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平成 18 年９月期   個別財務諸表の概要       平成 18年 11 月 30 日 
上 場 会 社 名        株式会社ＮＥＳＴＡＧＥ                    上場取引所 JASDAQ 
コ ー ド 番 号          ７６３３                                   本社所在都道府県 大阪府 
（ＵＲＬ  http://www.nestage.co.jp） 
代  表  者 役職名 代表取締役    氏名 小櫻 尚司 
問合せ先責任者 役職名 取締役       氏名 許田 周一   ＴＥＬ (06)6849－5499 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 30日       配当支払開始予定日   ―――――――― 
定時株主総会開催日 平成 18 年 12 月 28日       単元株制度採用の有無  有(１単元 1000 株) 
 
１． 18 年９月期の業績(平成 17 年 10月１日～平成 18年９月 30日) 
(1)経営成績                  （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   ％ 
18 年９月期 
17 年９月期 

27,871（56.7） 
17,784（23.4） 

427（125.4） 
189（ －  ） 

413(153.0) 
163( －  ) 

 
 

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９月期 
17 年９月期 

0（－） 
△900（－） 

0.02 
△56.92 

0.02 
－ 

0.0 
△54.6 

5.2 
2.6 

1.5 
0.9 

(注) ①期中平均株式数 18 年９月期 24,486,645株       17 年９月期 15,818,466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９月期 
17 年９月期 

9,721 
6,277 

1,710 
1,700 

17.6 
27.1 

62.72 
89.10 

(注)  ①期末発行済株式数   18 年９月期 27,276,763 株  17 年９月期 19,081,763株 
   ②期末自己株式数     18年９月期   86,471株   17 年９月期    175,871株 

 
２．19 年９月期の業績予想(平成 18年 10月１日～平成 19 年９月 30 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 

31,299 
53,705 

393 
704 

225 
399 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   14 円 63 銭 
  
３．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 
配当金総額 

（百万円） 
配当性向 

（％） 
純資産 

配当率(％) 

18 年９月期 － － － － － － － － － 
17 年９月期 － － － － － － － － － 
19 年９月期（予想） － － － 3 円 － 3 円    
(注)19 年９月期期末配当金の内訳  記念配当       －円    －銭  特別配当       －円    －銭 
   
 
 
 

※ 上記の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いて作成しており
ますが、今後様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 
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２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９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  2,428,411   1,969,049  

２．売掛金   609,654   1,480,177  

３．テナント未収入金   －   182,740  

４．商品   665,263   1,723,406  

５．製品   －   8  

６．仕掛品   －   288  

７．前渡金   20,891   40,296  

８．前払費用   40,658   59,980  

９．繰延税金資産   111,870   265,820  

10．親会社短期貸付金   800,000   1,800,000  

11．関係会社短期貸付金   150,000   －  

12．未収入金 ※５  33,809   230,240  

13．立替金   6,125   9,428  

14．その他 ※５  4,175   2,823  

貸倒引当金   △2,232   △17,012  

流動資産合計   4,868,627 77.6  7,747,248 79.7 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  641,447   666,510   

減価償却累計額  470,365 171,082  502,098 164,412  

(2）構築物  1,079   2,330   

減価償却累計額  480 598  1,196 1,134  

(3）車両運搬具  6,866   6,866   

減価償却累計額  6,523 343  6,523 343  

(4）器具備品  273,598   332,363   

減価償却累計額  226,438 47,159  259,126 73,236  

(5）土地   152,814   103,353  

有形固定資産合計   371,998 5.9  342,480 3.5 



 

－  － 48

  
前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   199,809   232,294  

(2) 電話加入権   13,625   19,140  

(3) のれん   －   405,634  

無形固定資産合計   213,435 3.4  657,069 6.8 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   139,115   94,786  

(2）関係会社株式   46,684   －  

(3）出資金   2,878   3,558  

(4）長期貸付金   3,512   54,232  

(5) 従業員長期貸付金   －   11,000  

(6）破産更生等債権   50,703   299,237  

(7）長期前払費用   2,641   13,515  

(8）前払年金費用   96,801   －  

(9）長期差入保証金   416,451   572,407  

(10）保険積立金   86,222   123,089  

(11）その他   19,839   77,545  

貸倒引当金   △50,703   △282,727  

投資その他の資産合計   814,146 13.0  966,645 9.9 

固定資産合計   1,399,580 22.3  1,966,195 20.2 

Ⅲ 繰延資産        

１．社債発行費   2,866   4,549  

２．新株発行費   6,278   3,203  

繰延資産合計   9,145 0.1  7,752 0.1 

資産合計   6,277,352 100.0  9,721,196 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金 ※１  481,821   1,870,915  

２．短期借入金   1,520,000   2,865,000  

３．一年以内返済予定長期
借入金 

  892,940   911,240  

４．一年以内償還予定社債   140,000   280,000  
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前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

５．未払金 ※６  104,458   169,722  

６．未払法人税等   18,364   24,676  

７．未払消費税等   32,576   4,109  

８．未払費用   2,784   19,937  

９．預り金   4,472   12,169  

10．前受収益   378   378  

11．賞与引当金   64,823   121,782  

12．返品調整引当金   －   1,445  

13．その他   3,935   6,041  

流動負債合計   3,266,555 52.0  6,287,419 64.7 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   440,000   560,000  

２．長期借入金   577,200   465,160  

３．預り保証金   268,249   635,349  

４．繰延税金負債   6,619   52,872  

５．その他   18,537   9,639  

固定負債合計   1,310,607 20.9  1,723,021 17.7 

負債合計   4,577,162 72.9  8,010,440 82.4 
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前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  1,233,030 19.6  － － 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  1,339,968   －   

２．その他資本剰余金        

自己株式処分差益  221   －   

資本剰余金合計   1,340,190 21.4  － － 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金  19,091   －   

２．当期未処理損失  891,541   －   

利益剰余金合計   △872,450 △13.9  － － 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  9,645 0.2  － － 

Ⅴ 自己株式 ※３  △10,225 △0.2  － － 

資本合計   1,700,190 27.1  － － 

負債資本合計   6,277,352 100.0  － － 
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前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９月30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   － －  1,233,030 12.7 

２．資本剰余金        

(1)資本準備金  －   828,214   

(2)その他資本剰余金  －   1,071   

資本剰余金合計   － －  829,285 8.5 

３．利益剰余金        

(1)利益準備金  －   2,700   

(2)その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  －   △355,839   

利益剰余金合計   － －  △353,139 △3.6 

４．自己株式   － －  △5,131 △0.1 

株主資本合計   － －  1,704,045 17.5 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金 

  － －  6,710 0.1 

評価・換算差額等   － －  6,710 0.1 

純資産合計   － －  1,710,756 17.6 

負債純資産合計   － －  9,721,196 100.0 
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９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        

１．商品売上高  17,515,456   27,282,623   

２．製品売上高  －   10,417   

３．その他売上高 ※１ 269,196 17,784,652 100.0 578,806 27,871,847 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  135,235   665,263   

２．合併による商品受入高  605,687   790,779   

３．当期商品仕入高  15,605,066   24,346,937   

４．当期製品製造原価  －   9,290   

合計  16,345,989   25,812,270   

５．他勘定振替高 ※10 －   60,003   

６．商品期末たな卸高  665,263   1,723,406   

７．製品期末たな卸高  － 15,680,725 88.2 8 24,028,852 86.2 

返品調整引当金調整前
売上総利益 

  2,103,927 11.8  3,842,995 13.8 

８．返品調整引当金繰入額  － － － 1,445 1,445 0.0 

売上総利益   2,103,927 11.8  3,841,549 13.8 
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前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．役員報酬  25,022   77,931   

２．給与手当  616,689   1,047,749   

３．賞与  53,446   31,025   

４．賞与引当金繰入額  60,188   121,782   

５．退職給付費用  －   4,673   

６．法定福利費  68,110   110,556   

７．福利厚生費  14,075   11,612   

８．広告宣伝費  49,365   133,764   

９．荷造運賃  65,806   116,211   

10．販売手数料  47,169   32,332   

11．旅費交通費  51,147   105,793   

12．通信費  32,809   51,864   

13．水道光熱費  58,100   80,641   

14．消耗品費  67,504   116,184   

15．減価償却費  121,692   134,863   

16．長期前払費用償却費  4,260   3,281   

17．のれんの償却額  －   44,257   

18．修繕費  66,109   110,572   

19．地代家賃  247,080   432,306   

20．リース料  58,830   128,912   

21．支払手数料  169,388   320,530   

22．貸倒引当金繰入額  －   2,381   

23．その他  37,323 1,914,123 10.7 194,505 3,413,734 12.3 

営業利益   189,803 1.1  427,814 1.5 
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前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30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 ※２ 9,457   25,779   

２．受取配当金  1,472   1,754   

３．受取手数料 ※２ 33,346   6,958   

４．貸倒引当金戻入益  470   －   

５．保険解約返戻金  －   25,714   

６．その他  13,881 58,629 0.3 9,519 69,725 0.3 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  56,166   63,155   

２．社債利息  3,384   5,802   

３．社債発行費償却  12,155   2,991   

４．新株発行費償却  3,139   3,075   

５．貸倒引当金繰入額  4,500   1,079   

６．その他  5,469 84,815 0.5 7,545 83,649 0.3 

経常利益   163,617 0.9  413,891 1.5 

Ⅵ 特別利益        

１．投資有価証券売却益  24,794   10,659   

２．関係会社株式売却益  369,800   －   

３．固定資産売却益 ※３ －   27   

４．貸倒引当金戻入益  38,525   －   

５．販売協力金  －   28,661   

６．店舗等売却益  －   44,610   

７．事業譲渡益  －   70,000   

８．その他  7,627 440,747 2.5 － 153,959 0.6 
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前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※４ 23   3,107   

２．固定資産売却損 ※５ 335,550   －   

３．関係会社株式売却損 ※７ 101,196   －   

４．関係会社株式評価損 ※８ 737,280   64,559   

５．事業再編損失 ※６ －   161,014   

６．役員退職慰労金  －   100,000   

７．減損損失 ※９ －   54,275   

８．貸倒引当金繰入額  －   188,985   

９．商品廃棄損失 ※10 －   60,003   

10．その他  41,410 1,215,463 6.8 24,371 656,317 2.4 

税引前当期純損失   611,098 3.4  88,466 0.3 

法人税、住民税及び事業
税 

 10,102   16,620   

法人税等調整額  279,129 289,231 1.7 △105,683 △89,062 △0.3 

当期純利益（△は当期純
損失） 

  △900,330 △5.1  596 0.0 

前期繰越利益   8,789   －  

当期未処理損失   891,541   －  
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③【製造原価明細書】 

  
当事業年度 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  － － 

Ⅱ 労務費  － － 

Ⅲ 経費 ※２ 9,578 100.0 

当期製造費用  9,578 100.0 

期首仕掛品たな卸高  －  

合計  9,578  

期末仕掛品たな卸高  288  

当期製品製造原価  9,290  

（注）１．原価計算の方法 
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

 
※２．主な内訳は次のとおりであります。 

 
当事業年度 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

外注加工費 7,119 
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④【損失処理計算書及び株主資本等変動計算書】 

損失処理計算書 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年12月22日） 

 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）  

（当期未処理損失の処理）      

Ⅰ 当期未処理損失   891,541   

Ⅱ 損失処理額      

１．利益準備金取崩額  19,091    

２．その他資本剰余金取崩額  221    

３．資本準備金取崩額  882,453 901,767   

Ⅲ 次期繰越利益   10,225   

      

（その他資本剰余金の処分）      

Ⅰ その他資本剰余金   221   

Ⅱ その他資本剰余金処分額      

１．利益剰余金への振替額  221 221   

Ⅲ その他資本剰余金次期繰
越額 

  －   
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株主資本等変動計算書 

当事業年度（自平成 17 年 10 月１日 至平成 18 年９月 30 日） 
株主資本 

資本剰余金 
 

資本金 

資本準備金 
その他 

資本剰余金 
資本剰余金合計 

平成 17 年９月 30 日残高 

（千円） 
1,233,030 1,339,968 221 1,340,190 

事業年度中の変動額（千円）     

欠損填補  △882,453 △221 △882,675 

合併による受入  370,700  370,700 

当期純利益     

自己株式の取得     

自己株式の処分   1,071 1,071 

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） 
－ △511,753 849 △510,904 

平成 18 年９月 30 日残高 

（千円） 
1,233,030 828,214 1,071 829,285 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 

利益準備金 
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９月 30 日残高 

（千円） 
19,091 △891,541 △872,450 △10,225 1,690,545 

事業年度中の変動額（千円）      

欠損填補 △19,091 901,767 882,675  － 

合併による受入 2,700 △366,661 △363,961  6,738 

当期純利益  596 596  596 

自己株式の取得    △189 △189 

自己株式の処分    5,283 6,354 

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） 
△16,391 535,701 519,310 5,094 13,499 

平成 18 年９月 30 日残高 

（千円） 
2,700 △355,839 △353,139 △5,131 1,704,045 
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評価・換算差額等  

 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

  

平成 17 年９月 30 日残高 

（千円） 
9,645 9,645 1,700,190   

事業年度中の変動額（千円）      
欠損填補   －   

合併による受入   6,738   
当期純利益   596   
自己株式の取得   △189   

自己株式の処分   6,354   

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△2,934 △2,934 △2,934   

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△2,934 △2,934 10,565   

平成 18 年９月 30 日残高 

（千円） 
6,710 6,710 1,710,756   
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

(1)子会社及び関連会社株式 (1)子会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法  移動平均法による原価法 移動平均法による原価法 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

決算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） 

 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

２．デリバティブの評価基準  時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）ＣＤ、ゲームソフトおよび関連商品

ならびに中古書籍 

(1）ＣＤ、ゲームソフトおよび関連商品

ならびに中古書籍 

  総平均法による原価法 同左 

 (2)        ―――――― (2) ゴルフクラブ 

  個別法による原価法 

 (3) 新刊書籍および雑貨 (3）新刊書籍および雑貨 

  売価還元法 同左 

 (4) その他の商品 (4）その他の商品 

  最終仕入原価法 同左 

 (5)        ―――――― (5) 製品 

  個別法による原価法 

 (6)        ―――――― (6) 仕掛品 

  個別法による原価法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法  定率法 

 ただし、取引先に対して貸与してい

る器具備品については、定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び附属設備 ３年から39年 

同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 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 

ソフトウェア 

同左 

 

         ―――――― のれん 

  ５年間で均等償却 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

  定額法 同左 

 (4）少額減価償却資産 (4）少額減価償却資産 

  取得価額が10万円以上20万円未満の

資産については、３年均等償却 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

５．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費 (1）社債発行費 

  商法施行規則に規定する最長期間

（３年）で均等償却 

３年間で均等償却 

 (2）新株発行費 (2）新株発行費 

  商法施行規則に規定する最長期間

（３年）で均等償却 

３年間で均等償却 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備える

ため、当事業年度の負担すべき支給見

込額を計上しております。 

同左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産に基づき、当事業年度末にお

いて発生している額を計上しておりま

す。 

同左 

 (4)       ―――――― (4) 返品調整引当金 

  出版物の返品による損失に備えるた

め、一定期間の売上高に返品実績率及

び売買利益率を乗じて算出した損失見

込額を計上しております。 

  （追加情報） 

当事業年度より新たにロボット事業

を開始し、ロボット専門誌を出版した

ことに伴い、当該出版物の返品による

損失に備えるため、一定期間の売上高

に返品実績率及び売買利益率を乗じて

算出した損失見込額を返品調整引当金

として計上しております。 

７．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10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

８．ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっております。

なお、特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては特例処理によ

っております。 

同左 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

  金利スワップを手段として、契約時

に存在する借入金を対象としておりま

す。 

同左 

 (ハ)ヘッジ方針 (ハ)ヘッジ方針 

  社内規程においてヘッジの手段と対

象を定め、金利変動リスクをヘッジす

る目的で行っております。 

同左 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計または相場変動とヘッジ手段

のキャッシュ・フロー変動の累計また

は相場変動を比較し、その変動額の比

率によって有効性を評価しておりま

す。ただし、特例処理によっている金

利スワップについては、有効性の評価

を省略しております。 

同左 

消費税等の処理方法 消費税等の処理方法 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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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30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。 

これにより税引前当期純損失が54,275千円増加してお

ります。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 企業会計基準第４号 平成17年11月

29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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は1,710,756千

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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表示方法の変更 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

―――――――― （貸借対照表） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「前払年金費

用」（当事業年度は66,315千円）は資産の総額の100分の

１以下となったため、投資その他の資産の「その他」に

含めて表示することにいたしました。 

 

（損益計算書） 

「保険解約返戻金」は前事業年度まで営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが営業外収益の総額

の100分の10を超えたため区分掲記いたしました。 

なお、前事業年度における「保険解約返戻金」の金額

は128千円であります。 

「役員退職慰労金」は前事業年度まで特別損失の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが特別損失の総額の

100分の10を超えたため区分掲記いたしました。 

なお、前事業年度における「役員退職慰労金」の金額

は11,010千円であります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18年９月30日） 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は、

次のとおりであります。 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は、

次のとおりであります。 

(イ)担保に供している資産 (イ)担保に供している資産 
 

定期預金 8,000千円
  

 
定期預金 55,000千円

  
(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務 

 
買掛金 －千円

  

 
買掛金 22,266千円

  
※２．会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※２．        ―――――― 
 

会社が発行する株式の
総数 

普通株式 63,450,000株

発行済株式総数 普通株式 19,257,634株
  

 
  

  
  

※３．自己株式 ※３．        ―――――― 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式175,871

株であります。 

  

 ４．偶発債務  ４．偶発債務 

(1）取引に対して保証を行っております。 (1）取引に対して保証を行っております。 
 

取引保証 ㈱ウェブベース 199千円 

 計 199千円 
  

 
借入保証 ㈱モアグッドタイム 125,000千円 

 計 125,000千円 
  

※５．関係会社に対する資産には、区分掲記されたもの

のほか、次のものがあります。 

※５．        ―――――― 

 
未収入金 2,327千円

流動資産その他 219千円
  

 
 

 
  

※６．関係会社に対する負債には、区分掲記されたもの

のほか、次のものがあります。 

※６．関係会社に対する負債には、区分掲記されたもの

のほか、次のものがあります。 
 

未払金 1,006千円
  

 
未払金 9,527千円

  
 ７．配当制限  ７．        ―――――― 

 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額は、9,645

千円であります。 

  

 ８．資本の欠損の額は901,545千円であります。  ８．        ―――――― 
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（損益計算書関係） 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

※１．その他売上高の内訳は、次のとおりであります。 ※１．その他売上高の内訳は、次のとおりであります。 
 

ＦＣロイヤリティ 250,632千円

販促協力金 18,464 

開店指導料 99 

計 269,196 
  

 
ＦＣロイヤリティ 361,197千円

販促協力金 93,208 

開店指導料 6,700 

加盟金 117,500 

加盟店研修費 200 

計 578,806 
  

※２．関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであ

ります。 

※２．関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであ

ります。 
 

受取利息 6,693千円

受取手数料 20,857 
  

 
受取利息 20,399千円

  

※３．        ―――――― ※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 
 

 

  
  

 
器具備品 27千円

計 27 
  

※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 
 

器具備品 23千円

計 23 
  

 
建物 2,427千円

器具備品 679  

計 3,107 
  

※５．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５．        ―――――― 
 

土地 275,429千円

建物 60,121 

計 335,550 
  

 
 

  

  
  

※６．        ―――――― ※６．事業再編損失の内訳は、次のとおりであります。 
   

子会社整理損失 161,014千円

計 161,014 
  

※７．関係会社株式売却損の内訳は、次のとおりであり

ます 

※７．         ―――――― 

 
ダイヤライトジャパン㈱ 101,196千円

  

 
 

  
※８．関係会社株式評価損の内訳は、次のとおりであり

ます。 

※８．関係会社株式評価損の内訳は、次のとおりであり

ます。 
 

㈱エービーズ・コーポレー
ション 

10,870千円

㈱アンスコンサルティング 12,694 

㈱ウェブベース 713,715 

計 737,280 
  

 
㈱ウェブベース 64,559千円

計 64,559 
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前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

※９．        ―――――― ※９．当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。 
 

    

    

    
  

 

場所 用途 種類 
金額 

（千円） 

大阪府豊中市 賃貸用資産 土地 49,461 

岡山県岡山市 
ほか 

店舗 
建物、器具
備品ほか 

4,814 

合計 － － 54,275 

  
 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位とし

て店舗ごとに、また、賃貸用資産については、物件ごと

にグルーピングを行っております。 

地価の継続的な下落及び賃貸相場の低迷により、一部

の賃貸用資産につきましては時価が著しく下落している

ため、また、売上の不振により、一部の店舗につきまし

ては営業活動から生じるキャッシュ・フローが継続して

マイナスとなっているため、帳簿価額を回収可能額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上い

たしました。 

 減損損失の内訳 
 

 

  

  

  
  

 
建物 2,243千円

器具備品 2,163 

土地 49,461 

その他 408 

計 54,275 
  

 なお、当資産グループの回収可能価額につきましては、

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を3.8％で割り引いて算定しております。 

※10．        ―――――― ※10．他勘定振替高の内容は以下のとおりであります。 
 

 
  

 
商品廃棄損失（特別損失） 60,003千円
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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 10 月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 
（株） 

増加 
（株） 

減少 
（株） 

当事業年度末 
（株） 

普通株式 175,871 600 90,000 86,471 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加 600 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少 90,000 株は、ストック・オプションとしての新株予約権の行使

による減少であります。 
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（リース取引関係） 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30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 

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 

(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 

(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） 

機械装置 9,366 4,683 4,683 

器具備品 240,777 137,383 103,394 

合計 250,143 142,066 108,077 

  

 

 
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） 

機械装置 9,366 7,805 1,561 

器具備品 329,274 260,664 68,610 

ソフトウェア 243,490 33,227 210,262 

合計 582,131 301,697 280,433 

  
(2)未経過リース料期末残高相当額 (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 48,387千円

１年超 62,548千円

合計 110,935千円
  

 
１年内 92,747千円

１年超 196,489千円

合計 289,237千円
  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額 
 

支払リース料 139,447千円

減価償却費相当額 131,957千円

支払利息相当額 6,539千円
  

 
支払リース料 54,418千円

減価償却費相当額 51,554千円

支払利息相当額 3,213千円
     

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (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。 

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９月 30 日現在） 

子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当事業年度（平成 18 年９月 30 日現在） 

１．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

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。 

 

２．その他有価証券で時価があるもの 

 種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 差額（千円） 

(1)株式 11,824 24,575 12,750 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

小計 11,824 24,575 12,750 

(1)株式 15,655 14,221 △1,433 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

小計 15,655 14,221 △1,433 

合計 27,479 38,796 11,316 

（注） 時価が 50％以上下落した場合は減損処理の対象とし、30％以上 50％未満の下落については個別に減損の判定

を行っております。 

 

３．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成 17 年 10 月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 
売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

39,238 10,659 － 

 
４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

種類 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 55,990 

合計 55,990 

（注） 時価が 50％以上下落した場合は減損処理の対象とし、30％以上 50％未満の下落については個別に減

損の判定を行っております。なお、当事業年度において、有価証券について 23,204 千円（その他有

価証券で時価評価されていない非上場株式）減損処理を行っております。 

 

５．その他有価証券のうち、満期があるものの今後の償還予定額 

当事業年度（平成 18 年９月 30 日現在）において、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

―――――――― １．企業の採用する退職給付制度 

  退職一時金制度及び企業年金制度 

 ２．退職給付債務等の内容 

 (1)退職給付債務及びその内訳 
  

退職給付債務 103,791千円

年金資産 170,106 

前払年金費用 66,315 
  

 (2）退職給付費用の内訳 
  

勤務費用 21,302千円

運用益 16,628 

退職給付費用 4,673 
  

 (3）退職給付債務等の計算基礎 

 自己都合退職による期末要支給額 

 

 

（税効果会計関係） 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30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 

繰越欠損金 363,052千円

子会社株式評価損 290,482 

退職給付引当金損金算入限度超
過額 

20,877 

賞与引当金 26,383 

その他 6,076 

繰延税金資産小計 706,872 

評価性引当額 △533,262 

繰延税金資産合計 173,610 

繰延税金負債  

前払年金費用 △61,739 

その他有価証券評価差額 △6,619 

繰延税金負債計 △68,359 

繰延税金資産の純額 105,250 
  

 
繰延税金資産 

繰越欠損金 1,261,996千円

退職給付引当金損金算入限度超
過額 

40,058 

賞与引当金 49,565 

貸倒引当金損金算入限度超過額 93,724 

その他 37,572 

繰延税金資産小計 1,482,918 

評価性引当額 △1,196,130 

繰延税金資産合計 286,787 

繰延税金負債  

前払年金費用 △69,233 

その他有価証券評価差額 △4,605 

繰延税金負債計 △73,839 

繰延税金資産の純額 212,948 
  

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について

は、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．          同左 
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（１株当たり情報） 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 89円10銭

１株当たり当期純損失 56円92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、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。 

 当社は平成17年５月20日付で株式１株につき３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 102円12銭

１株当たり当期純損失 76円84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、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。 

 

１株当たり純資産額 62円72銭

１株当たり当期純利益 ２銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ２銭
  
  

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

当期純利益又は当期純損失（△） 
（千円） 

△900,330 596 

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普通株式
に係る当期純損失（△）（千円） 

△900,330 596 

期中平均株式数（株） 15,818,466 24,486,645 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益額   

当期純利益調整額（千円） － 596 

普通株式増加数（株） － 125,246 

（うち自己株式取得方式によるストック

オプション） 
（－） （125,246） 

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 

―――――― 

 

 

平成17年12月22日定時株主総会決

議による自己株式取得方式のスト

ック・オプション（株式の数

1,920,000株） 
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（重要な後発事象） 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

株式会社アクトとの合併 

 当社は、平成17年11月17日開催の取締役会において、

平成18年２月１日を期して株式会社アクトと合併するこ

とを決議し、同日、合併契約書を締結いたしました。 

１．当該合併の相手会社の名称、住所、代表者の氏名、

資本金、事業の内容及び規模 

名称 株式会社アクト 

住所 岡山県岡山市西古松西町８番18号 

代表者氏名 代表取締役会長 毛塚 敏郎 

資本金 193,350千円(平成17年11月24日現在) 

事業の内容 TVゲーム専門店「wanpaku」のＦＣ事業

と直営店運営、トレーディングカード

専門店「MANASOURCE 2001」のＦＣ事業

と直営店運営 

規模 

売上高 18,237,005千円（自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日） 

当期純損失 662,133千円（同上） 

資産総額 3,957,612千円（平成17年７月31日現在） 

負債総額 3,741,903千円（同上） 

資本の部 215,709千円（同上） 

従業員数 86名（同上） 

２．当該合併の目的 

株式会社明響社と株式会社アクトは、当事

業年度において、株式会社クインランドの娯楽事業

部門の中核を担う子会社として新たなスタートをき

っておりますが、今回別法人で事業運営を行うより

も一体となることで資本の効率化、経営体質の強化

ならびに経営基盤の拡大が図れるものと判断し合併

することにいたしました。 
両社は家庭用ゲーム市場黎明期よりゲームソフト

の販売事業に参入し、それぞれＴＶゲーム専門店「Ｔ

Ｖパニック」、ＴＶゲーム専門店「wanpaku」の名

称でフランチャイズ展開ならびに直営展開を行って

おります。 
３．当該合併の内容 

 ①合併の方法 

株式会社明響社と株式会社アクトはお互いを尊重

し、対等の精神に則り合併することに合意しており

ますが、法手続き上、株式会社明響社を存続会社と

いたします。 

―――――― 
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前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

②合併後の会社の名称 

株式会社 ＮＥＳＴＡＧＥ 

③合併比率 

株式会社アクトの株式１株に対して、当社の株式272

株を割当交付する。 

④合併に際して発行する株式 

普通株式        8,105,600株 

⑤合併交付金の額 

合併交付金の支払はありません。 

⑥増加すべき資本、資本準備金、利益準備金、任意積

立金等の額 

合併による資本金の増加は行いません。 

合併により増加すべき資本準備金の額は、商法第

288条ノ２第１項第５号の超過額から、本条第５項の

額を控除した額であり、増加すべき利益準備金の額

は、合併期日における株式会社アクトの利益準備金

の額であり、増加すべき任意積立金等の額は、合併

期日における株式会社アクトの任意積立金等の額で

あります。 

⑦引き継ぐ資産・負債の額 

合併期日において株式会社アクトの資産・負債及

び権利義務の一切を引き継ぎます。 

⑧配当起算日 

平成17年10月１日 

４．合併の日程 

平成17年11月17日 取締役会決議 

平成17年11月17日 合併契約書締結 

平成17年12月22日 合併承認株主総会 

平成18年２月１日 合併期日 
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前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日） 

営業権の一部譲受に関する事項 

 当社は、平成17年11月16日開催の取締役会において、

株式会社日野屋玩具店がフランチャイザーとして運営す

るＴＶゲーム専門店「ＣＯＭＧ！」（コング）のフラン

チャイズ本部経営に関する営業権の一部を譲受けること

を決議し、同日、基本合意書を締結いたしました。 

１．営業権の譲受の目的 

新潟県を中心にＴＶゲーム専門店「ＣＯＭＧ！」

をフランチャイズ展開する株式会社日野屋玩具店よ

りフランチャイズ本部経営に関する営業権の一部を

譲受け、新たに42店舗加えることで当社合計では295

店舗となり、またクインランドグループでは571店舗

まで事業を拡大することとなり、これによりスケー

ルメリットを生かした収益性の向上が図れるものと

判断し営業権の一部を譲受けすることといたしまし

た。 

２．譲受ける相手会社の名称 

  名   称 株式会社日野屋玩具店 

３．譲受ける事業の内容 

株式会社日野屋玩具店がフランチャイザーとして

運営するＴＶゲーム専門店「ＣＯＭＧ！」のフラン

チャイズ本部経営に関する営業権。 

４．譲受ける資産・負債の額 

資  産 －千円（平成17年５月31日現在）

負  債 21,000千円（同上） 

５．譲受け価額及び決済方法 

譲受け価額 140,000千円(システム使用権含む。) 

決済方法  現金決済 

６．譲受けの日程 

平成17年11月16日  取締役会決議 

平成17年11月16日  基本合意書締結 

平成17年12月１日  営業譲渡契約締結 

平成17年12月１日  営業譲受期日 

 

 
 


