月 

新株予約権（注）１、２、３ 
普通株式 100 100 4 196 －提出会社 

ストック・オプションとしての

新株予約権 
－ － － － － －

合計 － － － － － 306

（注）１ 平成 12 年 12 月新株引受権、平成 14 年７月新株予約権は権利行使可能であります。 

２ 平成 12 年 12 月新株引受権及び平成 14 年７月新株予約権の当第１四半期会計期間の増加につ

いては、株式分割による増加であります。 

３ 平成 12 年 12 月新株引受権及び平成 14 年７月新株予約権の当第１四半期会計期間の減少は、

新株引受権及び新株予約権の行使によるものであります。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※現金及び現金同等物の第１四半期末残高と、現金及

び預金勘定は一致しております。 

※現金及び現金同等物の期末残高と、現金及び預金

勘定は一致しております。 

 

（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少

額なリース取引のため、中間財務諸表等規則第５条の

３において準用する財務諸表等規則第８条の６第６

項の規定により記載を省略しております。 

内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少

額なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第

６項の規定により記載を省略しております。 

 

 

（有価証券関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

該当事項はありません。 同左 
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（デリバティブ取引関係） 

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

当社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。 
同左 

 

（ストック・オプション等関係） 

  

当第1四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

該当事項はありません。 ― 

 

（持分法損益等） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

該当事項はありません。 同左 

 

（１株当たり情報） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額 

51,721 円 

2,414 円 67

59 銭 

１株当たり第 1四半期純利益 

銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期純利益

については、新株引受権及び新株予約権の残高はあり

ますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把

握できませんので、記載しておりません。 

 当社は平成 18 年７月 16 日付で株式１株につき２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

場合の前事業年度の１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。 

前事業年度 

１株当たり純資産額 46,875 円 59 銭

１株当たり当期純利益 12,236 円 13 銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、新株引受権及び新株予約権の残高は

ありますが、当社株式は非上場であり、期中平

均株価が把握できませんので、記載しておりま

せん。 

  

１株当たり純資産額 

93,751 円

24,482 円

18 銭 

１株当たり当期純利益 

02 銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、新株引受権及び新株予約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できま

せんので、記載しておりません。 
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（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度 
（平成18年５月31日） 

四半期貸借対照表（貸借対照表）の純資産の

部の合計額 （千円） 
153,712 132,830

普通株主に係る純資産額 （千円） 153,406 132,470

四半期貸借対照表（貸借対照表）の純資産の

部の合計額と１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式に係る第１四半期会計期間

末（事業年度末）の純資産額との差額  

（千円） 

306 360

（うち新株引受権） (306) (360)

普通株式の発行済株式数 （株） 2,966 1,413

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数 （株） 
2,966 1,413

 

２ １株当たり第１四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たりの第１四半期（当期）純利益の

算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 
    至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日） 

第１四半期（当期）純利益 （千円）                6,881 30,700

普通株主に帰属しない金額 （千円）                －                － 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益 

（千円） 
                 6,881 30,700

期中平均株式数       （株）                          2,850 1,254

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１四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

第２回無担保分離型新株引受

権付社債（新株引受権の残高

30,600 千円）及び新株予約権の

数２種類 508 個。 

第２回無担保分離型新株引受

権付社債（新株引受権の残高

36,000 千円）及び新株予約権の

数２種類 600 個。 
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（重要な後発事象） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日） 

― １．株式分割 

平成 18 年６月 22 日開催の取締役会において、次のとお

り株式分割を行うことを決議し、平成 18 年７月 16 日付

で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

(1) 目的 

株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図るこ

とです。 

(2) 分割の方法 

平成18年７月15日 終の株主名簿に記載された株

主の所有株式数 1,413 株に対し、１株につき２株の

割合をもって株式分割いたします。 

(3) 分割により増加する株式数 

普通株式  1,413 株 

(4) 株式分割の日 

平成 18 年７月 16 日 

(5) 配当起算日 

平成 18 年６月１日 

(6) 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 株当たり情報及び当期首

に行われたと仮定した場合の当事業年度における

1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりになりま

す。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり

純資産額 
39,970円93銭 

１株当たり

純資産額 
46,875円59銭

１株当たり 

当期純利益 
4,562 円 81 銭 

１株当たり 

当期純利益 
12,236円13銭

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、新株引受権及び新株予

約権の残高はありますが、

当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できま

せんので、記載しておりま

せん。 

同左 
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当第１四半期会計期間 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成18年５月31日） 

― ２．新株予約権及び新株引受権の行使に伴う新株の発行 
平成18年８月16日付で新株予約権及び新株引受権が行
使され、株式数等が次のとおり増加しております。 

(1) 平成14年７月31日発行の新株予約権の行使 
 ①新株予約権の行使により発行した株式の種類、数及び

１株当たりの発行価格 
  普通株式 86株 100,000円 
 ②新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の

総額 
  8,600千円 
 ③新株予約権の行使により発行した株式の資本組入額
  4,300千円 
 ④新株式の配当起算日 
  平成18年６月１日 
(2) 第２回無担保分離型新株引受権付社債に係る代用払込

による新株引受権の行使 
 ①新株引受権の行使により発行した株式の種類、数及び

１株当たりの発行価格 
  普通株式 54株 100,000円 
②新株引受権付社債の減少額及び新株引受権の行使に
より発行した株式の発行価額の総額 

  5,400千円 
③新株引受権の行使により発行した株式の資本組入額

  2,700千円 
④新株式の配当起算日 

   平成 18 年６月１日 
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