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平成19年６月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） 

平成18年11月６日 
上場会社名  比較.com株式会社                （コード番号：2477  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.hikaku.com/） 

問合せ先    代表者役職・氏名  代表取締役社長   渡邉 哲男 

責任者役職・氏名  経営企画室長    岩館 徹   TEL（03）5447－6690     

 

１．四半期連結財務情報の作成等にかかる事項 

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 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 ： 無 

④ 会計監査人の関与 ： 有 

平成19年６月期第１四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。 

 

２．19年６月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年７月１日～平成18年９月30日） 

(1) 連結経営成績の進捗状況                          （金額は百万円未満を切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期（当期） 

純 利 益 

 
19年６月期第１四半期 
18年６月期第１四半期 

百万円   ％

91  （ －）
－  （ －）

百万円    ％

△3  （ －）
－  （ －）

百万円    ％ 

△3  （ －） 
－  （ －） 

百万円    ％

△12  （ －）
－  （ －）

（参考）18年６月期 538 253 234 134 
 
 

 
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 

 
19年６月期第１四半期 
18年６月期第１四半期 

円     銭

△406   80  
－    － 

円     銭

－      －  
－      － 

（参考）18年６月期 4,724      18 4,545     18 

(注) 売上高、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率であります

が、当社グループは平成18年６月期第１四半期については連結財務諸表を作成していないため記載しておりませ

ん。 

 

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

平成19年６月期第１四半期におけるわが国経済は、企業部門においては企業収益の改善や民間設備投資の拡大等

により、緩やかな景気回復基調で推移しておりますが、一方で個人部門では景況感が若干ながら悪化の方向にふれ

る等、未だ先行き不透明感が拭いきれない状況であります。また当社の属するインターネット広告業界も社会的な

認知の高まりから市場規模が拡大している一方で、参入社数も増加する等、競争は激化しております。 

このような環境において、当社グループにおきましては、主要事業であるインターネット広告事業において、総

合比較サイトとしてインターネットユーザーの利便性の向上に努めるべく、業務提携やサイトのリニューアル等を

実施して参りました。 

一方で当社グループのサービスのうち、大きな比重を占めている「証券会社比較サービス」の対象となるインタ

ーネット証券口座の新規開設数が以前に比べて急減したことに加え、他のサービスの拡充がいまだ不十分であった

ことから売上高が低調に推移しました。またサービス拡充に向けた人員増に対応するための本社移転等による販売

費及び一般管理費が増加しております。 

この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は91,339千円、営業損失は3,267千円、経常損失は

3,151千円、四半期純損失は12,765千円となりました。 

売上の内訳と致しましては「アフィリエイト広告業務」が55,165千円、「出店広告業務」が13,822千円、「固定

広告業務」が20,947千円、「代理店業務」が343千円、「その他業務」が1,060千円となりました。 

 

※なお、前第1四半期連結会計期間は連結財務諸表を作成していないため、前年同期との比較を行っておりません。

（以下「連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等」においても同じであります。） 
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(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
 
19年６月期第１四半期 
18年６月期第１四半期 

百万円

1,924    
－ 

百万円

1,886    
－ 

％ 

 98.0   
－ 

円   銭

  60,116  19 
   －   － 

（参考）18年６月期 2,026 1,899 93.7 60,523  00 

(注)１．期末発行済株式数(連結) 19年６月期第１四半期 31,380株  18年６月期第１四半期 －株 

２．平成18年６月期第１四半期については連結財務諸表を作成していないため、記載しておりません。   
 
(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

 
19年６月期第１四半期 
18年６月期第１四半期 

百万円

△80    
－    

百万円

△10    
－    

百万円 

－     
－     

百万円

1,830    
－    

（参考）18年６月期 213 △40 1,660 1,922 

(注)平成18年６月期第１四半期については連結財務諸表を作成していないため、記載しておりません。 

 

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

当第１四半期連結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、税金等調整前四半期純損失

の発生及び本社移転に伴う有形固定資産の取得による支出が発生したことにより当第１四半期末には1,830,884千円

となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は80,703千円となりました。この主な内容は法人

税等の支払80,957千円及び税金等調整前四半期純損失3,151千円があったこと等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は10,505千円となりました。これは主に本社移転

に伴う有形固定資産の取得による支出13,891千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローはございませんでした。 

 

 

３．19年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

中 間 期 
百万円

191    
百万円

△30    
百万円

△40    
通   期 447 △118 △128 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △4,105円22銭 

尚、１株当たり予想当期純利益（通期）は平成18年９月30日現在の発行済株数31,380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] 

  当社グループの業績は、インターネット広告市場及びアフィリエイト広告市場の拡大に伴って、主要事業であるイ

ンターネット広告事業が伸張すると予想されますが、一方で当社グループと同様の比較サイトや比較ビジネス、e

マーケットプレイス事業に参入する企業は増加し、また業界内での競争も激化してくることが予想されます。 

  このような環境のもと、当社グループは総合比較サイト「比較.com」のさらなるサービスの向上とシェアの拡大を

目指し、新規カテゴリーおよび新サービスの積極的な開発を行い、また既存カテゴリーのさらなる内容充実や当社

サービスの外部メディアへの提供拡充など、当社サイトのメディア媒体としての価値向上に努めて参ります。 

 

 * 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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４．四半期連結財務諸表等 

（１）四半期連結貸借対照表 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年６月30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  1,830,884  1,922,093 

２．売掛金  34,844  40,866 

３．その他  5,692  20,397 

貸倒引当金  △559  △622 

流動資産合計  1,870,862 97.2  1,982,734 97.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１ 15,706 0.8  2,633 0.1

２．投資その他の資産  37,597 2.0  41,504 2.0

固定資産合計  53,303 2.8  44,137 2.1

資産合計  1,924,166 100.0  2,026,871 100.0

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．未払金  23,199  22,062 

２．未払法人税等  1,190  81,445 

３．その他 ※２ 13,330  24,153 

流動負債合計  37,720 2.0  127,660 6.3

負債合計  37,720 2.0  127,660 6.3

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  703,000 36.5  703,000 34.7

２．資本剰余金  994,000 51.6  994,000 49.0

３．利益剰余金  189,446 9.9  202,211 10.0

株主資本合計  1,886,446 98.0  1,899,211 93.7

純資産合計  1,886,446 98.0  1,899,211 93.7

負債純資産合計  1,924,166 100.0  2,026,871 100.0
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（２）四半期連結損益計算書 

  

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30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  91,339 100.0  538,870 100.0

Ⅱ 売上原価 
 

10,620 11.6  30,953 5.7

売上総利益 
 

80,718 88.4  507,917 94.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 83,986 92.0  254,875 47.3

営業利益又は 

営業損失（△） 

 
△3,267 △3.6  253,041 47.0

Ⅳ 営業外収益 
 

  

１．受取利息 
 

110 120  

２．消費税等簡易課税制度

適用差益 

 
－ 5,858  

３．その他 
 

4 115 0.1 － 5,979 1.1

Ⅴ 営業外費用    

１．創立費償却  － 233  

２．新株発行費償却  － 13,938  

３．株式上場費用  － 10,478  

４．為替差損  － － － 21 24,671 4.6

経常利益又は経常 

損失（△） 

 
△3,151 △3.5  234,349 43.5

Ⅵ 特別損失    

１．本社移転費用 ※２ － － － 2,193 2,193 0.4

税金等調整前四半期

（当期）純利益又は 

純損失（△） 

 

△3,151 △3.5  232,155 43.1

法人税、住民税及び 

事業税 

 
282 100,791  

法人税等調整額  9,330 9,613 10.5 △3,625 97,166 18.0

四半期（当期）純利益

又は純損失（△） 

 
△12,765 △14.0  134,988 25.1
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日）                 （単位：千円） 

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18年６月30日 残高 703,000 994,000 202,211 1,899,211 1,899,211

四半期連結会計期間中の変動額  

四半期純損失 △12,765 △12,765 △12,765

四半期連結会計期間中の 

変動額合計 
△12,765 △12,765 △12,765

平成18年９月30日 残高 703,000 994,000 189,446 1,886,446 1,886,446

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日）                      （単位：千円） 

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６月30日 残高 23,000 － 67,222 90,222 90,222

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 680,000 994,000 1,674,000 1,674,000

当期純利益 134,988 134,988 134,988

連結会計年度中の変動額合計 680,000 994,000 134,988 1,808,988 1,808,988

平成18年６月30日 残高 703,000 994,000 202,211 1,899,211 1,899,211
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

   至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 

要約キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成17年７月１日 

   至 平成18年６月30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    

税金等調整前四半期（当期）純利

益又は純損失（△） 

 

△3,151 232,155 

減価償却費  819 849 

貸倒引当金の減少額  △63 △985 

受取利息及び受取配当金  △110 △120 

売上債権の減少額  6,021 12,760 

未払金の増加額  1,137 11,599 

その他  △4,508 28,628 

小計  142 284,886 

利息及び配当金の受取額  110 120 

法人税等の支払額  △80,957 △71,920 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △80,703 213,086 

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  △13,891 △2,980 

差入敷金保証金の支払による支出  － △37,597 

差入敷金保証金の受取による収入  3,386 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △10,505 △40,577 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   株式の発行による収入 

 

－ 

 

1,660,061 

財務活動によるキャッシュ・フロー  － 1,660,061 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減

少額（△） 

 
△91,209 1,832,570 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,922,093 89,523 

1,830,884 1,922,093 Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末 

（期末）残高 

 

※１ 
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（５）注記事項等 

 

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１四半期連結会計期間 
 （自 平成18年７月１日 

     至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
 （自 平成17年７月１日 

     至 平成18年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 （１）連結子会社の数     １社 

比較.comサービス有限会社 

 

（１）連結子会社の数     １社 

比較.comサービス有限会社 

なお、比較.comサービス有限会社は、平
成17年10月５日に 
子会社として設立したことから、連結の
範囲に含めています。 

２．持分法の適用に関する事項 （１）持分法適用の関連会社 

該当事項はありません。 

（２）持分法適用の非連結子会社 

該当事項はありません。 

（１）持分法適用の関連会社 

該当事項はありません。 

（２）持分法適用の非連結子会社 

該当事項はありません。 

３．連結子会社の四半期決算日

（決算日）等に関する事項 

連結子会社の四半期決算日は、四半期連

結決算日と一致しています。 

連結子会社の決算日は、決算日と一致し

ています。 

４．会計処理基準に関する事項 

（１）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 

有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物附属設備     15年 

工具器具及び備品  ４～15年 

 

有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

工具器具及び備品  ４～６年 

 

（２）重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

売掛金等債権の貸倒損失に備えるため、

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 

（３）繰延資産の処理方法 ――――― 

 

 

①新株発行費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

②創立費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

（４）その他四半期連結財務

諸表（連結財務諸表）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。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

５．四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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か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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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額          1,831千円

 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めております。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額          1,012千円

 

※２．      ―――― 

 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
  （自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
  （自 平成17年７月１日 

 至 平成18年６月30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。 
広告宣伝費              21,616千円 
給与手当                14,869千円 
地代家賃        10,417千円 
貸倒引当金繰入額           51千円 

 
※２．       ――――― 
 
 
 
 

※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。 
広告宣伝費             100,870千円 
役員報酬                32,424千円 
給与手当                43,363千円 
貸倒引当金繰入額          565千円 

 
※２．本社移転費用の内訳は次のとおりであります。 

減損損失        1,063千円 
工具器具及び備品      548千円 
長期前払費用           515千円 

原状回復費用        1,129千円 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30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 

 
前連結会計年度末 

株式数 
増加株式数 減少株式数 

当第１四半期連結会計期間末
株式数 

発行済株式     

普通株式 31,380 － － 31,380

合計 31,380 － － 31,380

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30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 

 
前連結会計年度末 

株式数 
増加株式数 減少株式数 当連結会計年度末株式数 

発行済株式     

普通株式（注） 13,690 17,690 － 31,380

合計 13,690 17,690 － 31,380

（注）普通株式の発行済株式数の増加17,690株は、１株を２株に株式分割したことによる増加13,690株、公募増資にて新株を発行し

たことによる増加4,000株であります。 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期連結会計期間 
  （自 平成18年７月１日 
   至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
  （自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の当第１四半期末残高と当第１四

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９月30日現在）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と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６月30日現在）

   現金及び預金            1,830,884千円 

   現金及び現金同等物        1,830,884千円 

   現金及び預金            1,922,093千円 

   現金及び現金同等物        1,922,093千円 

 

（リース取引関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

当社グループは、インターネット広告事業の単一事業であり、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

当社グループは、インターネット広告事業の単一事業であり、記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30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。 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30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１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しています。 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しています。 
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（１株当たり情報） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり純資産額 60,116円19銭 １株当たり純資産額 60,523円00銭 

１株当たり四半期純損失 △406円80銭 １株当たり当期純利益 4,724円18銭 

  
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

4,545円18銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、

当社は四半期純損失を計上しているため、記載しておりませ

ん。 

当社は、平成17年11月29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。 

（注）１株当たり四半期（当期）純利益又は純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 

    至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 

    至 平成18年６月30日） 

１株当たり四半期（当期）純利益又は純損失（△）  

四半期（当期）純利益又は純損失（△）（千円） △12,765 134,988 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る四半期（当期）純利益又は純損

失（△）（千円） 
△12,765 134,988 

期中平均株式数（株） 31,380 28,574 

   

潜在株式調整後の１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － 1,125 

（うち新株予約権） － （1,125） 

 

（重要な後発事象） 

当第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 
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平成 19年 ６月期   第１四半期財務・業績の概況（個別） 平成18年11月６日 

上場会社名  比較.com株式会社                （コード番号：2477  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.hikaku.com/） 

問合せ先    代表者役職・氏名  代表取締役社長   渡邉 哲男 

責任者役職・氏名  経営企画室長    岩館 徹   TEL（03）5477－6690     
 
１．四半期財務情報の作成等にかかる事項 

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 

平成19年６月期第１四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19年６月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年７月１日～平成18年９月30日） 

(1) 経営成績の進捗状況                            （金額は百万円未満を切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益
 
19年６月期第１四半期 
18年６月期第１四半期 

百万円   ％

91  （ －）
－  （ －）

百万円    ％

△3  （ －）
－  （ －）

百万円    ％ 

△3  （ －） 
－  （ －） 

百万円    ％

△12  （ －）
－  （ －）

（参考）18年６月期 538 253 235 136 

 

 
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 

 
19年６月期第１四半期 
18年６月期第１四半期 

円     銭

△401   93  
－   － 

円     銭

  －       － 
－      － 

（参考）18年６月期 4,760   07 4,579      71 

(注)１．期中平均株式数 19年６月期第１四半期 31,380株   

18年６月期      28,574株 

当社は、平成17年11月29日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、１株当た

り四半期（当期）純利益は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。また、平成18年３

月14日に公募により4,000株の新株式の発行を行っております。 

２．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しておりますが、当社は当事

業年度より第１四半期財務諸表を作成しているため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
 
19年６月期第１四半期 
18年６月期第１四半期 

百万円

1,925    
－    

百万円

1,887    
－    

％ 

 98.0   
－   

円   銭

60,153   75 
－   －  

18年６月期 2,027 1,900 93.7 60,555    67 

(注) 当社は、平成17年11月29日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、1株当たり

株主資本は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。 

 

３．19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

中 間 期 

通   期 

百万円 

191 

446 

百万円

△30 

△118 

百万円 

△40 

△128 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   △4,105円22銭 

（注）１株当たり予想当期純利益（通期）は、平成18年９月30日現在の発行済株式数31,380株により算出しておりま

す。 
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４．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 第1四半期末 中間期末 第3四半期末 期末 その他 年間 

18年６月期 － － － － － － 

19年６月期（実績） － － － － － － 

19年６月期（予想） － － － － － － 

 

* 上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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５．四半期財務諸表等 

（１）四半期貸借対照表 

 
当第１四半期会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年６月30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  1,829,137  1,920,102

２．売掛金  34,752  40,836

３．その他  5,692  20,397

貸倒引当金  △559  △622

流動資産合計  1,869,023 97.1  1,980,712 97.7

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１ 15,706 0.8  2,633 0.1

２．投資その他の資産  40,597 2.1  44,504 2.2

固定資産合計  56,303 2.9  47,137 2.3

資産合計  1,925,327 100.0  2,027,850 100.0

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．未払金  23,199  22,062

２．未払法人税等  1,172  81,398

３．その他 ※２ 13,330  24,153

流動負債合計  37,702 2.0  127,613 6.3

負債合計  37,702 2.0  127,613 6.3

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  703,000 36.5  703,000 34.7

２．資本剰余金   

(１)資本準備金  994,000 994,000 

資本剰余金合計  994,000 51.6  994,000 49.0

３．利益剰余金   

(１)その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  190,624 203,237 

利益剰余金合計  190,624 9.9  203,237 10.0

株主資本合計  1,887,624 98.0  1,900,237 93.7

純資産合計  1,887,624 98.0  1,900,237 93.7

負債・純資産合計  1,925,327 100.0  2,027,850 100.0
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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７月１日 

至 平成18年９月30日）  

前事業年度の 

要約損益計算書 

 （自 平成17年７月１日 

     至 平成18年６月30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 
 

91,038 100.0  538,827 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 10,620 11.7  30,953 5.7

売上総利益 
 

80,418 88.3  507,873 94.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 83,700 91.9  254,537 47.2

営業利益又は損失（△） 
 

△3,282 △3.6  253,336 47.0

Ⅳ 営業外収益 ※２ 265 0.3  6,429 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※３ － －  24,438 4.5

経常利益又は損失（△） 
 

△3,016 △3.3  235,327 43.7

Ⅵ 特別損失 ※４ － －  2,193 0.4

税引前四半期（当期）純利益又は 

純損失（△） 

 
△3,016 △3.3  233,133 43.3

法人税、住民税及び事業税 
 

265 100,745 

法人税等調整額 
 

9,330 9,595 10.5 △3,625 97,119 18.0

四半期（当期）純利益又は損失（△） 
 

△12,612 △13.8  136,014 25.2

        

 

（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７月１日 至 平成18年９月30日）              （単位：千円） 

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 

繰越利益剰余金 

株主資本合計 
純資産合計 

平成18年６月30日 残高 703,000 994,000 203,237 1,900,237 1,900,237

四半期会計期間中の変動額  

四半期純損失（△） △12,612 △12,612 △12,612

四半期会計期間中の変動額合計 △12,612 △12,612 △12,612

平成18年９月30日 残高 703,000 994,000 190,624 1,887,624 1,887,624

 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日）                   （単位：千円） 

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 

繰越利益剰余金 

株主資本合計 
純資産合計 

平成17年６月30日 残高 23,000 － 67,222 90,222 90,222

事業年度中の変動額  

新株の発行 680,000 994,000 1,674,000 1,674,000

当期純利益 136,014 136,014 136,014

事業年度中の変動額合計 680,000 994,000 136,014 1,810,014 1,810,014

平成18年６月30日 残高 703,000 994,000 203,237 1,900,237 1,900,237



 

- 15 - 

（４）注記事項等 

 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

会計処理の変更 

当第１四半期会計期間 
 （自 平成18年７月１日 

   至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年６月30日） 

―-――― （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」（「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方

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）を当事業年度から適用しております。 

これにより税引前当期純利益が1,063千円減少しておりま

す。 

―-――― （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に表示に関する会

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。 

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。往来の「資本の部」の合計に相当する金

額は1,900,237千円であります。 

 

 

 

 

 

項目 
当第１四半期会計期間 

 （自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
 （自 平成17年７月１日 
  至 平成18年６月30日） 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

関係会社株式 

移動平均法による原価法によってお

ります。 

関係会社株式 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 

 定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物附属設備      15年 

工具器具及び備品  ４～15年 

有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

工具器具及び備品    ４～６年 

 

３．繰延資産の処理方法 ―-――― 新株発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 

売掛金等債権の貸倒損失に備えるた

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 

５．その他四半期財務諸表（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。 

消費税等の会計処理 

同左 
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追加情報 

当第１四半期会計期間 
 （自 平成18年７月１日 

     至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

――――― （法人事業税における外形標準課税部分の当事業年度損益計

算書上の表示方法） 

実務対応報告第12号「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」（企業会

計基準委員会 平成16年2月13日）が公表されたことに伴い、

当事業年度より同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価

値割及び資本割5,113千円を販売費及び一般管理費として処理

しております。 

 

（消費税等の会計処理） 

消費税等の会計処理については、従来税込方式によっており

ましたが、課税業者になったことを契機に当事業年度より、税

抜方式によっております。 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間 
（平成18年９月30日） 

前事業年度 
（平成18年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額      1,831千円

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債

の「その他」に含めております。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額       1,012千円

※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７月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１．減価償却実施額 

有形固定資産       819千円 

※２．営業外収益の主要費目及び金額 

受取利息         110千円 

 

※３．        ――――― 

 

 

※４．        ――――― 

※１．減価償却実施額 

有形固定資産             849千円 

※２．営業外収益の主要費目及び金額 

受取利息            120千円 

消費税等簡易課税制度適用差益 5,858千円 

※３．営業外費用の主要費目及び金額 

新株発行費償却            13,938千円 

株式上場費用                10,478千円 

※４．特別損失の内訳は次のとおりであります。 
本社移転費用 2,193千円 
減損損失 1,063千円 
工具器具及び備品 548千円 
長期前払費用 515千円 

原状回復費用 1,129千円 
 

 

（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間（自平成18年７月１日 至平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

当第１四半期会計期間末（平成18年９月30日） 

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18年６月30日） 

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。 

 

（１株当たり情報） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり純資産額 60,153円75銭 １株当たり純資産額 60,555円67銭 

１株当たり四半期純損失 401円93銭 １株当たり当期純利益 4,760円07銭 

  
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

4,579円71銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、

当社は四半期純損失を計上しているため、記載しておりませ

ん。 

当社は、平成17年11月29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。 

 （注）１株当たり当期純利益又は四半期純損失（△）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７月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
（自 平成17年７月１日 

    至  平成18年６月30日） 

１株当たり当期純利益又は四半期純損失（△）   

当期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △12,612 136,014 

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又は四半期純損失
（△）（千円） 

△12,612 136,014 

期中平均株式数（株） 31,380 28,574 

   

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（千円） － － 

普通株式増加数（株） － 1,125 

（うち新株予約権） （－） （1,125） 

 

（重要な後発事象） 

当第１四半期会計期間（自平成18年７月１日 至平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成17年７月１日 至平成18年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

 

 

 


