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１．平成19年９月期第３四半期の業績（平成18年10月１日　～　平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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９月期第３四半期 1,568 40.0 424 7.5 425 15.2 241 16.8

18年９月期第３四半期 1,120 － 394 － 369 － 206 －

（参考）18年９月期 1,554  496  470  261  

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９月期第３四半期 4,434 36 4,356 46

18年９月期第３四半期 3,870 65 3,793 87

（参考）18年９月期 4,881 19 4,786 13

(2）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月期第３四半期 1,852 1,358 73.3 24,969 49

18年９月期第３四半期 1,745 1,116 64.0 20,521 98

（参考）18年９月期 1,698 1,171 69.0 21,536 73

(3）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

19年９月期第３四半期 185 △34 △53 1,402

18年９月期第３四半期 65 △60 411 1,261

（参考）18年９月期 143 △94 411 1,304

２．配当の状況

 1株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年９月期 0 00 1,000 00 1,000 00

19年９月期（実績） 0 00 －

19年９月期（予想） － 1,100 00 1,100 00

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

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利
益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,800 15.8 500 0.8 500 6.2 282 7.7 5,183 06
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４．その他

(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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、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。

なお、上記予想に関する事項は4ページを参照して下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

 当第3四半期会計期間の売上高は1,568百万円（前年同期比40.0％増）、営業利益は424百万円（前年同期比7.5％増）、

経常利益は425百万円（前年同期比15.2％増）、第3四半期純利益は241百万円（前年同期比16.8％増）となりました。事

業部門別の概況及び販売実績は以下の通りであります。

 ＜事業部門別概況＞

 ①　ゲームソフト開発事業

 　ゲームソフト開発事業においては、人気テレビアニメやコミックのアクションゲームの開発を推進いたしました。

「Wii」向けタイトルの「ドラゴンクエストソード仮面の女王と鏡の塔」（株式会社スクウェア・エニックスより受託）を

含む１２タイトルの開発業務が完了し、ゲームソフト開発事業の当第3四半期会計期間の売上高は1,441百万円となりまし

た。

 ②　モバイルコンテンツ開発事業

 　モバイルコンテンツ開発事業においては、当第3四半期会計期間売上高は121百万円となりました。

 ③　その他事業

 　その他事業においては、当第3四半期会計期間売上高は5百万円となりました。

 

  ＜事業部門別販売実績＞

事業部門別
前第３四半期会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

ゲームソフト開発事業（千円） 1,000,935 1,441,686 1,394,707

モバイルコンテンツ開発事業（千

円）
108,374 121,277 148,560

その他事業（千円） 11,350 5,820 11,350

合計（千円） 1,120,659 1,568,783 1,554,618

 (注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

      ２．主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第３四半期会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

金額
（千円）

割合（％）
金額

（千円）
割合（％）

金額
（千円）

割合（％）

株式会社スクウェア・エニッ

クス
※１ ※１ 235,000 15.0 ※３ ※３

株式会社タカラトミー 313,097 27.9 234,030 14.9 339,196 21.8

任天堂株式会社 202,723 18.1 185,383 11.8 359,691 23.1

山佐株式会社 ※１ ※１ 170,000 10.8 ※３ ※３

株式会社バンダイナムコゲー

ムス
121,128 10.8  ※２  ※２  　※３  　※３

株式会社ソニー・コンピュー

タエンタテインメント
283,981 25.3 　　※２  　※２ 284,382 18.3

                ※１  前第３四半期会計期間の総販売実績に対する割合が10％未満であるため、記載しておりません。

                ※２　当第３四半期会計期間の総販売実績に対する割合が10％未満であるため、記載しておりません。

 　　　　　　　 ※３　前事業年度の総販売実績に対する割合が10％未満であるため、記載しておりません。
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２．財政状態に関する定性的情報

　当第3四半期末における総資産は、平成18年９月期末に比べ153百万円増加し、1,852百万円となりました。また、株主

資本は186百万円増加し、1,358百万円となりました。これらの結果、自己資本比率は、73.3％となりました。

　現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の状況は、前期末に比べ97百万円増加し、当第3四半期末には1,402百

万円となりました。当第3四半期会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

 （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獲得した資金は、185百万円となりました。資金減少要因として法人税

等の支払額229百万円や前受金の減少66百万円等がありましたが、税引前第3四半期純利益426百万円等が資金増加要因と

して寄与したものです。

 （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支出した資金は、34百万円となりました。これは主として投資有価証券

の取得20百万円、関係会社株式の取得25百万円等によるものです。

 （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支出した資金は、53百万円となりました。これは第14期期末配当金の支

払いによるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

  業績予想のうち売上高は1,800百万円、経常利益は500百万円、当期純利益は282百万円と予想しております。当社の主

力事業であるゲームソフト開発事業については、開発の進捗は順調であり、今後も、拡大が見込めるアニメキャラクター

のアクションゲームを中心に、ゲームユーザーの求めるエンターテイメント性を高めたゲームソフトを開発してまいり

ます。モバイルコンテンツ開発事業においては、新規コンテンツの投入や既存コンテンツの見直しを行い、会員数・ダ

ウンロード数の増加を図ってまいります。その他事業においては、自社キャラクター商品の販売を推進し、総合コンテ

ンツ企業として業績の拡大を図って参ります。

  当第3四半期会計期間における業績としては、概ね計画通りであり、通期においても概ね当初の予想通りであるため、

業績予想について修正はありません。

　なお、業績予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報に基づき当社にて判断したものであります。予想に

は様々な不確定要素が内在しており、実際の業績等は環境の変化等により、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６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 1,261,463 1,402,329 1,304,402

２．売掛金 93,517 78,043 42,058

３．たな卸資産 235,583 189,051 194,351

４．繰延税金資産 7,271 10,256 10,256

５．その他 26,199 12,804 25,288

流動資産合計 1,624,034 93.0 1,692,485 91.4 1,576,357 92.8

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１ 49,667  39,720  46,892  

(2）無形固定資産 1,854  5,751  5,199  

(3）投資その他の資産 70,220  114,440  70,260  

固定資産合計 121,741 7.0 159,913 8.6 122,351 7.2

資産合計 1,745,776 100.0 1,852,398 100.0 1,698,709 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 17,213 48,377 17,252

２．未払金 92,990 － 31,531

３．未払法人税等 81,358 84,051 131,616

４．前受金 347,025 222,750 288,750

５．賞与引当金 50,399 49,258 －

６．その他 ※２ 40,230 89,420 57,788

流動負債合計 629,216 36.0 493,858 26.7 526,939 31.0

負債合計 629,216 36.0 493,858 26.7 526,939 31.0
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前第３四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

 Ⅰ　資本金  200,059 11.5 － － － －

 Ⅱ　資本剰余金

 　１．資本準備金 261,309 － －

 　　資本剰余金合計 261,309 15.0 － － － －

 Ⅲ　利益剰余金

 　１．第３四半期未処分
 　　　利益

655,191 － －

 　　利益剰余金合計 655,191 37.5 － － － －

 　　資本合計 1,116,560 64.0 － － － －

 　　負債資本合計 1,745,776 100.0 － － － －

 

 （純資産の部）

Ⅰ　株主資本       

１．資本金 － － 200,059 10.8 200,059 11.8

２．資本剰余金

(1)資本準備金 － 261,309 261,309

資本剰余金合計 － － 261,309 14.1 261,309 15.4

３．利益剰余金

(1)その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 － 897,259 710,402

利益剰余金合計 － － 897,259 48.4 710,402 41.8

株主資本合計 － － 1,358,627 73.3 1,171,770 69.0

Ⅱ　評価・換算差額等       

その他有価証券評価差
額金

－ － △87 △0.0 － －

評価・換算差額等
合計

－ － △87 △0.0 － －

純資産合計 － － 1,358,540 73.3 1,171,770 69.0

負債純資産合計 － － 1,852,398 100.0 1,698,709 100.0
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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10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 1,120,659 100.0 1,568,783 100.0 1,554,618 100.0

Ⅱ　売上原価 330,024 29.5 818,379 52.2 530,977 34.2

売上総利益 790,635 70.5 750,403 47.8 1,023,640 65.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 395,816 35.3 325,867 20.8 527,404 33.9

営業利益 394,818 35.2 424,535 27.0 496,236 31.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 212 0.0 803 0.1 242 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 25,653 2.3 － － 25,653 1.7

経常利益 369,377 32.9 425,339 27.1 470,824 30.3

Ⅵ　特別利益 ※３ 314 0.0 1,000 0.1 314 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 4,783 0.4 － － 4,798 0.3

税引前第３四半期
（当期）純利益

364,908 32.5 426,339 27.2 466,340 30.0

法人税、住民税及び
事業税

※５ 158,370 185,074 207,743

法人税等調整額 － 158,370 14.1 － 185,074 11.8 △3,152 204,591 13.2

第３四半期（当期）
純利益

206,538 18.4 241,264 15.4 261,748 16.8

前期繰越利益 448,653 － －

第３四半期未処分利
益

655,191 － －
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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10月１日　至平成19年６月30日）

 （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
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９月30日残高 200,059 261,309 261,309 710,402 710,402 1,171,770

第３四半期会計期間中の変動額       

剰余金の配当    △54,408 △54,408 △54,408

第３四半期純利益    241,264 241,264 241,264

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 ー ー ー 186,856 186,856 186,856

平成19年６月30日残高 200,059 261,309 261,309 897,259 897,259 1,358,627

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券

評価差額金 
 
 

評価・換算差額
等合計

平成18年９月30日残高 ー ー 1,171,770

第３四半期会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △54,408

第３四半期純利益   241,264

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）
△87 △87 △87

第３四半期会計期間中の変動額合計 △87 △87 186,769

平成19年６月30日残高 △87 △87 1,358,540

 　 前事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

 （単位：千円）

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9月30日残高 30,059 5,809 5,809 448,653 448,653 484,521 484,521

事業年度中の変動額        

　新株の発行 170,000 255,500 255,500   425,500 425,500

　当期純利益    261,748 261,748 261,748 261,748

事業年度中の変動額合計 170,000 255,500 255,500 261,748 261,748 687,248 687,248

平成18年９月30日残高 200,059 261,309 261,309 710,402 710,402 1,171,770 1,171,770
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６月30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10月１日

至　平成18年９月30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

税引前第３四半期（当期）純利益 364,908 426,339 466,340

減価償却費 4,135 8,929 7,183

賞与引当金の増減額（減少：△） 50,399 49,258 －

受取利息及び受取配当金 △0 △349 △0

新株発行費 13,955 － －

株式交付費 － － 13,955

固定資産売却益 △314 － △314

固定資産売却損 2,671 － 2,671

固定資産除却損 2,112 － 2,127

投資有価証券売却益 － △1,000 －

売上債権の増減額（増加：△） △24,298 △35,984 27,160

たな卸資産の増減額（増加：△） △131,623 5,299 △90,391

仕入債務の増減額（減少：△） △16,142 31,125 △16,103

前払金の増減額（増加：△） 6,504 1,365 7,822

前受金の増減額（減少：△） △14,175 △66,000 △72,450

未払金の増減額（減少：△） △16,506 △7,706 △44,471

未払消費税等の増減額（減少：△） 1,153 7,921 5,683

その他 545 △3,867 11,823

小計 243,326 415,331 321,036

利息及び配当金の受取額 0 349 0

法人税等の支払額 △177,745 △229,976 △177,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 65,581 185,705 143,291
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前第３四半期会計期間

（自　平成17年10月１日

至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成19年６月30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10月１日

至　平成18年９月30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 △16,841 △223 △50,600

有形固定資産の売却による収入 11,400 － 11,400

無形固定資産の取得による支出 △645 △2,352 △4,013

投資有価証券の取得による支出 － △20,630 －

投資有価証券の売却による収入 － 2,000 －

関係会社株式の取得による支出 － △25,000 －

敷金保証金の差入による支出 △53,417 － △53,417

敷金保証金の返還による収入 － 12,000 －

その他 △603 79 1,753

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,107 △34,126 △94,878

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 411,544 － 411,544

配当金の支払額 － △53,652 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 411,544 △53,652 411,544

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（減少：△） 417,018 97,926 459,957

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 844,444 1,304,402 844,444

Ⅶ　現金及び現金同等物の第３四半期末（期

末）残高
※１ 1,261,463 1,402,329 1,304,402
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(5）注記事項等

　　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10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．資産の評価基準及び

評価方法

(1）有価証券

①　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

全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

(1）有価証券

①　関連会社株式

 移動平均法による原価法を採

用しております。

②　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）を採用しておりま

す。　　　

(1）有価証券

①　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）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

　　　同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

①　仕掛品

　個別法による原価法を採用

しております。

(2）たな卸資産

①　仕掛品

　　　　同左

(2）たな卸資産

①　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（ただし、建物につ

いては定額法）を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、建物につ

いては定額法）を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、建物につ

いては定額法）を採用してお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物 ６～15年

工具器具備品 ４～15年

建物 ６～15年

工具器具備品 ４～15年

建物 ６～15年

工具器具備品 ４～15年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しておりま

す。

　なお、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

基づいております。

(2）無形固定資産

　　　　　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。

　なお、当第１四半期会計期

間末においては、計上はあり

ません。

(1）貸倒引当金

　　　　　同左

(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。

　なお、当事業年度末におい

ては、計上はありません。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備え

るため、支給見込額に基づき

計上しております。

(2）賞与引当金

　　　　　同左

(2）賞与引当金

 　　　　─────
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

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 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、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

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方法

　消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理方法

　　　　　　　同左

消費税等の会計処理方法

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10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成14年８月９日）及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平成

15年10月31日）が平成17年４月１日以

降に適用されたことに伴い、当第３四

半期会計期間から同会計基準及び同適

用指針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。

 ────── （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））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。

（役員賞与に関する会計基準）

  当第３四半期会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準

第4号　平成17年11月29日 ）を適用し

ております。これによる損益に与える

影響はありません。

 ────── （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度から、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　

平成17年11月29日 企業会計基準第4

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。

 　　　　　──────

 

 

　　────── （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

業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基

準適用指針第８号）を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は、1,171,770千円であります。 

　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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前第３四半期会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 　　　　　──────

 

 

　──────   （繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い）

　当事業年度から「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）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。

前事業年度において、営業外費用の内

訳として表示していた「新株発行費」

は、当事業年度より「株式交付費」と

して表示する方法に変更しておりま

す。

前事業年度において、営業活動による

キャッシュ・フローの内訳として表示

していた「新株発行費」は、当事業年

度より「株式交付費」として表示する

方法に変更しております。

表示方法の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

 ──────

 

（四半期貸借対照表）

　前第３四半期まで区分掲記していた「未払金」（当第３

四半期会計期間末の残高は23,559千円）は、当第３四半期

会計期間末において負債及び純資産の合計額の100分の５

以下となりましたので、流動負債の「その他」に含めて表

示することとしました。

追加情報

前第３四半期会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴い、

当第３四半期会計期間から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日　企業会計基

準委員会　実務対応報告第12号）に従

い、法人事業税の付加価値割及び資本

割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。この結果、販売

費及び一般管理費が4,627千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前四半期

純利益が4,627千円減少しております。

 　　　　　──────   「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成15

年3月31日に公布され、平成16年4月1

日以降に開始する事業年度より外形標

準課税制度が導入されたことに伴い、

当事業年度から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」（平成

16年2月13日　企業会計基準委員会　

実務対応報告第12号）に従い、法人事

業税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上して

おります。この結果、販売費及び一般

管理費が5,512千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益が5,512

千円減少しております。　
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（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６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　 　　　　　　12,020千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　21,891千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　14,496千円

※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　消費税等の取扱い

同左

※２　　　 ──────

（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10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外費用のうち主要なもの

受取利息 0千円 受取利息 3千円

受取配当金 345千円

受取報奨金 190千円

受取利息 0千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

新株発行費 13,955千円

上場関連費用 11,698千円

  ────── 株式交付費 13,955千円

上場関連費用 11,698千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

車両売却益 314千円 投資有価証券売却益 1,000千円 車両売却益 314千円

 ※4　特別損失のうち主要なもの  ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

車両売却損 2,671千円

建物除却損 1,998千円

 ────── 車両売却損 2,671千円

固定資産除却損 2,127千円

※５　税効果会計

　税効果会計の適用に当たり「簡

便法」を採用しておりますので、

法人税等調整額を含めた金額で、

一括掲記しております。

※５　税効果会計

　　　　　同左

※５　　　 ──────

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

有形固定資産 3,563千円

無形固定資産 572千円

有形固定資産 7,395千円

無形固定資産 1,534千円

有形固定資産 6,323千円

無形固定資産 859千円
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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10月１日　至　平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当第３四半期会計期
間増加株式数（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数（株）

当第３四半期会計期
間末株式数（株）

発行済株式

普通株式 54,408 － － 54,408

合計 54,408 － － 54,408

自己株式    －

 普通株式 －  －  －  －

 合計  －  －  －  －

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

         該当事項はありません。

３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月22日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 54,408 1,000 平成18年９月30日 平成18年12月25日

 （２）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間後となるもの

 　　　　該当事項はありません。

 

㈱エイティング　 3785 　平成 19 年９月期　第３四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 16 －



 前事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

摘要

発行済株式

普通株式 50,408 4,000 　－ 54,408 (注)1.2.

合計 50,408 4,000  － 54,408  

自己株式

普通株式  －  －   －   －  

合計   －  －  －  －  

（変動事由の概要）

　（注）１．平成17年11月４日及び平成17年11月17日開催の取締役会決議に基づき、平成17年12月６日を払込期日とした

            新株発行（ブックビルディング方式による有償一般募集）により普通株式3,000株が増加しております。

 　　　 ２．平成17年11月４日及び平成17年11月17日開催の取締役会決議に基づき、平成17年12月28日を払込期日とした

            第三者割当増資（オーバーアロットメント分/割当先：日興シティグループ証券）により普通株式1,000株

            が増加しております。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

           該当事項はありません。

３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

           該当事項はありません。

 （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当原資
配当金の総額

（千円）
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月22日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 54,408 1,000 平成18年９月30日 平成18年12月25日
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１　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

※１　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

※１　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

（平成18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18年９月30日現在）

現金及び預金

勘定 1,261,463千円

現金及び現金

同等物 1,261,463千円

現金及び預金

勘定 1,402,329千円

現金及び現金

同等物 1,402,329千円

現金及び預金

勘定 1,304,402千円

現金及び現金

同等物 1,304,402千円

（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　内容の重要性が乏しく、契約一件当

たりの金額が少額なリース取引のため

財務諸表等規則第８条の６第６項の規

定により記載を省略しております。

　同左 同左
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（有価証券関係）

前第３四半期会計期間末（平成18年６月30日）

   １．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期貸借対照表計上額（千円）

（１）その他有価証券

 　　　非上場株式

 

1,000

 

当第３四半期会計期間末（平成19年６月30日）

 １．その他有価証券で時価のあるもの

 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 －  － －

②債券  －  － －

③その他 19,824 19,677 △147

 合計 19,824 19,677 △147

 

前事業年度末（平成18年９月30日）

  １．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

（１）その他有価証券

 　　　非上場株式

 

1,000

 

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期会計期間（自平成17年10月１日至平成18年６月30日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、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10月１日至平成19年６月30日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自平成17年10月１日至平成18年９月30日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

前第３四半期会計期間（自平成17年10月１日至平成18年６月30日）

　当社は関連会社を有しておりませんので、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10月１日至平成19年６月30日）

　関連会社の重要性が乏しいため記載を省略しております。

前事業年度（自平成17年10月１日至平成18年９月30日）

　当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前第３四半期会計期間（自平成17年10月１日至平成18年６月30日）

　前第３四半期会計期間において付与したストック・オプションはありません。

当第３四半期会計期間（自平成18年10月１日至平成19年６月30日）

  当第３四半期会計期間において付与したストック・オプションはありません。

前事業年度（自平成17年10月１日至平成18年９月30日）

　前事業年度において付与したストック・オプションはありません。
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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10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 20,521.98円

１株当たり第３四半期純

利益金額
3,870.65円

潜在株式調整後１株当た

り第３四半期純利益金額
3,793.87円

１株当たり純資産額 24,969.49円

１株当たり第３四半期純

利益金額
4,434.36円

潜在株式調整後１株当た

り第３四半期純利益金額
4,356.46円

１株当たり純資産額 21,536.73円

１株当たり当期純利益金

額
4,881.19円

 潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
4,786.13円

   （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。

前第３四半期会計期間末
（平成18年６月30日)

当第３四半期会計期間末
（平成19年６月30日)

前事業年度末
（平成18年９月30日)

純資産の部の合計額（千円） － 1,358,540 －

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）
－ 1,358,540 －

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた第３四半期会計期間末（期末）

の普通株式の数（株）

－ 54,408 －

　　　　 ２.１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10月１日
至　平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり第３四半期（当期）純

利益金額

第３四半期（当期）純利益（千

円）
206,538 241,264 261,748

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）
206,538 241,264 261,748

期中平均株式数（株） 53,360 54,408 53,624

 

潜在株式調整後１株当たり第３四

半期（当期）純利益金額

第３四半期（当期）純利益調整

額（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） 1,080 973 1,065

（うち、新株予約権（株）） (1,080) (973) (1,065)

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）純利益金額の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要

　　－ 　　　　　　　　－    －

（重要な後発事象）

 　　　　　該当事項はありません。
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