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（百万円未満切捨て）  

１． 平成 20 年５月期第１四半期の業績（平成 19 年６月１日 ～ 平成 19 年８月 31 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   ％

20 年５月期第１四半期 257 9.6 11 △15.5 11 △3.4 6 △9.8

19 年５月期第１四半期 234 ― 13 ― 11 ― 6 ―

19 年５月期 961 23.8 46 7.2 30 △27.2 16 △47.5

 

 
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

20 年５月期第１四半期 1,389 22 ― ―

19年５月期第１四半期 2,414 67 ― ―

19 年５月期 4,234 11 4,187 94

 
(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

20 年５月期第１四半期 442 345 78.1 77,373 34

19 年５月期第１四半期 271 153 56.6 51,721 59

19 年５月期 449 341 76.0 76,476 52

 
(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

20 年５月期第１四半期 △35 △1 ― 206

19 年５月期第１四半期 △31 △3 0 80

19 年５月期 25 △32 133 242

 
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

19 年５月期 ― ― 0 00

20 年５月期  

20 年５月期（予想） ― ―
0 00

 
３．平成 20 年５月期の業績予想（平成 19 年６月１日 ～ 平成 20 年５月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 500 6.4 7 △69.1 6 △11.9 3 13.8 671 44

通     期 1,150 19.6 41 △11.3 40 33.1 20 24.0 4,476 28
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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) 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、福岡証券取引所の「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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ

ります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ

【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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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１四半期会計期間における我が国経済は、堅調な内需の拡大や、企業収益の改善に伴う設備投

資が増加するなど景気回復が継続しております。また、雇用環境においては、若年層の完全失業率も

低下し、企業の雇用意欲も高まっております。しかしながら、当社の属する情報サービス業界におき

ましては、全般的な民間企業の収益改善を受け、広範な分野・業種で設備投資の活性化の兆しがみら

れる中、ＩＴエンジニアの人材不足は続いており、企業のＩＴエンジニアに対する需要は拡大傾向に

あります。 

このような環境の中、当社では主力であるＳＥＳ事業を中心に、ＩＴエンジニア志望の未経験者の

獲得、ＩＴエンジニア育成のカリキュラム充実及び営業力の強化を行い、事業基盤の拡大に努めまし

た。 

以上の結果、当第１四半期会計期間における売上高は 257,286 千円、売上総利益 87,659 千円、営業

利益 11,313 千円、経常利益 11,348 千円、第１四半期純利益 6,207 千円となりました。 

 

事業部門別の状況は次のとおりであります。 

①ＳＥＳ事業 

 ＳＥＳ事業においては、前期末稼働者数 182 名から 187 名に微増しておりますが、資格取得をは

じめとしたＩＴエンジニアの価値向上を推進した結果により、一人当たりの売上高を増加すること

ができました。また、地元企業を中心に取引社数を 65 社に増加するとともに、首都圏の企業での取

引も始まる等、引き続き業容の拡大、収益性の向上に取り組んでおります。その結果売上高は 254,126

千円、売上総利益は 87,267 千円となりました。 

 

 ②ＳＩ事業 

 ＳＩ事業においては、九州地区で新規顧客の開拓を行い、新しい取引先から受注することができ

ました。また、首都圏への営業を強化し、ＳＩ案件の獲得に向けた動きを行っております。その結

果売上高は 2,282 千円、売上総利益は 212 千円となりました。 

 

③その他事業 

  その他事業においては、現在の事業規模及び今後の成長性を勘案して、平成 19 年６月をもってネ

ットワーク製品のサポート窓口業務から撤退いたしました。その結果売上高は 877 千円、売上総利

益は 179 千円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、206,004 千円と前期末

に比較し、36,565 千円減少しております。 

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

営業活動の結果使用した資金は 35,365 千円となりました。これは、税引前第１四半期純利益は

11,550 千円となりましたが、売上債権の増加 11,281 千円、たな卸資産の増加 7,671 千円等による資産
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の増加、未払費用の減少 30,355 千円、法人税等の支払 10,884 千円等による結果となっております。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 1,200 千円となりました。これは、固定資産取得による支出による

ものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動よる資金の増減はございません。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、当初予想通りに順調に推移しており、中間期及び通期の業績につきまして

は、平成 19 年７月 13 日に発表いたしました業績予想と変更はございません。 
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４．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 
  前第１四半期会計期間末 

（平成 18 年８月 31 日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 19 年８月 31 日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成 19 年５月 31 日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １．現金及び預金  80,812 206,004 242,569 

 ２．売掛金  130,560 146,893 135,611 

 ３．たな卸資産  12,571 14,826 7,154 

 ４．その他  19,432 27,809 15,574 

   貸倒引当金  △1,192 △1,027 △1,255 

  流動資産合計   242,185 89.3 394,506 89.2  399,654 88.9

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産 ※１ 8,211 3.0 6,637 1.5 7,067 1.6

 ２．無形固定資産  3,978 1.5 3,793 0.8 3,033 0.7

 ３．投資その他の資産    

 (1)投資有価証券  ― 23,600 25,800 

 (2)敷金及び保証金  13,741 13,930 13,708 

  (3)その他  3,119 37 195 

  投資その他の資産  16,861 6.2 37,568 8.5 39,704 8.8

  固定資産合計   29,052 10.7 47,999 10.8  49,804 11.1

 資産合計   271,237 100.0 442,505 100.0  449,459 100.0
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  前第１四半期会計期間末 

（平成 18 年８月 31 日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 19 年８月 31 日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成 19 年５月 31 日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 １．買掛金  7,294 4,521 5,805 

 ２．未払費用  28,369 25,885 56,240 

 ３．未払法人税等  12,010 14,903 13,833 

 ４．賞与引当金  14,411 20,766 ― 

 ５．その他 ※２ 24,838 30,724 31,882 

  流動負債合計   86,924 32.0 96,801 21.9  107,762 24.0

Ⅱ 固定負債    

  新株引受権付社債  30,600 ― ― 

  固定負債合計   30,600 11.3 ― ―  ― ―

 負債合計   117,524 43.3 96,801 21.9  107,762 24.0
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  前第１四半期会計期間末 

（平成 18 年８月 31 日） 

当第１四半期会計期間末 

（平成 19 年８月 31 日） 

前事業年度の要約貸借対照表

（平成 19 年５月 31 日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   86,325 31.8 175,825 39.7  175,825 39.1

 ２．資本剰余金    

   資本準備金  51,719 141,525 141,525 

  資本剰余金合計   51,719 19.1 141,525 32.0  141,525 31.5

 ３．利益剰余金    

  (1)利益準備金  40 40 40 

  (2)その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  15,321 30,778 24,571 

  利益剰余金合計   15,362 5.7 30,819 7.0  24,612 5.5

  株主資本合計   153,406 56.6 348,169 78.7  341,962 76.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券 

評価差額金 
 ― △2,465 △265 

  評価・換算差額等合計  ― ― △2,465 △0.6  △265 △0.1

Ⅲ 新株予約権    

   新株引受権  306 ― ― 

  新株予約権合計   306 0.1 ― ―  ― ―

 純資産合計   153,712 56.7 345,704 78.1  341,697 76.0

 負債純資産合計   271,237 100.0 442,505 100.0  449,459 100.0
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(2) 四半期損益計算書 
  前第１四半期会計期間 

（自 平成 18 年６月 １日 

至 平成 18 年８月 31 日）

当第１四半期会計期間 

（自 平成 19 年６月 １日 

  至 平成 19 年８月 31 日）

前事業年度の要約損益計算書

（自 平成 18 年６月 １日 

  至 平成 19 年５月 31 日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   234,669 100.0 257,286 100.0  961,289 100.0

Ⅱ 売上原価   157,031 66.9 169,626 65.9  632,043 65.8

   売上総利益   77,638 33.1 87,659 34.1  329,246 34.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   64,250 27.4 76,346 29.7  283,018 29.4

   営業利益   13,387 5.7 11,313 4.4  46,227 4.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  ― ― 35 0.0  42 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  1,641 0.7 ― ―  16,227 1.7

   経常利益   11,746 5.0 11,348 4.4  30,042 3.1

Ⅵ 特別利益 ※３  370 0.2 228 0.1  2,448 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４  133 0.1 27 0.0  848 0.1

   税引前第１四半期 

  （当期）純利益 
  11,983 5.1 11,550 4.5  31,642 3.3

   法人税、住民税及び 

   事業税 
 11,951 14,069 16,730 

   法人税等調整額  △6,849 5,101 2.2 △8,726 5,343 2.1 △1,219 15,510 1.6

   第１四半期（当期） 

   純利益 
  6,881 2.9 6,207 2.4  16,131 1.7
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

前第１四半期会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年８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 
項目 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本

合計 

平成18年５月31日残高 
（千円） 

79,325 44,665 44,665 40 8,439 8,480 132,470

第１四半期中の変動額    

新株の発行 7,000 7,000 7,000 ― ― ― 14,000

新株引受権の行使に伴う
新株引受権の振替 

― 54 54 ― ― ― 54

第１四半期純利益 ― ― ― ― 6,881 6,881 6,881

第１四半期中の変動額合計 
（千円） 

7,000 7,054 7,054 ― 6,881 6,881 20,935

平成18年８月31日残高 
（千円） 

86,325 51,719 51,719 40 15,321 15,362 153,406

 

新株予約権 

項目 
新株引受権 

新株予約権

合計 

純資産 

合計 

平成18年５月31日残高 
（千円） 

360 360 132,830

第１四半期中の変動額  

新株の発行 ― ― 14,000

新株引受権の行使に伴う
新株引受権の振替 

△54 △54 ―

第１四半期純利益 ― ― 6,881

第１四半期中の変動額合計 
（千円） 

△54 △54 20,881

平成18年８月31日残高 
（千円） 

306 306 153,712
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当第１四半期会計期間（自 平成 19 年６月１日 至 平成 19 年８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 
項目 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本

合計 

平成19年５月31日残高 
（千円） 

175,825 141,525 141,525 40 24,571 24,612 341,962

第１四半期中の変動額    

第１四半期純利益 ― ― ― ― 6,207 6,207 6,207

株主資本以外の項目の第
１四半期中の変動額 

― ― ― ― ― ― ―

第１四半期中の変動額合計 
（千円） 

― ― ― ― 6,207 6,207 6,207

平成19年８月31日残高 
（千円） 

175,825 141,525 141,525 40 30,778 30,819 348,169

 

評価・換算差額等 

項目 
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19年５月31日残高 
（千円） 

△265 △265 341,697

第１四半期中の変動額  

第１四半期純利益 ― ― 6,207

株主資本以外の項目の第
１四半期中の変動額 

△2,200 △2,200 △2,200

第１四半期中の変動額合計 
（千円） 

△2,200 △2,200 4,007

平成19年８月31日残高 
（千円） 

△2,465 △2,465 345,704
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成 18 年６月１日 至 平成 19 年５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 
項目 

資本金 
資本準備金

資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本

合計 

平成18年５月31日残高 
（千円） 

79,325 44,665 44,665 40 8,439 8,480 132,470

事業年度中の変動額    

新株の発行 96,500 96,500 96,500 ― ― ― 193,000

新株引受権の行使に伴う
新株引受権の振替 

― 360 360 ― ― ― 360

当期純利益 ― ― ― ― 16,131 16,131 16,131

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） 

― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

96,500 96,860 96,860 ― 16,131 16,131 209,491

平成19年５月31日残高 
（千円） 

175,825 141,525 141,525 40 24,571 24,612 341,962

 

評価・換算差額等 新株予約権 

項目 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等 

合計 

新株引受権
新株予約権

合計 

純資産 

合計 

平成18年５月31日残高 
（千円） 

― ― 360 360 132,830 

事業年度中の変動額   

新株の発行 ― ― ― ― 193,000 

新株引受権の行使に伴う
新株引受権の振替 

― ― △360 △360 ― 

当期純利益 ― ― ― ― 16,131 

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） 

△265 △265 ― ― △265 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△265 △265 △360 △360 208,866 

平成19年５月31日残高 
（千円） 

△265 △265 ― ― 341,697 
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ･フロー計算書
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５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 
  

  税引前第１四半期（当期）

  純利益 
 11,983 11,550 31,642

  減価償却費  930 847 3,955

貸倒引当金の減少額  △370 △228 △307

  賞与引当金の増加額  14,411 20,766 ―

  雑費  ― 314 491

  受取利息  ― △35 △42

  支払利息及び社債利息  293 ― 604

  新株発行費  789 ― ―

  株式交付費  ― ― 4,238

  株式公開関連費用  ― ― 11,327

  固定資産除却損  133 27 848

  売上債権の増加額  △8,754 △11,281 △13,804

  たな卸資産の減少（△増 

加）額 
 △4,453 △7,671 962

その他資産の増加額  △1,339 △3,913 △662

  仕入債務の減少額  △4,798 △1,283 △6,287

  未払費用の増加（△減少）

  額 
 △22,493 △30,355 5,608

  その他負債の増加（△減 

  少）額 
 △6,292 △3,272   5,322

   小計  △19,960 △24,536 43,897

  利息の受取額  ― 56 18

  利息の支払額  △58 ― △600

  法人税等の支払額  △11,793 △10,884 △17,698

 営業活動によるキャッシュ・

 フロー 
 △31,811 △35,365 25,616
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 

  
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ･フロー計算書
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５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 
 △3,541 ― △4,883

  無形固定資産の取得によ

る支出 
 ― △1,200 △1,889

  投資有価証券の取得によ

る支出 
 ― ― △26,065

 投資活動によるキャッシュ・

 フロー 
 △3,541 △1,200 △32,837

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

短期借入金の返済による 

支出 
 △826 ― △826

長期借入金の返済による 

支出 
 △6,787 ― △6,787

  株式の発行による収入  7,810 ― 152,761

株式公開関連費用の支払 

額 
 ― ― △11,327

 財務活動によるキャッシュ・

 フロー 
 197 ― 133,821

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

加（△減少）額 
 △35,156 △36,565 126,600

Ⅵ 現金及び現金同等物の期

首残高 
 115,969 242,569 115,969

Ⅶ 現金及び現金同等物の第

１四半期末（期末）残高 
※ 80,812 206,004 242,569
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(5) 注記事項 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日）

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日）

１．資産の評価基準及び評価 
方法 

(1)    ―  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)たな卸資産 
 ①仕掛品 
  個別法による原価法に
よっております。 

 ②貯蔵品 
  先入先出法による原価
法によっております。 

(1)有価証券 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 

第１四半期決算日の
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。 

(2)たな卸資産 
 ①仕掛品 
   同左 
  
 ②貯蔵品 
   同左 

(1) 有価証券 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 

決算日の市場価格等
に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入
法により処理し、売却
原価は移動平均法によ
り算定）を採用してお
ります。 

 (2)たな卸資産 
 ①仕掛品 
   同左 
  
 ②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 
 定率法によっております。
 なお、取得原価10万円以上
20万円未満の少額減価償却
資産については、費用処理し
ております。 
 
 
 
 
(2)ソフトウェア 
 自社利用のソフトウェア
については社内における利
用可能期間（５年）に基づく
定額法によっております。

(1)有形固定資産 
   同左 
 
 
 
 
なお、平成19年３月31日以前
に取得した有形固定資産に
ついては、旧定率法によって
おります。 
 (2)ソフトウェア 
   同左 

(1)有形固定資産 
   同左 
 
 
 
 
   同左 
 
 
 
(2)ソフトウェア 
   同左 

３．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 
 支出時に一括費用処理を
しております。     
(2)    ― 

(1)    ― 
   
 
(2)    ― 
   

(1)    ― 
   
 
(2)株式交付費 
支出時に全額費用として

処理しております。 
４．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、回収不能見込
額を計上しております。 
 ①一般債権 
  貸倒実績率法によって
おります。 

 ②貸倒懸念債権及び破産
更生債権 

  個別に回収可能性を勘
案して回収不能見込額を
計上しております。 

(2)賞与引当金 
 ６月から11月を支給対象
期間とする正社員の賞与の
支給制度が存在しているた
め、正社員に対する将来の賞
与の支給に備えて、支給見込
み額に基づき当第１四半期
負担額を計上しております。

(1)貸倒引当金 
   同左 
 
 
 ①一般債権 
   同左 
 
 ②貸倒懸念債権及び破産

更生債権 
   同左 
 
 
(2)賞与引当金 

６月から11月を支給対象
期間とする正社員の賞与の
支給制度が存在しているた
め、正社員に対する賞与の支
給に備えて、支給見込み額に
基づき当第１四半期負担額
を計上しております。 

(1)貸倒引当金 
   同左 
 
 
 ①一般債権 
   同左 
 
 ②貸倒懸念債権及び破産

更生債権 
   同左 
 
 
 (2)    ― 
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 

 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日）

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日）

５．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
に準じた会計処理法によっ
ております。 

同左 同左 

６．四半期キャッシュ・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
しか負わない取引日から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 

７．その他四半期財務諸表（財務 
諸表）作成のための基本とな
る重要な事項 

消費税等の会計処理 
  税抜方式によっており
ます。 

消費税等の会計処理 
同左 

消費税等の会計処理 
同左 

 

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１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31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。 
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

追加情報 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

― ― （スプレッド方式の公募増資による
新株式の発行） 
平成18年10月24日を払込期日とす

る公募増資（ブックビルディング方
式）による新株式の発行は、引受証券
会社が引受価額で買取引受を行い、こ
れを引受価額と異なる発行価格で一
般投資家に販売するスプレッド方式
によっております。 
スプレッド方式では、発行価格と引

受価額との差額11,200千円が事実上
の引受手数料であり、引受価額と同一
の発行価格で一般投資家に販売する
従来の方式であれば株式交付費とし
て処理されていたものであります。 
このため従来の方式によった場合

に比べ、株式交付費の額と資本金及び
資本準備金の合計額は、それぞれ
11,200千円少なく計上され、営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益は
同額多く計上され、当期純利益は
6,670千円多く計上されております。
 
（外形標準課税制度の適用） 
平成18年10月24日を払込期日とす

る公募増資を実施し、資本金が増加し
たことにより、当事業年度から外形標
準課税制度を適用しております。 
これに伴い、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」（企業会計基準委員会実
務対応報告第12号 平成16年２月13
日）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は

2,948千円増加し、営業利益、経常利
益及び税引前当期純利益は同額減少
し、当期純利益は1,319千円減少して
おります。 

 

注記事項 

  （四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成18年８月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年５月31日） 

※１ 有形固定資産の 
減価償却累計額 

6,287千円

  
※２ 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、流動負債の「そ
の他」として表示しておりま
す。 

 

※１ 有形固定資産の 
減価償却累計額 

7,315千円

  
※２ 同左 
 

※１ 有形固定資産の 
減価償却累計額 

7,368千円

  
※２ ― 
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

（四半期損益計算書関係）  

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

※１     ― 
  
  
※２ 営業外費用の主要項目 
 支払利息 28千円
 社債利息 265千円
 株式公開費用 500千円
 新株発行費 789千円
  
※３ 特別利益の項目 
 貸倒引当金戻入額 370千円
  
  
※４ 特別損失の項目  
 固定資産除却損 133千円
  
 ５ 減価償却実施額 
 有形固定資産 510千円
 無形固定資産 387千円
  
 

※１ 営業外収益の主要項目 
 受取利息 35千円
  
※２     ― 
 
  
  
  
  
※３ 特別利益の項目 
 貸倒引当金戻入額 228千円
  
  
※４ 特別損失の項目  
 固定資産除却損 27千円
  
 ５ 減価償却実施額 
 有形固定資産 402千円
 無形固定資産 440千円
  
 

※１ 営業外収益の主要項目 
 受取利息 42千円
  
※２ 営業外費用の主要項目 
 支払利息 192千円
 社債利息 411千円
 株式交付費 4,238千円
 株式公開関連費用 11,327千円
  
※３ 特別利益の項目 
 貸倒引当金戻入額 307千円
 保険積立金解約益 2,141千円
  
※４ 特別損失の項目  
 固定資産除却損 848千円
  
 ５ 減価償却実施額 
 有形固定資産 2,243千円
 無形固定資産 1,655千円
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第１四半期会計期間（自 平成 18 年６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に関する事項 

 前事業年度末 
株式数(株) 

当第１四半期会計期間
増加株式数(株) 

当第１四半期会計期間 
減少株式数(株) 

当第１四半期会計期間末
株式数(株) 

発行済株式   

普通株式 
（注） 

1,413 1,553 ― 2,966

合計 1,413 1,553 ― 2,966

(注) 普通株式の第１四半期増加株式数 1,553 株は、株式分割による増加 1,413 株、新株引受権の権

利行使に伴う新株発行による増加 54 株及び新株予約権の権利行使に伴う新株発行による増加

86 株であります。 

 

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。 

 

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） 

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

前事業 
年度末 

当第１四
半期会計
期間増加

当第１四
半期会計
期間減少 

当第１四
半期会計
期間末 

当第１四
半期会計
期間末残
高（千円）

平成12年12月 
新株引受権（注）１、２、３ 

普通株式 180 180 54 306 306

平成14年７月 
新株予約権（注）１、２、３ 

普通株式 100 100 4 196 ―提出会社 

ストック・オプションとしての
新株予約権 

― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― 306

（注）１ 平成 12 年 12 月新株引受権、平成 14 年７月新株予約権は行使可能であります。 

２ 平成 12年 12月新株引受権及び平成 14年７月新株予約権の当第１四半期会計期間の増加につ

いては、株式分割による増加であります。 

３ 平成 12 年 12 月新株引受権及び平成 14 年７月新株予約権の当第１四半期会計期間の減少は、

新株引受権及び新株予約権の行使によるものであります。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年６月 1日 至 平成 19 年８月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数(株) 

当第１四半期会計期間
増加株式数(株) 

当第１四半期会計期間 
減少株式数(株) 

当第１四半期会計期間末
株式数(株) 

発行済株式   

普通株式 4,468 ― ― 4,468

合計 4,468 ― ― 4,468

 

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。 

 

３．新株予約権及び自己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 

当第１四
半期会計
期間増加

当第１四
半期会計
期間減少 

当第１四
半期会計
期間末 

当第１四
半期会計
期間末残
高（千円）

平成14年新株予約権 
（自己新株予約権）（注） 

普通株式
― 

（―） 
― 

（2） 
― 

（―） 
― 

（2） 
― 

（―） 

区分 

ストック・オプションとしての
新株予約権 

― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ― 
― 

（―） 

（注）平成 14 年自己新株予約権の増加は、従業員の退職に伴い取得したものであります。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

前事業年度（自 平成 18 年６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に関する事項 

 前期末株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株) 

発行済株式   

普通株式（注） 1,413 3,055 ― 4,468

合計 1,413 3,055 ― 4,468

(注) 普通株式の当期増加株式数 3,055 株は、株式分割による増加 1,413 株、新株引受権の権利行使

に伴う新株発行による増加 360 株、公募増資に伴う新株発行による増加 1,000 株及び新株予約

権の権利行使に伴う新株発行による増加 282 株であります。 

 

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。 

 

３．新株予約権及び自己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） 

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

前事業 
年度末 

当事業年
度増加 

当事業年
度減少 

当事業 
年度末 

当事業年
度末残高
（千円）

平成12年12月 
新株引受権（注）１、２ 

普通株式 180 180 360 0 ― 

平成14年７月 
新株予約権（注）１、２ 

普通株式 100 100 200 0 ― 提出会社 

ストック・オプションとしての
新株予約権 

― ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ― ― 

（注）１ 平成 12 年 12 月新株引受権及び平成 14 年７月新株予約権の当事業年度の増加については、株

式分割による増加であります。 

２ 平成 12 年 12 月新株引受権及び平成 14 年７月新株予約権の当事業年度の減少は、新株引受権

及び新株予約権の行使によるものであります。 

 

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） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成18年８月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 

  至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年５月31日） 
※ 現金及び現金同等物の第１四半

期末残高と、現金及び預金勘定は一
致しております。 

※      同左 
 
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高
と、現金及び預金勘定は一致してお
ります。 
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

（リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成18年８月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 

  至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 

  至 平成19年５月31日） 
内容の重要性が乏しく、契約１件当

たりの金額が少額なリース取引のた
め、中間財務諸表等規則第５条の３に
おいて準用する財務諸表等規則第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  内容の重要性が乏しく、契約１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。 

 

（有価証券関係） 

前第１四半期会計期間末（平成 19 年８月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間末（平成 19 年８月 31 日） 

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） 

株式 26,065 23,600 △2,465
合計 26,065 23,600 △2,465

 

前事業年度（平成 19 年５月 31 日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの 

   

株式 26,065 25,800 △265
合計 26,065 25,800 △265

 

（デリバティブ取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

当社はデリバティブ取引を全く行
っておりませんので該当事項はあり
ません。 

同左 同左 
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

（ストック・オプション等関係） 

前第１四半期会計期間（自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

当第１四半期会計期間（自 平成 19 年６月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 

当第１四半期会計期間は付与等していないため、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

 
平成 14 年７月 

ストック・オプション 
平成 18 年５月 

ストック・オプション 
付与対象者の区分及び人数 当社の従業員      10名 当社の取締役       1名 
株式の種類別のストック・オプションの数 普通株式        20株 普通株式        800株 
付与日 平成14年７月31日 平成18年５月31日 
権利確定条件  権利行使時において当社ならび

に当社子会社の取締役、監査役及び
従業員の地位にあること。ただし、
当社ならびに当社子会社の取締役
及び監査役を任期満了により退任
した場合、当社取締役会において認
められる場合には、この限りではな
い。また、行使期間内に在任または
在職中死亡した場合は、相続人がこ
れを行使できるものとする。 

権利行使時において当社ならび
に当社子会社の取締役、監査役及び
従業員の地位にあること。ただし、
当社ならびに当社子会社の取締役
及び監査役を任期満了により退任
した場合、当社取締役会において認
められる場合には、この限りではな
い。 

対象勤務期間 ２年間 
（自 平成14年７月31日 
至 平成16年７月31日） 

３年１ヶ月間 
（自 平成18年５月31日 
至 平成21年６月30日） 

権利行使期間 権利確定後５年以内 権利確定後10年以内 

（注）平成18年７月16日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴いストック・オプション数は

分割後の数値によっております。 

 

(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います。 

① ストック・オプションの数 

 
平成 14 年７月 

ストック・オプション 
平成 18 年５月 

ストック・オプション 

権利確定前（株）     

前事業年度末 － 400 

付与 － － 

株式分割  － 400 

失効 － － 

権利確定 － － 

未確定残 － 800 

権利確定後（株）     

前事業年度末 100 － 

株式分割  100 － 

権利確定 － － 

権利行使 82 － 

失効 98 － 

未行使残 20 － 
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

② 単価情報 

 
平成 14 年７月 

ストック・オプション 
平成 18 年５月 

ストック・オプション 

権利行使価格（円） 100,000 100,000 

行使時平均株価（円）  － － 

単位当たりの本源的価値（付与日） 

（円） 
－ 0 

 （注）１ 平成18年７月16日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴い権利行使価格は分割

後の数値によっております。 

    ２ 行使時平均株価は、権利行使時において当社株式が非上場のため記載しておりません。 

  

２．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値の見積方法 

ストックオプションの付与時の本源的価値については、収益還元方式と時価純資産方式の折衷法により算

定した自社の株式評価額から行使価格を控除して算定しています。 

 ストック・オプションの当事業年度末における本源的価値については、当社株式の市場価格から行使価格を

控除して算定しています。 

 

３．ストック・オプションの当事業年度末における本源的価値の合計額    ０円 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しています。 

 

５．財務諸表への影響額 

当事業年度における財務諸表への影響はありません。 

 

（持分法損益等） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

該当事項はありません。 当社は関連会社がありませんので、
該当事項はありません。 

同左 
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

（１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

１株当たり純資産額 
51,721円 59銭 

１株当たり第１四半期純利益 
2,414円 67銭 

  
  
 
なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益については、新株引受
権及び新株予約権の残高はあります
が、当社株式は非上場であり、期中平
均株価が把握できませんので、記載し
ておりません。  
 
 
当社は平成18年７月16日付で株式

１株につき２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の
１株当たり情報については、以下のと
おりとなります。 

前事業年度 
１株当たり 
純資産額 

46,875円 59銭 

１株当たり 
当期純利益 

12,236円 13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、新株引受権
及び新株予約権の残高はあります
が、当社株式は非上場であり、期中
平均株価が把握できませんので、記
載しておりません。 
  

１株当たり純資産額 
77,373円 34銭

１株当たり第１四半期純利益 
1,389円 22銭

 
 
 
なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益については、新株予約
権の残高はありますが、希薄化効果を
有している潜在株式は存在しないた
め、記載しておりません。 

１株当たり純資産額 
76,476円 52銭

１株当たり当期純利益 
4,234円 11銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

4,187円 94銭
 
 
 
 
 
 
 
 
当社は、平成18年７月16日付で株式

１株につき２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の
１株当たり情報については、以下のと
おりとなります。 

前事業年度 
１株当たり 
純資産額 

46,875円 59銭

１株当たり 
当期純利益 

12,236円 13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、新株引受権
及び新株予約権の残高はあります
が、当社株式は非上場であり、期中
平均株価が把握できませんので、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。 

 前第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年８月31日） 

前事業年度末 
（平成19年５月31日） 

四半期貸借対照表（貸借対照表）の純
資産の部の合計額 （千円） 

153,712 345,704 341,697

普通株主に係る純資産額 （千円） 153,406 345,704 341,697

四半期貸借対照表（貸借対照表）の純
資産の部の合計額と１株当たり純資
産額の算定に用いられた普通株式に
係る第１四半期会計期間末（事業年度
末）の純資産額との差額 （千円） 

306 ― ―

（うち新株引受権） （306） （―） （―）

普通株式の発行済株式数 （株） 2,966 4,468 4,468

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数 （株） 

2,966 4,468 4,468
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

２ １株当たり第１四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たりの第１四半期（当期）純利益の

算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 前第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日
至 平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
 至 平成19年５月31日）

１株当たり第１四半期（当期）純利益

金額 
 

第１四半期（当期）純利益 （千円） 6,881 6,207 16,131

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る第１四半期（当期）純
利益（千円） 

6,881 6,207 16,131

期中平均株式数（株） 2,850 4,468 3,810

  

潜在株式調整後１株当たり第１四半
期（当期）純利益金額 

 

第１四半期（当期）純利益調整金額 
(千円) 

― ― ―

普通株式増加数（株） ― ― 42

（うち新株引受権） ― ― （1）

（うち新株予約権） ― ― （41）

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１四半期（当期）
純利益の算定に含めなかった潜在株
式の概要 

第２回無担保分離型新
株引受権付社債（新株引受
権の残高30,600千円）及び
新株予約権の数２種類508
個。 

新株予約権の数２種類
409個。 

 ―

 

（重要な後発事象） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

― ― ― 
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メディアファイブ㈱（3824）平成 20 年５月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(6) 事業部門別売上高 

 前第１四半期会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年６月１日 
至 平成19年８月31日）

前事業年度 
（自 平成18年６月１日 
 至 平成19年５月31日）

ＳＥＳ事業（千円） 228,673 254,126 929,448

ＳＩ事業 （千円） 3,965 2,282 23,315

その他事業（千円） 2,031 877 8,525
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