
(財)財務会計基準機構会員  

平成19年８月期　第３四半期財務・業績の概況（連結）
 平成19年７月13日

上場会社名　株式会社メディア工房 （コード番号：3815　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.mkb.ne.jp/　）  ＴＥＬ：（03）5549－1804　　　　　

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　　　　　長沢一男

　　　　　　責任者役職・氏名　管理部門担当取締役　　　酒井康弘

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項

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　最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

　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．平成19年８月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年９月１日～平成19年５月31日）

(1）連結経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　（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 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月期第３四半期 940 23.4 135 △20.5 84 △49.3 23 △75.5

18年８月期第３四半期 761 ─ 170 ─ 166 ─ 96 ─ 

（参考）18年８月期 1,051  228  210  121  

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８月期第３四半期 823 40 798 23

18年８月期第３四半期 84,349 30 ― ―

（参考）18年８月期 8,087 77 ― ―

　（注）　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。
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［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

  当第３四半期連結会計期間における業績の概況は、占いコンテンツの分野においては、ＰＣ向けコンテンツからより　

マーケットの大きな携帯電話向けコンテンツへ社内リソースのシフトを図り売上拡大を目指してきました。その結果、携

帯電話向けコンテンツや連結子会社ムービーズの売上高増により売上高が940,155千円（前年同期比23.4％増）となりまし

たが、人員増やコンテンツの販売拡大のための経費の増加により、営業利益が135,705千円（前年同期比20.5％減）となり

ました。また、営業外費用に平成18年９月15日東京証券取引所マザーズへの上場に伴う上場関連費用17,020千円を計上し

たこと、及び新規連結子会社である株式会社ＴＮＫの事業立上げに伴う開業費31,569千円を計上したこと等により経常利

益は84,351千円（前年同期比49.3％減）、四半期純利益は23,607千円（前年同期比75.5％減）となりました。

  各事業における状況は、次のとおりであります。

 （コンテンツ事業）

  コンテンツ事業としては、社内体制を携帯電話向けコンテンツのマーケット拡大に合わせ、社内リソースをＰＣ向けコ

ンテンツから携帯電話向けコンテンツへシフトし、携帯電話向けコンテンツのユーザー獲得に注力してきました。当第３

四半期末時点における提供コンテンツ数は、ＰＣ向けで39コンテンツ（前年同期比６コンテンツ増）、サイト数で241サイ

ト（前年同期比60サイト増）、携帯電話向けで16コンテンツ（前年同期比５コンテンツ増）、サイト数で46サイト（前年

同期比22サイト増）となりました。当第３四半期連結会計期間において、コンテンツ事業の中心であるＩＳＰ及びポータ

ルサイト運営事業者向けのＰＣコンテンツの売上高が383,798千円（前年同期比1.3％増）、移動体通信事業者向けの携帯

コンテンツの売上高が441,595千円（前年同期比38.7％増）となりました。

  また、設立２年目となる子会社ムービーズの売上高が47,540千円（前年同期比188.4％増）となりました。

 （その他の事業）

  その他の事業としては、オリジナル風水グッズ等の販売を中心にした物販サイト「満福館」の売上高が9,818千円、不動

産仲介による売上高が8,621千円となりました。 

　また、平成19年２月に株式会社ＴＮＫの株式の譲渡を受けると同時に増資して連結子会社とし、平成19年４月下旬にサ

ロンをオープン、インターネットによる化粧品の販売と合わせて新規事業としてスタートさせました。その結果、当第３

四半期連結会計期間における売上高は19,793千円となりました。

 

(2）連結財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　（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

19年８月期第３四半期 1,540 915 59.2 31,608 44

18年８月期第３四半期 631 447 70.8 175,326 01

（参考）18年８月期 698 471 67.5 18,503 13

 

(3）連結キャッシュ・フローの状況　　　　　　　　　（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。

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８月期第３四半期 △234 △152 792 772

18年８月期第３四半期 70 △29 67 310

（参考）18年８月期 140 △36 61 366

 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　総資産は、前連結会計年度末に比べて841,351千円増加し1,540,078千円となりました。負債合計は前連結会計年度末に

比べて397,820千円増加し624,718千円、純資産合計は前連結会計年度末に比べて443,530千円増加し915,360千円となりま

した。 

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高と比較して405,905千

円増加し、772,764千円となりました。当第３四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因

は次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、234,828千円の支出となりました。これは、税金等調整前四半期純利益84,322千

円を計上したものの、主に法人税等の支払額105,673千円を計上したこと、株式会社ＴＮＫの連結等に伴い、前渡金が97,461

千円、たな卸資産が56,507千円増加したこと、販売用不動産72,962千円の取得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）

　投資活動による資金の減少は152,150千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出95,423千円、敷

金・保証金の差入による支出39,281千円、無形固定資産の取得による支出21,044千円等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）

　財務活動による資金の増加は792,884千円となりました。これは東京証券取引所マザーズ上場時の株式の発行による収入

412,414千円、長期借入による収入400,000千円等によるものであります。

 

３．平成19年８月期の連結業績予想（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

通期 1,310 100 22

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）776円71銭

 ［業績予想に関する定性的情報等］

　平成19年８月期の業績予想につきましては、以下のとおりであります。 

　平成19年８月期の連結業績予想につきましては、平成19年４月下旬に美容関連事業を開始した新規連結子会社ＴＮＫの

売上高を計上できるようになったこと及び連結子会社ムービーズが当初予想を上回る売上高で推移していることが、売上

高の増加要因になるものの、メディア工房のコンテンツ事業等の売上高が当初予想を下回る見込みにより連結の売上高を

17百万円減額し、1,310百万円に修正しております。

　また、新規連結子会社ＴＮＫの今期業績は、開業費の一括償却や減価償却費等の経費により経常損失85百万円の予想で

ございます。

　これらの要因により、平成19年８月期の売上高は当初予想に比べ17百万円減額の1,310百万円に、経常利益は当初予想に

比べ228百万円減額の100百万円に、当期純利益は当初予想に比べ170百万円減額の22百万円にそれぞれ修正しております。

 

※ 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、今後の様々な要因及び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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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年５月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   310,546   772,764   366,859  

２．売掛金   199,130   245,258   209,913  

３．たな卸資産   3,417   59,320   2,813  

４. 販売用不動産   ─   72,962   ─  

５. 前渡金   ─   97,461   ─  

６．その他   13,107   28,288   16,754  

７．貸倒引当金   △581   △1,223   △1,217  

流動資産合計   525,618 83.3  1,274,832 82.8  595,123 85.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

 　（1）工具器具備品  －   95,000   －   

 　（2）その他  －   37,959   －   

 　   有形固定資産合計   26,867   132,959   23,548  

２．無形固定資産   27,778   37,526   28,744  

３．投資その他の資産 ※2,3  51,039   94,759   51,310  

固定資産合計   105,684 16.7  265,246 17.2  103,603 14.8

資産合計   631,303 100.0  1,540,078 100.0  698,727 100.0
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前第３四半期連結会計期間末

（平成18年５月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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   26,871   40,976   31,846  

２．一年以内返済予定の長
期借入金

  26,040   160,840   26,040  

３．未払費用   34,087   62,314   55,912  

４．未払法人税等   44,552   18,550   64,339  

５．その他   17,051   67,256   19,649  

流動負債合計   148,602 23.6  349,938 22.7  197,787 28.3

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   35,620   274,780   29,110  

固定負債合計   35,620 5.6  274,780 17.9  29,110 4.2

負債合計   184,222 29.2  624,718 40.6  226,897 32.5

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   191,750 30.4  399,668 25.9  191,750 27.4

  ２．資本剰余金   88,750 14.0  296,665 19.3  88,750 12.7

  ３．利益剰余金   166,581 26.4  214,937 14.0  191,329 27.4

    株主資本合計   447,081 70.8  911,271 59.2  471,829 67.5

Ⅱ　少数株主持分   －   4,089 0.2  －  

純資産合計   447,081 70.8  915,360 59.4  471,829 67.5

負債純資産合計   631,303 100.0  1,540,078 100.0  698,727 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

 
 

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   761,835 100.0  940,155 100.0  1,051,245 100.0

Ⅱ　売上原価   304,975 40.0  401,549 42.7  418,269 39.8

売上総利益   456,860 60.0  538,606 57.3  632,976 60.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１
 

 286,250 37.6  402,900 42.9  404,119 38.4

営業利益   170,609 22.4  135,705 14.4  228,856 21.8

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  23   1,265   63   

２. 受取賃貸料  －   929   －   

３．その他  190 214 0.0 234 2,429 0.3 225 288 0.0

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  2,671   1,132   3,102   

２．新株発行費  1,294   －   －   

３．株式交付費  －   3,418   1,294   

４．株式上場関連費用  －   17,020   13,318   

５. 開業費  －   31,569   －   

６．その他  562 4,528 0.6 641 53,782 5.7 562 18,278 1.7

経常利益   166,295 21.8  84,351 9.0  210,867 20.1

Ⅵ　特別利益           

１．前期損益修正益 ※２ 1,487 1,487 0.2 － － － － － －

Ⅶ　特別損失           

１．前期損益修正損 ※３ －   －   1,328   

２．固定資産除却損 ※４ 425 425 0.0 29 29 0.0 505 1,833 0.2

税金等調整前第３四
半期（当期）純利益

  167,358 22.0  84,322 9.0  209,033 19.9

法人税、住民税及び
事業税

 69,554   61,519   88,523   

法人税等調整額  1,512 71,067 9.4 875 62,394 6.7 △528 87,994 8.4

 少数株主持分損失   －   1,679 0.2  －  

第３四半期（当期）
純利益

  96,291 12.6  23,607 2.5  121,039 11.5
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年５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

平成17年９月１日　残高

（千円）（注）
79,750 48,750 70,609 199,109 199,109

第３四半期連結会計期間中の変動

額

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

新規連結（千円）   △319 △319 △319

第３四半期純利益（千円）   96,291 96,291 96,291

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
112,000 40,000 95,971 247,971 247,971

平成18年５月31日　残高（千円） 191,750 88,750 166,581 447,081 447,081

 （注）前期は連結財務諸表を作成しておりませんので、期首の残高を記載しております。

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年８月31日　残高

（千円）
191,750 88,750 191,329 471,829 － 471,829

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行（千円） 207,918 207,915  415,833  415,833

第３四半期純利益（千円）   23,607 23,607  23,607

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）

    4,089 4,089

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
207,918 207,915 23,607 439,441 4,089 443,530

平成19年５月31日　残高（千円） 399,668 296,665 214,937 911,271 4,089 915,360

前連結会計年度（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

平成17年９月１日　残高

（千円）（注）
79,750 48,750 70,609 199,109 199,109

連結会計年度中の変動額

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

新規連結（千円）   △319 △319 △319

当期純利益（千円）   121,039 121,039 121,039

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
112,000 40,000 120,719 272,719 272,719

平成18年８月31日　残高（千円） 191,750 88,750 191,329 471,829 471,829

 （注）前期は連結財務諸表を作成しておりませんので、期首の残高を記載しております。
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ  営業活動によるキャッ

シュ・フロー
    

税金等調整前第３四半

期（当期）純利益
 167,358 84,322 209,033

減価償却費  12,131 33,553 18,723

貸倒引当金の増加・減

少（△）額
 25 5 661

受取利息及び受取配当

金
 △23 △1,265 △73

支払利息  2,671 1,132 3,102

新株発行費  1,294 － －

株式交付費  － 3,418 1,294

固定資産除却損  － 29 425

売上債権の増加

（△）・減少額
 △13,836 △35,344 △24,619

たな卸資産の増加

（△）・減少額
 418 △56,507 1,021

販売用不動産の増加

（△）・減少額
 － △72,962 －

仕入債務の増加・減少

（△）額
 △3,469 9,130 1,505

前受金の増加・　減少

（△）額
 － 14,231 －

前渡金の増加（△）・

減少額
 － △97,461 －

未払費用の増加・減少

（△）額
 △16,699 1,693 8,078

その他  △910 △12,797 2,634

小計  148,959 △128,821 221,788

利息及び配当金の受取

額
 16 1,272 80

利息の支払額  △2,542 △1,606 △2,978

法人税等の支払額  △76,008 △105,673 △78,450

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 70,424 △234,828 140,440
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 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
 △14,721 △95,423 △16,212

有形固定資産の売却に

よる収入
 6,750 － 6,750

無形固定資産の取得に

よる支出
 △21,586 △21,044 △27,287

新規連結子会社株式の

取得による収入
 － 8,598 －

連結子会社株式の追加

取得による支出
 － △5,000 －

敷金・保証金の差入に

よる支出
 － △39,281 －

貸付による支出  － △106,500 －

貸付金の回収による収

入
 － 106,500 －

その他  △11 － △11

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △29,568 △152,150 △36,761

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  30,000 400,000 30,000

長期借入金の返済によ

る支出
 △112,857 △19,530 △119,367

株式の発行による収入  150,705 412,414 150,705

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
 67,848 792,884 61,338

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減

額
 108,705 405,905 165,018

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首

残高
 191,841 366,859 191,841

Ⅶ  新規連結による現金及び現

金同等物の増加額
 10,000 － 10,000

Ⅷ　現金及び現金同等物の第３

四半期末（期末）残高
 310,546 772,764 366,859
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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
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。

連結子会社　１社

連結子会社の名称

㈱ムービーズ

なお、㈱ムービーズは当第３四

半期連結会計期間より重要性が

増したため、連結の範囲に含め

ております。

子会社はすべて連結しております。

　　 連結子会社　２社 

 　　連結子会社の名称

 　　 ㈱ムービーズ

 　　 ㈱ＴＮＫ

      上記のうち、㈱ＴＮＫは平成

19年２月に株式を取得したた

め、当第３四半期連結会計期

間より連結の範囲に含めてお

ります。

子会社はすべて連結しております。

　　 連結子会社　１社

　　 連結子会社の名称 

㈱ムービーズ

なお、㈱ムービーズは当連結会

計年度より重要性が増したため、

連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 　　　　　同　左

　　 

 

同　左 

 

 

３．連結子会社の第３四半期

決算日（決算日）等に関

する事項

連結子会社の第３四半期決算日

は、第３四半期連結決算日と一

致しております。

　　　同　左

 

 

連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。　

 

 

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

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

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

 　　 満期保有目的の債券

 　　　 　同　左

 　　 その他有価証券

 　　　　時価のないもの

 　　　　　同　左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

            同　左

       その他有価証券

          時価のないもの

　　　　　　 同　左

 ②　たな卸資産

 　　　──────

仕掛品

個別法による原価法

貯蔵品

総平均法による原価法

　　　 ──────

②　たな卸資産

 　　 商品

　　　　総平均法による原価法

 　　　仕掛品

 　　　　　同　左

 　　 貯蔵品

 　　　　同　左

 　　　販売用不動産

 　　　　個別法による原価法

 　　　なお、販売用不動産のうち、

賃貸中の物件については、定

額法により減価償却を行って

おります。

②　たな卸資産

 　　　─────

 　　　仕掛品

   　　　  同　左

　　　貯蔵品

              同　左

 　    ─────

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

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。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

 　　 　　同　左

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

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。

 

②　無形固定資産

同　左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 (3）重要な引当金の計上基準

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。

 

(3）重要な引当金の計上基準

 　貸倒引当金

　　　同　左

 

(3）重要な引当金の計上基準

 　貸倒引当金

同　左

 

 (4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有者が借主に

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。

 

(4）重要なリース取引の処理方法

 　　　同　左

 

(4）重要なリース取引の処理方法

同　左

 

 

 (5）重要なヘッジ会計の方法

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。

(5）重要なヘッジ会計の方法

　①ヘッジ会計の方法 　　

　　　同　左

(5）重要なヘッジ会計の方法

  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

 

  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

　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

 

　④ヘッジ有効性評価の方法

 同　左

 (6）その他四半期連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(6）その他四半期連結財務諸表作成

のための重要な事項

   消費税等の会計処理

 　 　　　 同　左

 

(6）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

 　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。

　　　　 同　左  同　左
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　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の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度 
（自　平成17年９月１日 
至　平成18年８月31日） 

　　　　　　　──────

 

 

 （固定資産の減価償却方法の変更）

 　平成19年度の法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律　平成19年３月30日

　法律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30日　政令第

83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。

    なお、当第３四半期連結会計期間における

損益に与える影響は、従来と同一の方法を採

用した場合に比べ、営業利益、経常利益及び

税金等調整前第３四半期純利益が、それぞれ

2,678千円減少しております。

　　　　　　　 ──────

 

 

  表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年５月31日）

　　　　　　　　　    　──────

 

 

 （連結貸借対照表）

 　前第３四半期連結会計期間まで固定資産の「有形固定資産」に含め

て表示しておりました「工具器具備品」は総資産の100分の５を超え

たため、当第３四半期連結会計期間より区分掲記しております。

 　  なお、前第３四半期連結会計期間における「工具器具備品」の金額

は19,044千円であります。

   （連結損益計算書）

     前第３四半期連結会計期間において営業外費用で表示しておりまし

た「新株発行費」は、当第３四半期会計期間から「繰延資産の会計処

理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日

　実務対応報告第19号）により「株式交付費」として表示しておりま

す。
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(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年５月31日）

前連結会計年度末
（平成18年８月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

33,788千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

49,301千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

37,808千円

※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205千円

※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205千円

※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205千円

※３　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　　　　　　　9,999千円

※３　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　　　    　　9,999千円

※３　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　 　　　 　　9,999千円

   

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31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。

※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。

※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。

　役員報酬 68,590 千円 

　給料手当 45,538

　広告宣伝費 32,804

　業務委託料 46,522

　貸倒引当金繰入額 581

  

  役員報酬 67,717 千円 

  給料手当 65,399

  業務委託料  58,561

  広告宣伝費 50,162

  支払手数料  33,059

  賃借料  21,207

  減価償却費  16,772

  貸倒引当金繰入額  942

  

　役員報酬 90,340 千円 

　給料手当 　63,944

　業務委託料 62,595

　広告宣伝費  48,502

  

※２　前期損益修正益は、前払費用の修正に伴

うものであります。

※２　　　　    ───────　 ※２　　　　　　───────

 

※３　　　　───────　  ※３　　　　    ───────　 ※３　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

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

　建物 398 千円

　工具器具備品 26 千円

 425 千円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

　建物 29 千円 

  

  

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

　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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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年９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

前第３四半期連結
会計期間期首株式
数（株）

前第３四半期連結
会計期間増加株式
数（株）

前第３四半期連結
会計期間減少株式
数（株）

前第３四半期連結
会計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 1,010 1,540 － 2,550

合計 1,010 1,540 － 2,550

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の発行済株式数の増加1,540株は、第三者割当による新株の発行による増加100株、新株引受権の行使によ

る新株の発行による増加1,440株であります。

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）
前第３四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

前第３四半
期連結会計
期間期首

前第３四半
期連結会計
期間増加

前第３四半
期連結会計
期間減少

前第３四半
期連結会計
期間末

提出会社

（親会社）

ストックオプションとしての

第１回新株予約権
普通株式 95 － 2 93 －

ストックオプションとしての

第２回新株予約権
普通株式 － 24 － 24 －

合計 － 95 24 2 117 －
 

（注）１．第１回新株予約権の前第３四半期連結会計期間減少は、新株予約権の消却によるものであります。

２．第２回新株予約権の前第３四半期連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。

３．第１回新株予約権は権利行使可能なものであり、第２回新株予約権は権利行使可能な期間は到来しておらず、

権利行使不能なものであります。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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当第３四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19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

当第３四半期連結
会計期間期首株式
数（株）

当第３四半期連結
会計期間増加株式
数（株）

当第３四半期連結
会計期間減少株式
数（株）

当第３四半期連結
会計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 25,500 3,330 ─  28,830

合計 25,500 3,330 ─  28,830

自己株式

普通株式 ─ ─  ─  ─  

合計 ─ ─ ─  ─  

　（注）普通株式の発行済株式数の増加　

　　　　　　平成18年９月14日付公募増資により発行した株式数　　　　　3,330株

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
期連結会計
期間末残高
（千円）

当第３四半
期連結会計
期間期首

当第３四半
期連結会計
期間増加

当第３四半
期連結会計
期間減少

当第３四半
期連結会計
期間末

提出会社

 (親会社)
ストックオプションとしての

第１回新株予約権
普通株式 ─ 

 

─

 

 

─

 

─  ─

ストックオプションとしての

第２回新株予約権
普通株式 ─  ─  ─ ─  ─

合計 － ─  ─  ─ ─  ─
 

 

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成17年９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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計期間減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 1,010 24,490 － 25,500

合計 1,010 24,490 － 25,500

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）普通株式の発行済株式数の増加

平成17年９月30日付第三者割当により発行した株式数　　　　　　　　　　　　100株

平成18年５月24日付新株引受権の行使により発行した株式数　　　　　　　　1,440株

平成18年６月28日付株式分割（１株につき10株）により発行した株式数　　 22,950株

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）
当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストックオプションとしての

第１回新株予約権
－ － － － － －

ストックオプションとしての

第２回新株予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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５月31日現在）

現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半

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19年５月31日現在）

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８月31日現在）

 現金及び預金勘定 310,546 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 310,546 千円

 現金及び預金勘定 772,764 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  772,764 千円

 現金及び預金勘定 366,859 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  366,859 千円

   

（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

　リース物件の所有者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

 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

　リース物件の所有者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、中間連結財務諸表等規

則第15条及び中間財務諸表等規則第８条の

６第６項並びに同ガイドラインの規定に従

い、記載を省略しております。

 　　　　　　　同　左     リース物件の所有者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、連結財務諸表等規則第15条の

３及び財務諸表等規則第８条の６第６項並び

に同ガイドラインの規定に従い、記載を省略

しております。　　　　
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（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成18年５月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
第３四半期連結貸借対照
表計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 9,999 9,916 △83

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 9,999 9,916 △83

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 1,113

当第３四半期連結会計期間末（平成19年５月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 9,999 9,970 △29

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 9,999 9,970 △29

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 1,113
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前連結会計年度（平成18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

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 9,999 9,960 △38

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 9,999 9,960 △38

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 1,113

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年５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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５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。

 

前連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18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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（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

当第３四半期連結会計期間中に付与しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日） 

 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16年

 ストック・オプション

平成18年 

 ストック・オプション(1)

平成18年 

 ストック・オプション(2)

 付与対象者の区分及び数

     当社取締役　　２名

 　　当社監査役　　１名

 　　当社従業員　　12名

 　　当社顧問　　　１名

　　当社従業員　　７名 

 　　社外協力者　　１名

 

 

　　当社従業員　　２名 

 

 

 

 ストック・オプション数

　(注) １
　普通株式　　 1,000株 　普通株式　　　 210株 　普通株式　　　　20株 

 付与日  平成16年８月４日  平成18年３月１日  平成18年４月24日

 権利確定条件

  権利確定条件は付されてお

りません。

   (注) ２

  権利確定条件は付されてお

りません。

   (注) ３

  権利確定条件は付されてお

りません。

 　(注) ３

 対象勤務期間
  対象勤務期間の定めはあり

ません。

  対象勤務期間の定めはあり

ません。

  対象勤務期間の定めはあり

ません。

 権利行使期間
  平成17年12月１日から　平

成25年10月31日まで

  平成19年10月１日から　平

成27年７月31日まで

  平成19年10月１日から　平

成27年７月31日まで

 
平成18年

 ストック・オプション(3)

 付与対象者の区分及び数 　　当社従業員　　１名

 ストック・オプション数   普通株式　　　  10株

 付与日  平成18年５月12日

 権利確定条件

  権利確定条件は付されてお

りません。

 　(注) ３

 対象勤務期間
  対象勤務期間の定めはあり

ません。

 権利行使期間
  平成19年10月１日から 　

平成27年７月31日まで

  (注) １　株式数に換算して記載しております。

 　　　　　なお、平成18年６月28日付をもって１株を10株に株式分割しておりますので、株式分割後の株数を記載してお

ります。

 　　　２　権利行使の条件は、以下のとおりであります。

 　　　　　①権利行使時に、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問の地位にあることを要する。

 　　　　　②その他の新株予約権の行使条件は、付与者と締結される新株予約権割当契約によるものとする。

 　　　３　権利行使の条件は、以下のとおりであります。

 　　　　　①権利行使時に、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、社外協力者の地位にあることを要する。

 　　　　　②その他の新株予約権の行使条件は、付与者と締結される新株予約権割当契約によるものとする。
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 ２．ストック・オプションの規模及びその変動状況

 　　　当連結会計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。

 　　　なお、平成18年６月28日付をもって１株を10株に株式分割しておりますので、ストック・オプションの数及び単価

情報については、株式分割後の数値を記載しております。

 ①ストック・オプションの数

 
平成16年

 ストック・オプション

平成18年 

 ストック・オプション(1)

平成18年 

 ストック・オプション(2)

 権利確定前　　　　　　(株)

 　期首

 　付与

 　失効

 　権利確定

 　未確定残

 権利確定後　　　　　　(株)

 　期首

 　権利確定

 　権利行使

 　失効

 　未行使残

 

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 

 　　　　　　　　 950

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　20

 　　　　　　　　 930

 

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　 210

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　 210

 

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　20

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　20

 

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 
平成18年

 ストック・オプション(3)

 権利確定前　　　　　　(株)

 　期首

 　付与

 　失効

 　権利確定

 　未確定残

 権利確定後　　　　　　(株)

 　期首

 　権利確定

 　権利行使

 　失効

 　未行使残

 

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　10　　

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　10

 

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 ②単価情報

 
平成16年

 ストック・オプション

平成18年 

 ストック・オプション(1)

平成18年 

 ストック・オプション(2)

 権利行使価格　　　 　   (円)  　　　　　　　12,000  　　　　　　　80,000  　　　　　　　80,000

 行使時平均株価　　 　   (円)  　　　　　　　　　－  　　　　　　　　　－  　　　　　　　　　－

 公正な評価単価 (付与日) (円)  　　　　　　　　　－  　　　　　　　　　－  　　　　　　　　　－

 
平成18年

 ストック・オプション(3)

 権利行使価格　　　 　   (円)  　　　　　　　80,000

 行使時平均株価　　 　   (円)  　　　　　　　　　－

 公正な評価単価 (付与日) (円)  　　　　　　　　　－
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年５月31日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるコンテンツ事業の割合がいずれも90％を超えているた

め、記載を省略しております。

 

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

　      全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるコンテンツ事業の割合がいずれも90％を超えているた

め、記載を省略しております。

 

前連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日） 

　　　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるコンテンツ事業の割合がいずれも90％を超えているた

め、記載を省略しております。

 

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年５月31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。

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31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。

 

前連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31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】

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年５月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５月31日）

　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

前連結会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（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 175,326円01銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
84,349円30銭

  

１株当たり純資産額 31,608円44銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
823円40銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額

798円23銭

１株当たり純資産額 18,503円13銭

１株当たり当期純利益

金額
8,087円77銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半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日付をもっ

て平成18年６月27日の最終の株主名簿

に記載された株主の所有株式数を１株

につき10株の割合をもって分割いたし

ました。

  当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前第３四半期連結会計

期間における１株当たり情報は、以下

のとおりであります。

前第３四半期連結会計期間

 １株当たり純資産額

 　　　　　　　　17,532円60銭　

　

 １株当たり第３四半期純利益金額

 8,434円93銭　

  なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半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はありま

すが、当社株式は非上場・非登録であ

り、期中平均株価が把握できないため

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。
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　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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。

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

第３四半期（当期）純利益

（千円）
96,291 23,607 121,039

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第３四半期（当

期）純利益（千円）
96,291 23,607 121,039

期中平均株式数（株） 1,142 28,671 14,966

普通株式増加数（株） － 904 －

（うち新株予約権） － (904) －

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３四半期

（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117

株）

なお、新株引受権は当第

３四半期連結会計期間中

に全て権利行使されてお

ります。

 ────── 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、新株引受権は当連

結会計年度において全て

権利行使されておりま

す。 
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（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

（株式分割）

　平成18年６月６日開催の当社取締役会の決議

に基づき、以下のとおり株式分割による新株式

を発行しております。

1.平成18年６月28日付けをもって平成18年６月

27日の最終の株主名簿に記載された株主の所

有株式数を、１株につき10株の割合を持って

分割いたしました。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　22,950株

(2）配当起算日　　　　　平成18年３月１日

　当該株式分割が当期首に行われたと仮定

した場合の当第３四半期連結会計期間にお

ける1株当たり情報は、以下のとおりとなり

ます。

当第３四半期連結会計期間

１株当たり純資産額

17,532円60銭

１株当たり第３四半期純利益

8,434円93銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり第３四半

期純利益金額については、新株予約権の残

高はありますが、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。

───────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新株の発行） 

　当社株式は、平成18年９月15日に東京証券取

引所マザーズ市場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：普通株式　　3,330株

　　 類及び数

 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
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(財)財務会計基準機構会員  

平成19年８月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年７月13日

上場会社名　株式会社メディア工房 （コード番号：3815　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.mkb.ne.jp/　）  ＴＥＬ：（03）5549－1804　　　　

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長 長沢一男

　　　　　　責任者役職・氏名　管理部門担当取締役 酒井康弘

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　最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、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８月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年９月１日～平成19年５月31日）

(1）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　（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 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月期第３四半期 872 17.0 152 △11.0 133 △19.9 74 △23.1

18年８月期第３四半期 746 － 171 － 166 － 96 －

（参考）18年８月期 1,026  229  211  121  

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８月期第３四半期 2,600 97 2,521 47

18年８月期第３四半期 84,908 93 － －

（参考）18年８月期 8,150 25 － －

　（注）　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。

(2）財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　　（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

19年８月期第３四半期 1,513 963 63.7 33,419 73

18年８月期第３四半期 630 448 71.0 175,701 90

（参考）18年８月期 696 473 68.0 18,552 34
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３．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

通期 1,175 175 101

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　3,535円23銭

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８月期 ― ― ―

19年８月期（実績） ― ―  

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、今後の様々な要因及び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。

－ 27 －



５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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  307,929   652,274   361,281   

２．売掛金  193,854   229,412   204,641   

３．たな卸資産  3,417   13,038   1,727   

４. 販売用不動産  ―   72,962   ―   

５. 短期貸付金  ―   230,000   ―   

６．その他  10,639   14,471   15,563   

７．貸倒引当金  △581   △1,378   △613   

流動資産合計   515,258 81.7  1,210,782 80.0  582,600 83.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産  ※１ 26,867   29,017   23,548   

２．無形固定資産  27,778   35,390   28,744   

３．投資その他の資産           

 （1）関係会社株式  －   180,000   10,000   

 （2）その他 ※2,3 －   57,862   51,310   

 　　 投資その他の資
産合計

 61,039   237,862   61,310   

固定資産合計   115,684 18.3  302,269 20.0  113,603 16.3

資産合計   630,943 100.0  1,513,052 100.0  696,203 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

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  26,871   39,506   31,846   

２．一年以内返済予定
の長期借入金

 26,040   160,840   26,040   

３．未払費用  33,192   45,180   52,676   

４．未払法人税等  44,500   14,754   64,269   

５．その他  16,680   14,499   19,176   

流動負債合計   147,283 23.3  274,781 18.2  194,009 27.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  35,620   274,780   29,110   

固定負債合計   35,620 5.7  274,780 18.1  29,110 4.2

　　負債合計   182,903 29.0  549,561 36.3  223,119 32.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   191,750 30.4  399,668 26.4  191,750 27.5

　２．資本剰余金           

（１）資本準備金  88,750   296,665   88,750   

資本剰余金合計   88,750 14.1  296,665 19.6  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  167,539   267,157   192,584   

　　　利益剰余金合計   167,539 26.6  267,157 17.7  192,584 27.7

　　株主資本合計   448,039 71.0  963,490 63.7  473,084 68.0

純資産合計   448,039 71.0  963,490 63.7  473,084 68.0

負債純資産合計   630,943 100.0  1,513,052 100.0  696,203 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   746,228 100.0  872,820 100.0  1,026,580 100.0

Ⅱ　売上原価   296,848 39.8  364,916 41.8  404,190 39.4

売上総利益   449,379 60.2  507,904 58.2  622,390 60.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   278,066 37.2  355,483 40.7  392,472 38.2

営業利益   171,313 23.0  152,421 17.5  229,917 22.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  97 0.0  2,789 0.3  171 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  4,528 0.6  21,576 2.5  18,355 1.8

経常利益   166,882 22.4  133,633 15.3  211,732 20.6

Ⅵ　特別利益           

１．前期損益修正益 ※３ 1,487 1,487 0.2 － － － － － －

Ⅶ　特別損失           

 　１．前期損益修正損 ※４ －   －   1,328   

 　２．固定資産除却損 ※５ 425 425 0.1 29 29 0.0 505 1,833 0.2

税引前第３四半期
（当期）純利益

  167,944 22.5  133,604 15.3  209,899 20.4

法人税、住民税及び
事業税

 69,502   57,869   88,453   

法人税等調整額  1,512 71,014 9.5 1,162 59,031 6.8 △528 87,924 8.5

第３四半期（当期）
純利益

  96,929 13.0  74,572 8.5  121,974 11.9
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年５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

第３四半期会計期間中の変動額

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

第３四半期純利益（千円）    96,929 96,929 96,929 96,929

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
112,000 40,000 40,000 96,929 96,929 248,929 248,929

平成18年５月31日　残高（千円） 191,750 88,750 88,750 167,539 167,539 448,039 448,039

当第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５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18年８月31日　残高（千円） 191,750 88,750 88,750 192,584 192,584 473,084 473,084

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 207,918 207,915 207,915   415,833 415,833

第３四半期純利益（千円）    74,572 74,572 74,572 74,572

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
207,918 207,915 207,915 74,572 74,572 490,406 490,406

平成19年５月31日　残高（千円） 399,668 296,665 296,665 267,157 267,157 963,490 963,490

前事業年度（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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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
前第３四半期会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

子会社株式

移動平均法による原価法

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

(1）有価証券

      満期保有目的の債券  

 　　　　　　同　左

 　　 子会社株式

 　　　　　　同　左

 　　 その他有価証券

 　　　　時価のないもの

 　　　　　　同　左

(1）有価証券

満期保有目的の債券 

 　         同　左

      子会社株式

             同　左

       その他有価証券

         時価のないもの

 　          同　左

 (2）たな卸資産

 　　　　　─────

 

仕掛品

個別法による原価法

貯蔵品

総平均法による原価法

 　　　　─────

(2）たな卸資産

　　　商品

 　　　　総平均法による原価法

 　　 仕掛品

 　　　　　　同　左

 　　 貯蔵品　

 　　　　　　同　左

 　　　販売用不動産

 　　　　個別法による原価法

 　　　なお、販売用不動産のうち、

賃貸中の物件については、定

額法により減価償却を行って

おります。

(2）たな卸資産

 　　　　　─────

 

　　　仕掛品

 　　　　　　同　左

　　　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

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

 　　

 

(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。

 

(2）無形固定資産

同　左 

 

 

３．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

 

 貸倒引当金

同　左

 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有者が借主に移

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

 

 

同　左
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

５．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

 (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

 (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

  (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

 

  (4)ヘッジ有効性評価の方法

 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

 

 　 消費税等の処理について

　同　左 
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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の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（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）

　当第３四半期会計期間より、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

基準の設定に係る意見書」（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。

  これによる当第３四半期会計期間の損益に与

える影響はありません。

──────

 

 （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

設定に係る意見書」（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）

　当第３四半期会計期間より、「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額に相当する金額は

448,039千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

第３四半期会計期間における第３四半期貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間財

務諸表等規則に準じて作成しております。

 ──────

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　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473,084千

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。

            ──────

 

 

 

 (固定資産の減価償却方法の変更）

  平成19年度の法人税法の改正（（所得税法等

の一部を改正する法律　平成19年３月30日　法

律第６号）及び（法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年３月30日　政令第83号））

に伴い、平成19年４月１日以降に取得したもの

については、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。

 　なお、これに伴う損益への影響は軽微であ

 ります。

               ──────

 

  表示方法の変更

 

前第３四半期会計期間

（自　平成17年９月１日

至　平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成19年５月31日）

 　　　　　　　     　　──────

 

 

 （貸借対照表）

 　前第３四半期会計期間まで固定資産の「投資その他の資産」に含め

て表示しておりました「関係会社株式」は、資産の総額の100分の５

を超えたため、当第３四半期会計期間より区分掲記しております。

 　 なお、前第３四半期会計期間における「関係会社株式」の金額は、

10,000千円であります。
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(4）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年５月31日）

前事業年度末
（平成18年８月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

33,788 千円

※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205 千円

※３　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　　 　9,999 千円

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

38,590 千円

 ※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205 千円

  ※３　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　　　 9,999 千円

 

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

37,808 千円

 ※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205 千円

  ※３　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　　　 9,999 千円

 

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※１　　　　─────── ※１　営業外収益のうち主要なもの

　　　   受取利息　　　　 　   1,757千円

     　　受取賃借料              929千円

※１　       ───────

 ※２　営業外費用のうちの主要なもの

支払利息　　　　　    2,671 千円

新株発行費　　　　  　1,294 千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

 　　　　支払利息　　　　　   1,132 千円

     　　株式上場関連費用    17,020 千円

     　  株式交付費　　　　   3,418 千円

 ※２　営業外費用のうち主要なもの

 　　　　支払利息　　　　　　 3,102 千円

  　　 　株式上場関連費用 　 13,396 千円

  　   　株式交付費　　 　　  1,294 千円

※３　前期損益修正益は、前払費用の修正に

伴うものであります。

※３　　　　   ───────  ※３　　　　　───────

 ※４　　　　   ───────  ※４　　　　   ───────  ※４　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

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

 

　建物 398 千円

　工具器具備品 26 千円

 425 千円

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

 

　建物 29 千円 

  

  

 ※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

 あります。

 

　建物 398 千円 

　工具器具備品 26 千円

　その他 80 千円

  505 千円

 

６　減価償却実施額

有形固定資産　　　　　9,752 千円

無形固定資産　　　　　2,379 千円

 

   ６　減価償却実施額

 　　　　有形固定資産　　 　　10,579 千円

　　　　 無形固定資産　　 　　12,188 千円

   

　 ６　減価償却実施額

 　　　　有形固定資産　　　   13,772 千円

　　　　 無形固定資産　　　　  4,951 千円

（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（自　平成17年９月１日　至　平成18年５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。

当第３四半期会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年５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。

前事業年度（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。
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

　リース物件の所有者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

 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

　リース物件の所有者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、中間財務諸表等規則第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。

      　　　　　同　左   リース物件の所有者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。　　　　　

（有価証券関係）

前第３四半期会計期間末（平成18年５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。

 

当第３四半期会計期間末（平成19年５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。

 

前事業年度（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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（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（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 175,701円90銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
84,908円93銭

１株当たり純資産額 33,419円73銭

１株当たり第３四半期

純利益金額
2,600円97銭

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額

2,521円47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株当たり第

３四半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日付をもっ

て平成18年６月27日の最終の株主名簿

に記載された株主の所有株式数を、１

株につき10株の割合をもって分割いた

しました。

 　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間におけ

る１株当たり情報は、以下のとおりで

あります。

前第３四半期会計期間

 １株当たり純資産額

 17,570円19銭

 １株当たり第３四半期純利益金額

 8,490円89銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半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はありま

すが、当社株式は非上場・非登録であ

り、期中平均株価が把握できないため

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
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　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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。

 
前第３四半期会計期間
(自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日)

前事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

第３四半期（当期）純利益

（千円）
96,929 74,572 121,974

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第３四半期（当

期）純利益（千円）
96,929 74,572 121,974

期中平均株式数（株） 1,142 28,671 14,966

普通株式増加数（株） － 904 －

（うち新株予約権） － (904) －

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３四半期

（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117

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。

 

 ──────

 

 

新株予約権（新株予約権の

目的となる株式数の数

1,170株）

 なお、新株引受権は当事業

年度において全て権利行使

されております。
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年５月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

（株式分割）

　当社は、平成18年６月６日開催の当社取締役

会の決議に基づき、以下のとおり株式分割によ

る新株式を発行しております。

1.平成18年６月28日付けをもって平成18年６月

27日の最終の株主名簿に記載された株主の所

有株式数を、１株につき10株の割合をもって

分割いたしました。

（１）　分割により増加する株式数

普通株式　22,950株

（２）　配当起算日　　　平成18年３月１日

　当該株式分割が当期首に行われたと仮定

した場合の当第３四半期会計期間における

1株当たり情報は、以下のとおりとなります。

当第３四半期会計期間

１株当たり純資産額

17,570円19銭

１株当たり第３四半期純利益

8,490円89銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり第３四

半期純利益金額については、新株予約権の

残高はありますが、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。

───────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新株の発行） 　

  当社株式は、平成18年９月15日に東京証券取

引所マザーズ市場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：普通株式　　3,330株　

　　

　　 類及び数

 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
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