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東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 
 

 当社は、本日平成19年８月２日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の 近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 
なお、添付資料は平成19年６月28日に公表済みの資料です。 

以上 
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平成19年７月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 
    平成19年６月28日 

上場会社名 株式会社フルスピード （コード番号：2159 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.fullspeed.co.jp/ ）   

問 合 せ 先        代表取締役     芳賀 麻奈穂 ＴＥＬ：(03)5728-4460        

   常務取締役管理部長 奥窪 二郎 
 
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 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： － 

前期は連結子会社を有しておりませんでした。  
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有 

平成18年８月１日付で設立した株式会社キャリアージュを当四半期連結会計年度より連結して
おります。 

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」の別紙に定められている「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７月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年８月１日 ～ 平成19年４月30日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年７月期第３四半期 3,420   － 533   － 529   － 290   －

18年７月期第３四半期 －   － －   － －   － －   －

(参考)18年７月期 －    －    －     －    

 

 
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７月期第３四半期 11,393  48 －  － 

18年７月期第３四半期 －  － －  － 

(参考)18年７月期 －  － －  － 

 (注)１．平成19年７月期第３四半期より四半期連結財務諸表の開示を行っていますので、平成18年７月期第３四半

期実績及び対前年同四半期増減率につきましては、記載しておりません。 

２．平成18年７月期においては連結決算を行なっておりませんので、平成18年７月期における各数値は記載し

ておりません。 

３．当社は、平成19年３月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。平成19年７月期

第３四半期の１株当たり四半期純利益は、期首に当該分割が行われたものとみなして計算しております。 

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であるため期中平均株価が把握でき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］ 

当第３四半期連結会計期間におきましては、Webコンサルティング事業及びインターネットメディア事業の拡大を

図るべく、積極的に事業を展開してまいりました。 

Webコンサルティング事業では、追い風の市場環境を市場開拓の好機ととらえ、販売員及びSEM対策スタッフの新

規採用を積極的に行いつつ、新規クライアントの開拓に注力してまいりました。その結果、当第３四半期連結会計

期間における当事業の売上高は2,924百万円となりました。なお、平成19年４月末現在、SEOコンサルティングのク

ライアント数（キーワード単位）は922件、リスティング広告のクライアント数（サイト単位）は467件となってお

ります。 

インターネットメディア事業では、前事業年度に引き続き広告枠の販売を目的とする各種情報サイトの運営及び

新規開設を行ったほか、ASP事業等新規事業の開発に取組んでまいりました。その結果、当第３四半期連結会計期間

における当事業の売上高は496百万円となりました。平成18年11月には、自社開発システムによるASPサービス「ア

（財）財務会計基準機構会員 

http://www.xxxxxxxxx.co.jp/�
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フィリエイトB」の営業を開始し、事業基盤の整備及び顧客開拓に取組んでおります。また、平成18年４月より行っ

ている第三者が運営するサイトの買収につきましては、新たに買収した大型ECサイト（「e金庫本舗」及び「しまい

コム」）の営業を平成18年12月に開始し、業績に寄与しております。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は3,420百万円、経常利益は529百万円、四半期純利益は290百

万円となりました。 

 

 (2) 連結財政状態の変動状況                       （百万円未満切捨） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり 
純 資 産 

 百万円 百万円 ％  円    銭

19年７月期第３四半期 1,679  944  56.2  36,990  92 

18年７月期第３四半期 －  －  －  －  － 

(参考)18年７月期 －  －  －  －  － 

(注)１．平成19年７月期第３四半期より四半期連結財務諸表の開示を行っていますので、平成18年７月期第３四半

期実績につきましては、記載しておりません。 

２．平成18年７月期においては連結決算を行なっておりませんので、平成18年７月期における各数値は記載し

ておりません。 

３．当社は、平成19年３月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況                     （百万円未満切捨） 

 営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年７月期第３四半期 244  △247  △84   415  

18年７月期第３四半期 －  －  －   －  

(参考)18年７月期 －  －  －   －  

(注)１．平成19年７月期第３四半期より四半期連結財務諸表の開示を行っていますので、平成18年７月期第３四半

期実績につきましては、記載しておりません。 

２．平成18年７月期においては連結決算を行なっておりませんので、平成18年７月期における各数値は記載し

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、前事業年度末と比較して87

百万円減少し、415百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は244百万円となりました。これは主に、事業の拡大に伴い、売上債権が397百万円増加

し、法人税等の支払額196百万円が発生したものの、税金等調整前第３四半期純利益が529百万円発生し、仕入債務

が238百万円増加したこと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247百万円となりました。これは主に、サイト買収に係る新規事業の取得による支出

135百万円、新規サービスのシステム開発等に係る無形固定資産の取得による支出38百万円、本社分室の開設等に伴

う有形固定資産の取得による支出26百万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） 

財務活動による資金の減少は84百万円となりました。これは、長期借入金の減少129百万円、短期借入金の増加45

百万円によるものであります。 

 
３．平成19年７月期の連結業績予想（平成18年８月１日 ～ 平成19年７月31日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円

通     期 5,088  789  800   435  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  17,045円45銭 

(注) １．上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいたものであり、実

際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

２．当社は、平成19年３月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しており、１株当たり予想

当期純利益（通期）は、株式分割後の株式数25,520株で算出しております。 
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［業績予想に関する定性的情報等］ 
Webコンサルティング事業及びインターネットメディア事業ともに、事業活動の状況は引続き順調であり、業績は

総じて計画どおりに推移しております。 
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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 

前期は連結子会社を有しておりませんでしたので、前第３四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末との対

比は行っておりません。 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年４月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金  415,468

２ 売掛金  786,995

３ たな卸資産  19,275

４ 前払費用  38,889

５ 繰延税金資産  13,092

６ その他  2,397

貸倒引当金  △1,165

流動資産合計  1,274,953 75.9

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産  

(1)建物  28,152

減価償却累計額  6,192 21,959

(2)工具器具及び備品  21,551

減価償却累計額  6,289 15,262

有形固定資産合計  37,221 2.2

２ 無形固定資産  

(1)ソフトウェア  66,049

(2)ソフトウェア仮勘定  6,904

(3)のれん  175,356

(4)その他  52

無形固定資産合計  248,362 14.8
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当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年４月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

３ 投資その他の資産  

(1)投資有価証券  22,300

(2)破産更生債権等  23,826

(3)繰延税金資産  3,140

(4)差入保証金  92,385

(5)その他  10

貸倒引当金  △23,052

投資その他の資産合計  118,610 7.1

固定資産合計  404,194 24.1

資産合計  1,679,147 100.0
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当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年４月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債  

１ 買掛金  390,887

２ 短期借入金  45,000

３ 未払金  68,228

４ 未払法人税等  170,593

５ 未払消費税等 ※１ 50,196

６ その他  10,233

流動負債合計  735,139 43.8

負債合計  735,139 43.8

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金  168,665 10.0

２ 資本剰余金  139,665 8.3

３ 利益剰余金  626,455 37.3

株主資本合計  934,785 55.6

Ⅱ 評価・換算差額等  

１ その他有価証券評価差
額金 

 9,222 0.6

評価・換算差額等合計  9,222 0.6

純資産合計  944,008 56.2

負債純資産合計  1,679,147 100.0
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（２）四半期連結損益計算書 

前期は連結子会社を有しておりませんでしたので、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度との対比は

行っておりません。 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  3,420,806 100.0

Ⅱ 売上原価  2,272,360 66.4

売上総利益  1,148,445 33.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  

１ 役員報酬  76,836

２ 給料手当  208,961

３ 採用教育費  51,324

４ 地代家賃  61,206

５ 貸倒引当金繰入額  4,029

６ その他  212,932 615,291 18.0

営業利益  533,153 15.6

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息  223

２ 為替差益  42

３ その他  168 434 0.0

Ⅴ 営業外費用  

１ 支払利息  2,578

２ 支払手数料  1,341

３ 創立費  595

４ その他  58 4,573 0.1

経常利益  529,015 15.5

税金等調整前第３四半
期純利益 

 529,015 15.5

法人税、住民税及び事
業税 

 243,358

法人税等調整額  △5,104 238,253 7.0

第３四半期純利益  290,761 8.5

  



8 8

（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

前期は連結子会社を有しておりませんでしたので、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度につきまし

ては、記載しておりません。 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日） 

株主資本 
評価・換算差額等 

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

評価・換

算差額等

合計 

純資産合計

平成18年８月１日残高

（千円） 
168,665 139,665 335,693 644,023 － － 644,023

第３四半期連結会計期間

中の変動額 
  

第３四半期純利益  290,761 290,761  290,761

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） 

 9,222 9,222 9,222

第３四半期連結会計期間

中の変動額合計（千円） 
 290,761 290,761 9,222 9,222 299,984

平成19年４月30日残高

（千円） 
168,665 139,665 626,455 934,785 9,222 9,222 944,008
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前期は連結子会社を有しておりませんでしたので、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度との対比は

行っておりません。 

  
当第３四半期連結会計期間
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日）

区分 
注記
番号

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３四半期純利益  529,015 

減価償却費  39,000 

貸倒引当金の増加額  4,029 

受取利息及び受取配当金  △223 

支払利息  2,578 

売上債権の増加額  △397,591 

たな卸資産の増加額  △12,431 

仕入債務の増加額  238,517 

未払消費税等の増加額  17,929 

その他  22,339 

小計  443,164 

利息及び配当金の受取額  223 

利息の支払額  △2,483 

法人税等の支払額  △196,582 

営業活動によるキャッシュ・フロー  244,322 

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  △26,149 

無形固定資産の取得による支出  △38,379 

新規事業の取得による支出  △135,968 

投資有価証券の取得による支出  △5,000 

保証金の支払による支出  △42,015 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △247,512 
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当第３四半期連結会計期間
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額  45,000 

長期借入金の返済による支出  △129,470 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △84,470 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △87,660 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  483,129 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物
の増加額 

 20,000 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末
残高 

※ 415,468 
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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 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数   １社 

連結子会社の名称 

株式会社キャリアージュ 

 

株式会社キャリアージュは当四半期連

結会計年度に設立し新たに子会社となっ

たため、当四半期連結会計年度より連結

の範囲に含めております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

非連結子会社及び関連会社が無いた

め、該当事項はありません。 

３．連結子会社の四半期決算

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 

 

 

有価証券 

・その他有価証券 

①時価のあるもの 

四半期連結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）に

よっております。 

②時価のないもの 

移動平均法による原価法によっ

ております。 

たな卸資産 

・商品 

移動平均法による原価法によって

おります。 

・仕掛品 

個別法による原価法によっており

ます。 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

(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 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通

りであります。 

建物       ３年～15年 

工具器具及び備品 ３年～５年 

②無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、ソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５

年以内)に基づく定額法を採用して

おります。 

 

(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。 

 

(4)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。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

については、全面時価評価法を採用して

おります。 

６．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資

金（現金及び現金同等

物）の範囲 

手許現金、随時引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。 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成19年４月30日） 

※１ 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未

払消費税等として表示しております。 

 

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。 

これらの契約に基づく当第３四半期連結会計期間末の

借入実行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額及び貸出     300,000千円 

コミットメントの総額 

借入実行残高           45,000千円 

差引額         255,000千円 

 

 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

－ 

 

 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日） 

１．発行済株式数の種類及び総数に関する事項 

 
当連結会計期間期

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） 
摘要 

発行済株式      

普通株式 12,760 12,760 － 25,520  

合計 12,760 12,760 － 25,520  

（注）普通株式の発行済株式総数の増加12,760株は、平成19年３月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式

分割したことによる増加であります。 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
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３．新株予約権に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

区分 内訳 
目的となる

株式の種類

当連結会

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 

当四半期連

結会計期間

末残高 

（百万円）

提出会社 
ストック・オプション

としての新株予約権 
普通株式 698 681 △21 1,358 －

（注）１．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。 

２．当第３四半期連結会計期間の増加は、株式分割に伴うものであります。 

３．当第３四半期連結会計期間の減少は、退職により権利を喪失したものであります。 

４．新株予約権を行使することができる期間は、到来しておりません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30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 

現金及び預金残高 415,468千円

 

現金及び現金同等物残高 415,468千円
 

 

 

 

 

（リース取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年４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３四半期連結会計期間末（平成19年４月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年４月30日） 

 
取得原価 

（千円） 

四半期連結貸

借対照表計上

額（千円） 

差額 

（千円） 

（1）株式 1,750 17,300 15,550

合計 1,750 17,300 15,550

 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年４月30日）  

 
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 
5,000 

 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日） 

  該当事項はありません。 

 

 

 

（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８月１日 至 平成19年４月30日） 

  該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年４月30日） 

 
Webｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

事業 
（千円） 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾒﾃﾞｨｱ
事業 

（千円） 
計（千円）

消去又は全
社（千円）

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 2,924,224 496,581 3,420,806 － 3,420,806 

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － 

計 2,924,224 496,581 3,420,806 － 3,420,806 

営業費用 2,167,424 534,995 2,702,420 185,232 2,887,652 

営業利益(又は営業損失) 756,799 △38,413 718,386 △185,232 533,153 

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主なサービス及び事業内容 

(1)Webコンサルティング事業・・・SEOコンサルティング、インターネット広告代理、付加サービス 

(2)インターネットメディア事業・・・アフィリエイト広告、クリック送客型広告及びインプレッショ

ン広告の販売、Eコマースによる商品の販売 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、経営管理、経理部門等

の管理部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年４月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間（自平成18年８月１日 至平成19年４月30日） 

本邦における売上高が、全売上高の合計額の90％を超えているため、海外売上高の記載を省略して

おります。 
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（企業結合等関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日） 

１ 企業結合の概要（営業譲受） 

 

営業譲渡企業の名称 株式会社タワーハウス 

取得した事業の内容 インターネット通販のサイト「e金庫本舗」等の運営事業 

企業結合を行った主な理由 EC事業を拡大するため 

企業結合日 平成18年12月１日 

企業結合の法的形式 当社による営業譲受 

結合後企業の名称 株式会社フルスピード 

 

（1）四半期連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

自 平成18年12月１日 至 平成19年４月30日 

 

(2）取得した事業の取得原価及びその内訳 

①取得した事業の取得原価   143,201千円 

②取得原価の内訳 

営業譲受費用   143,201千円 

現金で支出しております。 

 

(3）発生したのれんの金額等 

①のれんの金額        135,968千円 

②発生原因 

  今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。 

③償却方法及び償却期間 

  のれんの償却については、５年で均等償却しております。 

 

(4）企業結合日に受け入れられた資産及び負債の額並びにその主な内訳 

 流動資産  2,205千円 

 固定資産 141,700千円 

  資産計 143,906千円 

流動負債   704千円 

負債計   704千円 

 

(5）企業結合が四半期連結会計期間開始の日に完了したと仮定した場合の当第３四半期連結会計期間の四半

期連結損益計算書に及ぼす影響の概算額 

   売上高及び損益情報 

    

売上高             256,814千円 

   営業利益            △4,081千円 

   経常利益            △3,924千円 

   税金等調整前第３四半期純利益  △3,924千円 

   第３四半期純利益        △2,327千円 

   １株当たり第３四半期純利益    △91円21銭 

 

  （概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

   概算額の算定につきましては、当社の内部管理に使用している事業別四半期損益計算書より、四半期

連結会計期間開始の日に遡って按分し算出したものであります。なお、四半期連結損益計算書に及ぼす

影響の概算額については監査証明を受けておりません。 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

 

１株当たり純資産額 36,990円92銭 

１株当たり第３四半期純利益金
額 

11,393円48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、当社株式は非上場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。 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年４月30日） 

純資産の部の合計額（千円） 944,008 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ 

（うち少数株主持分） － 

普通株式に係る第３四半期連結会計期間末
の純資産額（千円） 

944,008 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式数（株） 
25,520 

２．１株当たり第３四半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。 

 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

第３四半期純利益（千円） 290,761 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 

普通株式に係る第３四半期純利益（千円） 290,761 

期中平均株式数（株） 25,520 

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３四半期純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

①平成18年３月６日の臨時株主総

会によって承認され、同年３月27

日に発行された旧商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規定による

新株予約権に基づく1,048株 

②平成18年７月３日の臨時株主総

会によって承認され、同年７月28

日に発行された会社法第236条、

第238条及び第239条の規定による

新株予約権に基づく310株 

 

３．当社は、平成19年３月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。平成19年７月

期第３四半期の１株当たり四半期純利益は、期首に当該分割が行われたものとみなして計算しておりま

す。 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

－ 
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平成19年７月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 
    平成19年６月28日 

上場会社名 株式会社フルスピード （コード番号：2159 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.fullspeed.co.jp/ ）   

問 合 せ 先        代表取締役     芳賀 麻奈穂 ＴＥＬ：(03)5728-4460      

   常務取締役管理部長 奥窪 二郎 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

    四半期財務諸表については、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」の別紙に定められている「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７月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年８月１日 ～ 平成19年４月30日） 
(1) 経営成績の進捗状況                          （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年７月期第３四半期 3,376   － 512   － 513   － 281   －

18年７月期第３四半期 －   － －   － －   － －   －

(参考)18年７月期 1,795    345    346     197    

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

19年７月期第３四半期 11,035  40 

18年７月期第３四半期 －  － 

(参考)18年７月期 16,385  63 

(注)１．平成19年７月期第３四半期より四半期財務諸表の開示を行っていますので、平成18年７月期第３四半期実績

につきましては、記載しておりません。 

２．当社は、平成19年３月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。平成19年７月期第

３四半期の１株当たり四半期純利益は、期首に当該分割が行われたものとみなして計算しております。 

 
(2) 財政状態の変動状況                          （百万円未満切捨） 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり 
純 資 産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭

19年７月期第３四半期 1,660  934  56.3  36,632  84 

18年７月期第３四半期 －  －  －  －  － 

(参考)18年７月期 1,132  644  56.9  50,472  10 

(注)１．平成19年７月期第３四半期より四半期財務諸表の開示を行っていますので、平成18年７月期第３四半期実績

につきましては記載しておりません。 

２．当社は、平成19年３月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。 

 
３．平成19年７月期の業績予想（平成18年８月１日 ～ 平成19年７月31日） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

通     期 5,020  751 769 425  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  16,653円61銭 
（注） 上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいたもので

あり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
 
 

（財）財務会計基準機構会員 

http://www.xxxxxxxxx.co.jp/�
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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７月期 － － － － － － 

19年７月期（実績） － － － － － － 

19年７月期（予想） － － － － － － 
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５ 四半期財務諸表等 

（１）四半期貸借対照表 

平成19年７月期第３四半期より四半期財務諸表の開示を行っていますので、前第３四半期会計期間末との対比

は行っておりません。 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成19年４月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年７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  393,802  483,129

２ 売掛金  774,823  389,403

３ 繰延税金資産  12,568  9,482

４ その他  60,274  48,006

貸倒引当金  △1,165  △590

流動資産合計  1,240,303 74.7  929,430 82.1

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1)建物  27,305 12,792 

減価償却累計額  5,923 21,381 2,165 10,627

(2)工具器具及び備品  21,140 10,248 

減価償却累計額  6,267 14,873 2,474 7,773

有形固定資産合計  36,254 2.2  18,400 1.6

２ 無形固定資産   

(1)ソフトウェア  65,931  7,265

(2)ソフトウェア仮勘定  6,904  35,811

(3)のれん  175,356  61,151

(4)その他  52  52

無形固定資産合計  248,244 14.9  104,281 9.2
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当第３四半期会計期間末 
（平成19年４月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年７月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

３ 投資その他の資産   

(1)投資有価証券  22,300  1,750

(2)関係会社株式  20,000  －

(3)関係会社新株式払込金  －  20,000

(4)破産更生債権等  23,826  20,091

(5)繰延税金資産  3,140  7,974

(6)差入保証金  89,568  50,379

(7)その他  10  －

貸倒引当金  △23,052  △19,597

投資その他の資産合計  135,793 8.2  80,598 7.1

固定資産合計  420,292 25.3  203,280 17.9

資産合計  1,660,596 100.0  1,132,710 100.0
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当第３四半期会計期間末 
（平成19年４月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年７月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  390,799  152,370

２ 短期借入金  45,000  －

３ 一年以内返済予定の長
期借入金 

 －  62,570

４ 未払法人税等  163,283  124,264

５ 未払消費税等 ※１ 48,978  32,266

６ その他  77,664  50,316

流動負債合計  725,726 43.7  421,786 37.2

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  －  66,900

固定負債合計  － －  66,900 5.9

負債合計  725,726 43.7  488,686 43.1
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当第３四半期会計期間末 
（平成19年４月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年７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  168,665 10.1  168,665 14.9

２ 資本剰余金   

(1)資本準備金  139,665 139,665 

資本剰余金合計  139,665 8.4  139,665 12.3

３ 利益剰余金   

(1)その他利益剰余金   

事業拡充積立金  40,000 40,000 

繰越利益剰余金  577,317 295,693 

利益剰余金合計  617,317 37.2  335,693 29.7

株主資本合計  925,647 55.7  644,023 56.9

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差
額金 

 9,222 0.6  － －

評価・換算差額等合計  9,222 0.6  － －

純資産合計  934,870 56.3  644,023 56.9

負債純資産合計  1,660,596 100.0  1,132,710 100.0
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（２）四半期損益計算書 

平成19年７月期第３四半期より四半期財務諸表の開示を行っていますので、前第３四半期会計期間との対比は

行っておりません。 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７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  3,376,676 100.0  1,795,034 100.0

Ⅱ 売上原価  2,265,604 67.1  1,046,148 58.3

売上総利益  1,111,071 32.9  748,885 41.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 役員報酬  70,554 59,739 

２ 給料手当  206,618 124,140 

３ 採用教育費  50,967 25,872 

４ 減価償却費  12,429 3,248 

５ 地代家賃  58,206 50,290 

６ 貸倒引当金繰入額  4,029 19,145 

７ その他  196,173 598,978 17.7 120,849 403,285 22.5

  営業利益  512,093 15.2  345,600 19.2

Ⅳ 営業外収益   

１ 事業売却益  － 5,000 

２ サイト賃貸収入  4,500 － 

３ その他  426 4,926 0.1 430 5,430 0.3

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  2,578 2,663 

２ 支払手数料  1,291 971 

３ 株式交付費  － 597 

４ その他  58 3,928 0.1 17 4,249 0.2

  経常利益  513,091 15.2  346,780 19.3

Ⅵ 特別損失   

１ 本社移転費用  － － － 15,088 15,088 0.8

税引前第３四半期 
（当期）純利益 

 513,091 15.2  331,692 18.5

法人税、住民税及び事業
税 

 236,048 148,295 

法人税等調整額  △4,580 231,468 6.9 △14,181 134,114 7.5

第３四半期（当期）純
利益 

 281,623 8.3  197,577 11.0
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日） 

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 

資本 

剰余金

合計 

事業拡充

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余

金合計 

株主資本

合計 

平成18年７月31日残高 

（千円） 
168,665 139,665 139,665 40,000 295,693 335,693 644,023

第３四半期会計期間中の変

動額 
  

第３四半期純利益  281,623 281,623 281,623

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） 

  

第３四半期会計期間中の変

動額合計（千円） 
 281,623 281,623 281,623

平成19年４月30日残高 

（千円） 
168,665 139,665 139,665 40,000 577,317 617,317 925,647

 

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18年７月31日残高 

（千円） 
－ － 644,023

第３四半期会計期間中の変

動額 
 

第３四半期純利益  281,623

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） 

9,222 9,222 9,222

第３四半期会計期間中の変

動額合計（千円） 
9,222 9,222 290,846

平成19年４月30日残高 

（千円） 
9,222 9,222 934,870
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前事業年度（自 平成17年８月１日  至 平成18年７月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

資本金 資本 

準備金

資本 

剰余金

合計 

事業 

拡充 

積立金

繰越 

利益 

剰余金

利益 

剰余金

合計 

株主 

資本 

合計 

純資産

合計 

平成17年７月31日残高 

（千円） 
29,000 － － 40,000 98,116 138,116 167,116 167,116

事業年度中の変動額    

新株の発行 139,665 139,665 139,665  279,330 279,330

当期純利益  197,577 197,577 197,577 197,577

事業年度中の変動額合計

（千円） 
139,665 139,665 139,665 197,577 197,577 476,907 476,907

平成18年７月31日残高 

（千円） 
168,665 139,665 139,665 40,000 295,693 335,693 644,023 644,023
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（４）四半期キャッシュ･フロー計算書 

当第３四半期会計期間は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、四半期キャッシュ・フ

ロー計算書は作成しておりません。 

  
前事業年度 

(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

区分 注記
番号 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税引前当期純利益  331,692

   減価償却費  3,248

   のれん償却額  8,400

   貸倒引当金の増加額  19,145

   受取利息および受取配当金  △1

   支払利息  2,663

   事業売却益  △5,000

   本社移転費用  15,088

   売上債権の増加額  △261,235

   たな卸資産の増加額  △6,135

   仕入債務の増加額  136,150

   未払消費税等の増加額  17,566

   その他  △21,856

小計  239,725

   利息および配当金の受取額  1

   利息の支払額  △2,369

   本社移転による支払額  △8,910

   法人税等の支払額  △69,394

  営業活動によるキャッシュ・フロー  159,052

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  △19,414

   無形固定資産の取得による支出  △37,241

   新規事業の取得による支出  △69,551

   新株式払込金の払込による支出  △20,000

   保証金の差入による支出  △50,379

   保証金の返金による収入  9,183

   事業売却による収入  5,000

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △182,403
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前事業年度 

(自 平成17年８月１日
至 平成18年７月31日)

区分 注記
番号 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   長期借入による収入  150,000

   長期借入金の返済による支出  △63,630

   新株の発行による収入  279,330

  財務活動によるキャッシュ・フロー  365,700

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  342,349

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  140,780

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 483,129
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（４）注記事項等 

重要な会計方針 

項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1)有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法に

よっております。 

(1)有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

－ 

 ②その他有価証券 

a．時価のあるもの 

第３四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）によっており

ます。 

b．時価のないもの 

移動平均法による原価法に

よっております。 

②その他有価証券 

a．時価のあるもの 

－ 

 

 

 

 

b．時価のないもの 

同左 

 (2)たな卸資産 

①商品 

移動平均法による原価法に

よっております。 

②仕掛品 

個別法による原価法によって

おります。 

(2)たな卸資産 

①商品 

同左 

 

②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 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通

りであります。 

建物       ３年～15年 

工具器具及び備品 ３年～５年 

(2)無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、ソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(５

年以内)に基づく定額法を採用して

おります。 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 



 32

 

項目 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日） 

４．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

－  手許現金、随時引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。 

(1)消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1)消費税等の会計処理 

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   
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会計処理の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

－ （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644,023千円

であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸

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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

－ 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当事業年度より、「ストック・オプション等に関する

会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当四半期会計年度から「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会平成15年10月31日）及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第7号）並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指

針第10号）を適用しております。 

 

－ 
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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４月30日） 

前事業年度の貸借対照表 
（平成18年７月31日） 

※１ 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未

払消費税等として表示しております。 

 

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。 

これらの契約に基づく当第３四半期会計期間末の借入

実行残高は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額及び貸出     300,000千円 

コミットメントの総額 

借入実行残高           45,000千円 

差引額         255,000千円 

 

－ 

 

 

 

（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８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度の損益計算書 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

減価償却実施額 

有形固定資産   7,550千円 

無形固定資産  31,157千円 

計       38,707千円 

－ 
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（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８月１日 至 平成19年４月30日） 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年８月１日  至 平成18年７月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 11,500 1,260 － 12,760 

（注）増加数の内訳は、次の通りであります。 

   平成17年９月30日付第三者割当増資による増加    640株 

   平成18年３月27日付第三者割当増資による増加     50株 

   平成18年７月28日付第三者割当増資による増加    570株 

 

２．自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる株 

式の種類 

前事業

年度末
増加 減少 

当事業 

年度末 

当事業年度末

残高 

（千円） 

平成18年第１回新株予約権 

（注）２、３ 

普通株式 － 535 2 533 －

平成18年第２回新株予約権 

（注）３ 

普通株式 － 165 － 165 －

合計 － － 700 2 698 －

（注）１．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しており

ます。 

２．当事業年度の減少は、退職により権利を喪失したものであります。 

   ３．新株予約権を行使することができる期間は、到来しておりません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

※ 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 

現金及び預金残高 483,129千円

 

現金及び現金同等物残高 483,129千円
 

 

 

 



 36

（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

 

（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間末（平成19年４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（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

１ 時価のある有価証券 

該当事項はありません。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 その他有価証券 

内容 
貸借対照表計上額 

（千円） 

非上場株式 1,750

 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

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） 

前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７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18年 第１回 

ストック・オプション 

平成18年 第２回 

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   ２名 

当社の監査役   １名 

当社の従業員   44名 

当社の従業員   66名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 535株 普通株式 165株 

付与日 平成18年３月27日 平成18年７月28日 

権利確定条件 付与日（平成18年３月27日）

以降、権利確定日（平成20年

４月１日）まで継続して勤務

していること。ただし、任期

満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場合及

び当社の取締役会が別途承認

した場合はこの限りではな

い。 

付与日（平成18年７月28日）

以降、権利確定日（平成20年

８月１日）まで継続して勤務

していること。ただし、任期

満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場合及

び当社の取締役会が別途承認

した場合はこの限りではな

い。 

対象勤務期間 自 平成18年３月27日 

至 平成20年４月１日 

自 平成18年７月28日 

至 平成20年８月１日 

権利行使期間 自 平成20年４月１日 

至 平成27年７月31日 

自 平成20年８月１日 

至 平成27年７月31日 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 

（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18年 第１回 

ストック・オプション 

平成18年 第２回 

ストック・オプション 

権利確定前        （株） 

前事業年度末 

付与 

失効 

権利確定 

未確定残 

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 

－

535

2

－

533

－

－

－

－

－

 

－ 

165 

－ 

－ 

165 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 
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②単価情報 

 平成18年 第１回 

ストック・オプション 

平成18年 第２回 

ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 157,000 300,000 

行使時平均株価      （円） － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － 0 

 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

公正な評価単価は、本源的価値によっております。 

 平成18年 第２回 

ストック・オプション 

株式の価値        （円） 300,000

行使価格         （円） 300,000

本源的価値        （円） 0

株式の評価技法     類似業種比準価額方式 

 

事業年度末における本源的価値の合計額     ０円 

 

 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

 

（企業結合等関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日） 

四半期連結財務諸表「注記事項」（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

 

１株当たり純資産額 36,632円84銭 

１株当たり第３四半期純利益
金額 

11,035円40銭 

  

 

１株当たり純資産額 50,472円10銭 

１株当たり当期純利益金額 16,385円63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、当社株式は非上場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、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握

できないため記載しておりません。 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 934,870 644,023 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ － 

普通株式に係る第３四半期会計期間末（期
末）の純資産額（千円） 

934,870 644,023 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式数（株） 
25,520 12,760 

２．１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。 

 
当第３四半期会計期間 

（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

第３四半期（当期）純利益（千円） 281,623 197,577 

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） 

281,623 197,577 

普通株式の期中平均株式数（株） 25,520 12,058 

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 

①平成18年３月６日の臨時株主総

会によって承認され、同年３月27

日に発行された旧商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規定による

新株予約権に基づく1,048株 

②平成18年７月３日の臨時株主総

会によって承認され、同年７月28

日に発行された会社法第236条、

第238条及び第239条の規定による

新株予約権に基づく310株 

同左 

３．当社は、平成19年３月４日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。平成19年７月

期第３四半期の１株当たり四半期純利益は、期首に当該分割が行われたものとみなして計算しておりま

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、以下の通りとなります。 

１株当たり純資産      25,236円05銭 

１株当たり当期純利益     8,192円81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、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 
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（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

－ １．当社は、平成18年６月21日開催の取締役会におい

て、次のとおり当社100％子会社を設立することを決議

いたしました。 

＜子会社の概要＞ 

（１）商号 

株式会社キャリアージュ 

（２）所在地 

東京都渋谷区道玄坂一丁目20番2号 

（３）設立年月日 

平成18年８月１日 

（４）事業の内容 

人材系サイトの開発・運営、広告代理業 

（５）資本金 

20,000千円 

（６）出資比率 

当社100％ 

（７）設立の目的 

人材関連サイトの開発、運営（当社が行っている

インターネットメディア事業のうち就職情報サイト

のカテゴリーを分離・独立させたものでありま

す。） 

 

２．当社は、平成18年８月22日付で、株式会社ハイス

ピードに対し、広告代金の請求訴訟（訴額18,102千円）

を東京地方裁判所に提起いたしました。なお、本債権に

つきましては、当事業年度において全額貸倒引当を行っ

ております。 

 

３．当社は、平成19年２月14日開催の取締役会決議に基

づき、次のとおり株式分割による新株式を発行いたして

おります。 

（１）平成19年３月４日をもって普通株式１株につき２

株に分割する。 

①分割により増加する株式数 

普通株式  12,760株 

②分割方法 

平成19年３月３日の 終の株主名簿に記載された

株主の所有株式を、１株につき２株の割合をもっ

て分割する。 
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当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

  (２）当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報及び当該

株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当

事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 

7,265円92銭 

 

１株当たり当期純利益

金額 

4,081円44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、潜在株

式が存在しないため記

載しておりません。 

１株当たり純資産額 

25,236円05銭 

 

１株当たり当期純利益

金額 

8,192円81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、潜在株

式が存在しないため記

載しておりません。 

 

４．当社は平成18年12月１日付にて下記営業譲受を行い

ました。 

（１）企業結合の概要（営業譲受） 

営業譲渡企業の名称    株式会社タワーハウス 

取得した事業の内容    インターネット通販のサイ

ト「e金庫本舗」等の運営

事業 

企業結合を行った主な理由 EC事業を拡大するため 

企業結合日        平成18年12月１日 

企業結合の法的形式    当社による営業譲受 

結合後企業の名称     株式会社フルスピード 

①取得した事業の取得原価及びその内訳 

・取得した事業の取得原価   143,201千円 

・取得原価の内訳       営業譲受費用 

               143,201千円 

               現金で支出しておりま

す。 

②発生したのれんの金額等 

・のれんの金額        135,968千円 

・発生原因          今後の事業展開によっ

て期待される将来の収

益力から発生したもの

であります。 

・償却方法及び償却期間    のれんの償却について

は、５年で均等償却し

ております。 
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当第３四半期会計期間 
（自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日） 

 ③企業結合日に受け入れられた資産及び負債の額並びに

その主な内訳 

流動資産    2,205千円 

固定資産   141,700千円 

 資産計   143,906千円 

流動負債     704千円 

負債計     704千円 

 

 


	（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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