
 

 
平成19年５月期　第３四半期財務・業績の概況（非連結）

 平成19年４月５日

上場会社名　株式会社メンバーズ （コード番号：2130　名証セントレックス）

（ＵＲＬ　http://www.members.co.jp/　）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　　　　　　　  剣持　忠    　　　　　ＴＥＬ：(03）3500―5605

責任者役職・氏名　取締役執行役員兼経営管理部長　小峰　正仁

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　：　無

②　最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

③　四半期決算の数値につきましては、監査法人による監査を受けておりません。

２．平成19年５月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年６月１日～平成19年２月28日）

(1）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　（注）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 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年５月期第３四半期 3,872 － 17 － △13 － △7 －

（参考）平成18年５月期 5,310 － 232 － 220 － 224 －

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

平成19年５月期第３四半期 △261 35 － －

（参考）平成18年５月期 8,267 20 － －

　（注）１．期中平均株式数 平成19年５月期第３四半期 28,089株

 平成18年５月期 27,210株

２．平成18年５月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、記載しておりません。

３．当第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、四半期純損失を計上しているため記載

しておりません。

４．平成18年５月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社

株式が非上場であり、期中平均株価の算出が困難であるため記載しておりません。

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期における当社の属する市場環境につきましては、ADSL、FTTH（光ファイバーによる家庭向けのデータ通信

サービス）や第三世代携帯電話などのブロードバンドでの常時接続インターネット利用者の急増に伴い、ブログに代表さ

れるCGM（消費者生成メディア）の急成長、EC（電子商取引）市場の拡大およびネット広告市場の拡大など、引き続き拡大

基調にあります。

　このような環境の中、当社は中期計画に沿い、取引顧客数の拡大、自社商品・サービスの立ち上げ・強化を行ってまい

りました。その結果、当第３四半期は売上高で3,872百万円、営業利益で17百万円、経常損失13百万円、四半期純損失７百

万円となりました。

 　(重点施策とその途中経過）

 ①デジタルマーケティング事業における顧客数の拡大

　   デジタルマーケティング事業においては、2009年5月期中の取引顧客数500社を目指しております。前事業年度の通

   期での取引顧客数である238社に対して、当事業年度は、当第３四半期末時点ですでに261社に達しており、取引顧客

   数の拡大は順調に推移しております。
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 ②自社商品（メディア＆ツール事業）の強化

　　 平成19年５月期第２四半期に開始いたしました広告主のブランド名を用いた広告主独自のアフィリエイトネットワ

　 ークの構築・運用を代行する「メンバーズＭリンク」の早期拡大に注力いたしました。また、新モバイルメディアサ

 　ービスとして会員制のモバイルコンテンツ・ポータルサイトの「ＰｌａｙＭｏｂｉｌｅ（プレイモバイル）」を開始

   いたしました。

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

平成19年５月期第３四半期 2,367 1,359 57.4 46,539 08

（参考）平成18年５月期 2,101 833 39.7 30,636 13

　（注）　平成18年５月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、記載しておりません。

【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

百万円 百万円 百万円 百万円

平成19年５月期第３四半期 △298 △664 422 507

（参考）平成18年５月期 171 11 306 1,047

　（注）　平成18年５月期第３四半期については、四半期財務諸表を作成していないため、記載しておりません。

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　①財政状態の変動状況

　　当第３四半期末の財政状態は、前事業年度末に比べ総資産が266百万円の増加、負債が259百万円の減少、純資産が

　525百万円の増加となっております。

　　これらの主な要因は、資産の増加につきましては新株の発行による現預金の増加と、敷金保証金の増加によるもので

　あります。負債の減少につきましては、買掛金、賞与引当金および未払消費税等の減少によるものであります。純資産

　の増加は資本金および資本準備金の増加によるものであります。

　②キャッシュ・フローの状況

　　当第３四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、主に定期預金の預入による支出に

　より前事業年度末に比べ539百万円減少し、当第３四半期末には507百万円となりました。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は、298百万円となりました。

　主な支出は、その他流動資産の増加額108百万円および仕入債務の減少額153百万円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３四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、664百万円となりました。

　これは主に、定期預金の預入による支出600百万円およびその他投資による支出47百万円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）

　当第３四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は、422百万円となりました。

　これは主に、長期借入金の返済による支出123百万円、株式の発行による収入525百万円によるものであります。

○添付資料

（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書など

以　上

［参考］

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

通期 6,892 190 184
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（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6,581円82銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　平成19年５月期の業績予想につきましては、現時点においては平成18年９月28日および平成18年10月13日に発表いたし

ましたものと変更はありません。なお、当社は平成19年３月27日付で三田労働基準監督署より、未払い賃金に関する是正

勧告を受けております。当該未払賃金については、当社において現時点で算定中であるため、未確定であります。

　今後、未払賃金の金額が確定次第およびその他の事由によっても業績修正が必要な状況が判明した時点で、速やかにお

知らせいたします。　

※　上記の予想は、現時点で入手可能な情報による判断および仮定に基づき算出しており、リスクや不確定要素の変動お

よび経済情勢等の変化により、実際の業績は、本資料における見通しと大きく異なる可能性があることをご承知おき

ください。
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(1) 四半期貸借対照表

  
当第３四半期会計期間末
（平成19年２月28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   1,107,258   1,047,257  

２　受取手形   17,894   23,876  

３　売掛金   718,579   754,593  

４　信託売掛債権   66,980   4,550  

５　たな卸資産   68,774   60,441  

６　その他   142,913   33,597  

７　貸倒引当金   △3,744   △18,064  

流動資産合計   2,118,655 89.5  1,906,251 90.7

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産 ※１  53,465   61,865  

２　無形固定資産   3,107   4,642  

３　投資その他の資産        

(1）敷金保証金  149,700   102,384   

(2）その他  42,899   26,459   

投資その他の資産合計   192,599   128,843  

固定資産合計   249,172 10.5  195,352 9.3

資産合計   2,367,827 100.0  2,101,603 100.0

        

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　買掛金   388,638   541,794  

２　短期借入金   120,000   100,000  

３　１年以内返済予定長期借
入金

  148,000   168,000  

４　未払金   153,073   126,791  

５　賞与引当金   39,410   57,608  

６　その他 ※２  34,298   45,799  

流動負債合計   883,421 37.3  1,039,994 49.5

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   125,000   228,000  

固定負債合計   125,000 5.3  228,000 10.8

負債合計   1,008,421 42.6  1,267,994 60.3
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当第３四半期会計期間末
（平成19年２月28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   766,800 32.4  500,000 23.8

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  397,263   130,463   

資本剰余金合計   397,263 16.8  130,463 6.2

３　利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  196,131   203,472   

利益剰余金合計   196,131 8.2  203,472 9.7

株主資本合計   1,360,194 57.4  833,936 39.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  △788 △0.0  △326 △0.0

評価・換算差額等合計   △788 △0.0  △326 △0.0

純資産合計   1,359,406 57.4  833,609 39.7

負債、純資産合計   2,367,827 100.0  2,101,603 100.0
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(2) 四半期損益計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28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   3,872,059 100.0  5,310,146 100.0

Ⅱ　売上原価   3,188,931 82.4  4,337,050 81.7

売上総利益   683,127 17.6  973,096 18.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   665,341 17.1  740,715 13.9

営業利益   17,786 0.5  232,381 4.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  2,602 0.1  4,225 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  33,958 0.9  15,694 0.3

経常利益又は経常損失
（△）

  △13,569 △0.3  220,912 4.2

Ⅵ　特別利益 ※３  14,319 0.4  6,507 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  6,373 0.2  179 0.0

税引前当期純利益又は税
引前四半期純損失（△）

  △5,623 △0.1  227,240 4.3

法人税、住民税及び事業
税

  1,717 0.0  2,290 0.1

当期純利益又は四半期純
損失（△）

  △7,341 △0.1  224,950 4.2
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(3) 四半期株主資本等変動計算書

第３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本準備金

 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18年５月31日　残高
（千円）

500,000 130,463 130,463 203,472 203,472 833,936 △326 833,609

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 266,800 266,800 266,800   533,600  533,600

四半期純損失    △7,341 △7,341 △7,341  △7,341

株主資本以外の項目の第３四
半期会計期間中の変動額（純
額）

      △461 △461

第３四半期会計期間中の変動額
合計
（千円）

266,800 266,800 266,800 △7,341 △7,341 526,258 △461 525,797

平成19年２月28日　残高
（千円）

766,800 397,263 397,263 196,131 196,131 1,360,194 △788 1,359,406

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本準備金

 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５月31日　残高
（千円）

500,000 130,463 130,463 △21,477 △21,477 608,985 43 609,028

事業年度中の変動額

当期純利益    224,950 224,950 224,950  224,950

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

      △370 △370

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － 224,950 224,950 224,950 △370 224,580

平成18年５月31日　残高
（千円）

500,000 130,463 130,463 203,472 203,472 833,936 △326 833,609
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28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    

１　税引前当期純利益又は税引前四半期純損失
　（△）

 △5,623 227,240

２　減価償却費  10,526 18,546

３　貸倒引当金の増減額  △14,319 5,474

４　賞与引当金の増減額  △18,197 16,062

５　受取利息及び受取配当金  △1,393 △961

６　支払利息  3,136 4,748

７　投資有価証券売却益  － △6,507

８　固定資産除却損  409 123

９　売上債権の増加額  △17,672 △234,909

10　たな卸資産の増減額  △8,332 24,337

11　その他の流動資産の増減額  △108,654 4,404

12　仕入債務の増減額  △153,156 76,980

13　その他の流動負債の増加額  10,446 44,589

14　その他  8,117 △955

小計  △294,713 179,175

15　利息及び配当金の受取額  474 961

16　利息の支払額  △2,878 △4,737

17　法人税等の支払額  △1,145 △3,435

営業活動によるキャッシュ・フロー  △298,263 171,964

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　定期預金の預入による支出  △600,000 －

２　有形固定資産の取得による支出  － △1,135

３　投資有価証券の取得による支出  △16,901 △24,291

４　投資有価証券の売却による収入  － 10,014

５　貸付金の回収による収入  － 27,392

６　その他の投資による支出  △47,815 △510

７　その他の投資による収入  500 －

投資活動によるキャッシュ・フロー  △664,217 11,470
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当第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28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）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

１　短期借入金の増加額  20,000 100,000

２　長期借入れによる収入  － 300,000

３　長期借入金の返済による支出  △123,000 △93,178

４　株式の発行による収入  525,482 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  422,482 306,822

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  △539,998 490,256

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,047,257 557,000

Ⅵ　現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）残
高

※ 507,258 1,047,257
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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３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28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　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

四半期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）

(1）有価証券

その他有価証券

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

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

商品

総平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

 仕掛品

個別法による原価法

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

(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

(2）無形固定資産

同左

３　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。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額のうち当

四半期会計期間の負担額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上しております。

４　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

５　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、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期的な投資からなっております。

同左

６　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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会計処理方法の変更

当第３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28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））および「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。

　なお、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）および「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833,609千円で

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

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 59,577千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 54,989千円

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動

負債の「その他」に含めて表示しております。

２　              ──────

３　当社は、運用資金の効率的な調整を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約

を締結しております。

　　当第３四半期会計期間末における当座貸越契約お

よびコミットメント契約に係る借入金未実行残高等は、

次のとおりであります。

３　当社は、運用資金の効率的な調整を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約

を締結しております。

　当事業年度末における当座貸越契約および貸出コ

ミットメントに係る借入金未実行残高等は、次のとお

りであります。

当座貸越極度額および貸出コミットメ

ントの総額
300,000千円

借入実行残高 120,000千円

差引額 180,000千円

当座貸越極度額および貸出コミットメ

ントの総額
300,000千円

借入実行残高 －

差引額 300,000千円

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息配当金 1,393千円 受取利息配当金 961千円

受取手数料 2,500千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 4,359千円

上場準備費用 19,818千円

株式交付費 8,117千円 

支払利息 4,748千円

上場準備費用 10,800千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益 14,319千円 投資有価証券売却益 6,507千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 409千円

たな卸資産廃棄損 5,964千円

固定資産除却損 179千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 8,990千円

無形固定資産 1,535千円

有形固定資産 16,194千円

無形固定資産 2,351千円

－ 12 －



（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28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

 前事業年度末株式数
当第３四半期会計期

間増加株式数

当第３四半期会計期

間減少株式数

当第３四半期会計期

間末株式数

 発行済株式     

 　　普通株式（注） 27,210 2,000 － 29,210

合計 27,210 2,000 － 29,210

 （注）普通株式の発行済株式数2,000株の増加は、株式上場に伴う新株の発行による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第３四半期会

計期間末

残高（千円）
前事業年度末 

当第３四半期

会計期間増加 

当第３四半期

会計期間減少 

当第３四半期

会計期間末 

 提出会社
 平成14年新株予約権（注）２  　普通株式 1,183 － － 1,183 －

 平成16年新株予約権（注）２  　普通株式 673 － 10 663 －

 平成17年新株予約権（注）１、２　 普通株式 　　518 － 10     508 －

 合計  －  2,374  － 20  2,354 －

（注）１．平成17年新株予約権の減少は、社員の退職に伴う権利失効によるものであります。

２．上表の新株予約権のうち、平成14年新株予約権、平成16年新株予約権は行使期間が到来しておりますが、新株

予約権の行使の条件により、当社が名古屋証券取引所セントレックス市場に上場した平成18年11月２日から６ヶ

月経過後に行使可能となっております。平成17年新株予約権は、行使期間未到来です。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31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

 前事業年度末株式数
当事業年度増加

株式数

当事業年度減少

株式数
当事業年度末株式数

 発行済株式     

 　　普通株式 27,210 － － 27,210

 合計 27,210 － － 27,210

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度末

残高

（千円）
前事業年度末 

当事業年度

増加 

当事業年度

減少 
当事業年度末 

 提出会社
 平成14年新株予約権　  　普通株式 1,184 － 1 1,183 －

 平成16年新株予約権  　普通株式 738 － 65 673 －

 平成17年新株予約権 　 普通株式 　　－ 528      10     518 －

 合計  －  1,922  528 76  2,374 －

３．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３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28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３四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　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

現金及び預金四半期末残高 1,107,258千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △600,000千円

現金及び現金同等物四半期末残高 507,258千円

現金及び預金期末残高 1,047,257千円

現金及び現金同等物期末残高 1,047,257千円
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（リース取引関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び四半期期末残高相当額

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

(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

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

四半期期末
残高相当額
（千円）

器具及び備品 110,684 50,518 60,166

その他 160,709 53,088 107,620

合計 271,393 103,607 167,786

 
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）

器具及び備品 98,644 32,257 66,386

その他 85,573 26,519 59,053

合計 184,217 58,776 125,440

(2）未経過リース料四半期期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 69,487千円

１年超 103,866千円

合計 173,354千円

１年内 46,883千円

１年超 82,502千円

合計 129,386千円

(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、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 49,453千円

減価償却費相当額 46,517千円

支払利息相当額 4,538千円

支払リース料 37,622千円

減価償却費相当額 35,707千円

支払利息相当額 4,277千円

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

当第３四半期会計期間末（平成19年２月28日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①　株式 3,094 2,306 △788

②　債券 － － －

③　その他 － － －

計 3,094 2,306 △788

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 四半期貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 40,093

計 40,093

前事業年度末（平成18年５月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①　株式 2,192 1,865 △326

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

計 2,192 1,865 △326

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 24,093

計 24,093

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28日）

　当社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利用していないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

 

  当第３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28日）

 　当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションはありません。

 

　前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

　　１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　　　(1）ストック・オプションの内容

平成14年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社の取締役１名

当社の従業員27名

 

当社の取締役２名

当社の従業員32名

 

当社の取締役１名

当社の監査役３名

当社の従業員25名

ストック・オプション数

（注）１
普通株式　2,190株 普通株式　800株 普通株式　528株

付与日 平成15年８月13日 平成17年３月１日 平成17年９月１日

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）２ 

対象勤務期間
自　平成15年８月13日

至　平成17年８月31日

自　平成17年２月９日

至　平成18年８月31日

自　平成17年９月１日

至　平成19年８月31日

権利行使期間
自　平成17年９月１日

至　平成21年８月31日

自　平成18年９月１日

至　平成26年７月31日

自　平成19年９月１日

至　平成27年７月31日 

(注）１　株式数に換算して記載しております。

　　 ２　「第４　提出会社の状況、１　株式等の状況、（２）新株予約権等の状況、①新株予約権の新株

　　　　予約権の行使の条件」に記載のとおりであります。

 

　　　(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　　　　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

　　　　株式数に換算して記載しております。

　　　　①　ストック・オプションの数

平成14年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前事業年度末 1,184 738 －

付与 － － 528

失効 1 65 10

権利確定 － － －

未確定残 1,183 673 518

権利確定後　　　　　　（株）    

前事業年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 － － －
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　　　　②　単価情報

平成14年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 25,000 45,000 50,000

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

（持分法損益等）

当第３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28日）

　該当事項はありません。

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。
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（１株当たり情報）

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28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 46,539円08銭 30,636円13銭

１株当たり当期純利益金額又は１

株当たり四半期純損失（△）
△261円35銭 8,267円20銭

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につ

いては、四半期純損失を計上しているため記

載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、新株予約権の残高がありますが、当社

株式が非上場であり、期中平均株価の算出が

困難であるため記載しておりません。

（注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり第３四半期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

当期純利益金額又は四半期純損失金額

（△）
（千円） △7,341 224,950

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） △7,341 224,950

期中平均株式数 （株） 28,089 27,210

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

　株主総会の特別決議日

　平成14年８月27日

　　　　　　 　　1,183個

　平成16年８月26日 673個

  平成17年８月26日 518個

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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