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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 1,287 8.0 △116 － △116 － △107 －

19年５月期第１四半期 1,191 － 20 － 17 － 32 －

19年５月期 5,271 － △13 － △47 － △82 －

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 △3,676 53 － －

19年５月期第１四半期 1,176 13 － －

19年５月期 △2,920 62 － －

(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 2,137 1,139 53.3 40,369 14

19年５月期第１四半期 1,865 865 46.4 31,796 7

19年５月期 2,198 1,292 58.8 43,717 96

(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 △280 △7 21 732

19年５月期第１四半期 △85 △0 △41 920

19年５月期 △168 △147 266 997

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 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 3,001 15.2 △39 － △43 － △47 － △1,600 66

通期 6,518 23.7 100 － 87 － 79 － 2,681 47
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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した業績予想数値は、現時点で当社が入手可能な情報に基づき判断したものであり、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今後様々な要因により上記予想数値と異なる可能性があります。

上記予想に関する定性的事項については、【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報　をご参

照ください。
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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

　当社の属するインターネット・ビジネス関連の市場環境につきましては、FTTH（光ファイバーによる家庭向けのデー

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

き拡大基調にあります。また、インターネット広告市場が前年比29％増の3,630億円（電通発表）、Webインテグレーショ

ン市場も前年比29%増の700億円（ミック経済研究所発表）と引き続き高い成長を遂げております。

　このような環境の中、当社は質的優位性の確立による拡大をビジョンとし、経営判断・意思決定の迅速化を目的とし

た本部制の導入などにより、前事業年度後半から落ち込んでいる業績の回復に努めてまいりました。その結果、当第１

四半期会計期間の売上高は、ウェブインテグレーションの堅調な伸びと、デジタルコミュニケーションの前事業年度後

半の落ち込みからの回復などにより、1,287百万円（前年同期比８％増）となりました。ウェブインテグレーションおよ

びデジタルコミュニケーションの第１四半期時点の顧客数は前年同期比25%増の188社と拡大し、特に取引額10百万円以

上の顧客数が前年比57%増の36社と顧客開拓は順調に進んでおります。

　一方、利益面については、サービス開発において、自社モバイルメディアや前事業年度に立ち上げた広告主独自のア

フィリエイトネットワーク構築・運用サービス「メンバーズＭリンク」の売上が不振であったこと、ならびに利益率の

高いウェブインテグレーションで大口案件の翌四半期への納期ずれがあったことなどにより、営業損失116百万円（前年

同期は20百万円の営業利益）、経常損失116百万円（前年同期は17百万円の経常利益）、四半期純損失107百万円（前年

同期は32百万円の四半期純利益）となりました。

 

　なお、上述の本部制の導入に伴い、当事業年度より以下の通り開示区分を変更しております。

新開示区分 サービス内容 旧開示区分

 ウェブインテグレーション
　Webサイトの構築・運用、その他関連

  する業務

  デジタルマーケティング事業

  メディア＆ツール事業

 デジタルコミュニケーション
  インターネット広告の企画・販売、そ

  の他関連する業務
  デジタルマーケティング事業

 サービス開発
  自社メディア、自社サービスの企画・

　開発、販売、その他関連する業務
  メディア＆ツール事業

 

２．財政状態に関する定性的情報

①　資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期会計期間末の財政状態につきましては、前事業年度末に比べ総資産が60百万円の減少、負債が92百万

円の増加、純資産が153百万円の減少となりました。これらの主な要因は次のとおりであります。

　流動資産は1,817百万円（前事業年度末比63百万円の減少）となりました。これは、売上債権が239百万円増加した

ものの、現金及び預金が265百万円、未収入金が14百万円減少したことによるものです。固定資産は319百万円（前事

業年度末比２百万円の増加）となりました。これは主として、敷金の増加によるものです。

　流動負債は899百万円（前事業年度末比118百万円の増加）となりました。これは主として、短期借入金の増加によ

るものです。固定負債は99百万円（前事業年度末比26百万円の減少）となりました。これは、リース資産減損勘定が

１百万円、長期借入金が25百万円減少したことによるものです。

　純資産につきましては1,139百万円（前事業年度末比153百万円の減少）となりました。これは主として、繰越利益

剰余金の減少によるものです。

 

②　キャッシュ・フローの状況

　当第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」といいます。）は、売上債権の増加、自己株式

の取得による支出、借入金の返済による支出により、前事業年度末に比べ265百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は、280百万円（前年同期は85百万円の使用）となりま

した。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額68百万円であり、支出の主な内訳は、税引前第１四半期純損失106百万円、

売上債権の増加額237百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、７百万円（前年同期は306千円の使用）となりまし

た。これは主として、大阪支社開設に伴う敷金の支払いによる支出６百万円によるものです。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は、21百万円（前年同期は41百万円の使用）となりま

した。収入の主な内訳は、短期借入金の増加額100百万円であり、支出の主な内訳は、借入金の返済による支出33百万

円、自己株式の取得による支出45百万円によるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

  平成20年５月期の中間期および通期の業績予想につきましては、平成19年７月12日に発表いたしました数値から変更

ありません。

　なお、本業績予想は現時点で当社が入手可能な情報に基づき判断したものであり、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今後様々な要因により上記予想数値と異なる可能性があります。
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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  920,527   732,033   997,873   

２　受取手形  25,229   31,183   27,238   

３　売掛金  635,260   796,123   676,032   

４　信託売掛債権  9,727   115,396   ―   

５　たな卸資産  41,565   54,336   35,609   

６　その他  44,383   97,865   154,260   

７　貸倒引当金  △2,794   △8,941   △9,248   

流動資産合計   1,673,899 89.7  1,817,997 85.0  1,881,765 85.6

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１ 58,604   67,330   70,752   

２　無形固定資産  4,130   2,685   2,595   

３　投資その他の資産           

(1）敷金保証金  102,384   156,181   149,690   

(2）その他  26,324   93,624   93,878   

投資その他の資産合
計

 128,709   249,805   243,568   

固定資産合計   191,445 10.3  319,821 15.0  316,915 14.4

資産合計   1,865,344 100.0  2,137,819 100.0  2,198,681 100.0
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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  366,392   441,174   372,785   

２　短期借入金  100,000   100,000   ―   

３　１年以内返済予定の
長期借入金

 160,000   120,000   128,000   

４　未払金  120,282   168,022   176,798   

５　賞与引当金  30,211   38,127   67,095   

６　その他 ※２ 28,287   32,036   35,912   

流動負債合計   805,173 43.2  899,361 42.1  780,591 35.5

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  195,000   75,000   100,000   

２　リース資産減損勘定  ―   24,361   25,787   

固定負債合計   195,000 10.4  99,361 4.6  125,787 5.7

負債合計   1,000,173 53.6  998,722 46.7  906,378 41.2

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   500,000 26.8  771,275 36.1  771,275 35.1

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  130,463   401,738   401,738   

資本剰余金合計   130,463 7.0  401,738 18.8  401,738 18.2

３　利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  235,475   13,362   120,598   

利益剰余金合計   235,475 12.6  13,362 0.6  120,598 5.5

４　自己株式   ― －  △45,415 △2.1  ― －

株主資本合計   865,938 46.4  1,140,960 53.4  1,293,612 58.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  △767 △0.0  △1,864 △0.1  △1,308 △0.0

評価・換算差額等合計   △767 △0.0  △1,864 △0.1  △1,308 △0.0

純資産合計   865,171 46.4  1,139,096 53.3  1,292,303 58.8

負債純資産合計   1,865,344 100.0  2,137,819 100.0  2,198,681 100.0
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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   1,191,421 100.0  1,287,218 100.0  5,271,009 100.0

Ⅱ　売上原価   967,781 81.2  1,111,323 86.3  4,367,708 82.9

売上総利益   223,639 18.8  175,895 13.7  903,301 17.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   203,534 17.1  292,080 22.7  916,550 17.4

営業利益又は営業損
失（△）

  20,104 1.7  △116,185 △9.0  △13,248 △0.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,108 0.1  1,310 0.1  3,506 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  3,642 0.3  1,531 0.1  38,102 0.7

経常利益又は経常損
失（△）

  17,570 1.5  △116,407 △9.0  △47,845 △0.9

Ⅵ　特別利益 ※３  15,269 1.2  10,152 0.8  8,815 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４  265 0.0  99 0.0  41,554 0.8

税引前第１四半期純
利益又は税引前第１
四半期（当期）純損
失（△）

  32,575 2.7  △106,353 △8.2  △80,584 △1.5

法人税、住民税及び
事業税

  572 0.0  882 0.1  2,290 0.1

第１四半期純利益又
は第１四半期（当
期）純損失（△）

  32,002 2.7  △107,236 △8.3  △82,874 △1.6
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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
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本準備金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計

繰越
利益剰余金

平成18年５月31日　残高
（千円）

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

第１四半期会計期間中の変動額

第１四半期純利益（千円）    32,002 32,002 32,002  32,002

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）（千円）

      △440 △440

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

― ― ― 32,002 32,002 32,002 △440 31,562

平成18年８月31日　残高
（千円）

500,000 130,463 130,463 235,475 235,475 865,938 △767 865,171

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
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本準備金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計

繰越
利益剰余金

平成19年５月31日　残高
（千円）

771,275 401,738 401,738 120,598 120,598 ― 1,293,612 △1,308 1,292,303

第１四半期会計期間中の変動額

第１四半期純損失（千円）    △107,236 △107,236  △107,236  △107,236

自己株式の取得（千円）      △45,415 △45,415  △45,415

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）（千円）

       △555 △555

第１四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

― ― ― △107,236 △107,236 △45,415 △152,651 △555 △153,207

平成19年８月31日　残高
（千円）

771,275 401,738 401,738 13,362 13,362 △45,415 1,140,960 △1,864 1,139,096
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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
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本準備金

資本
剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計

繰越
利益剰余金

平成18年５月31日　残高
（千円）

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

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 271,275 271,275 271,275   542,550  542,550

当期純損失（千円）    △82,874 △82,874 △82,874  △82,874

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

      △982 △982

事業年度中の変動額合計
（千円）

271,275 271,275 271,275 △82,874 △82,874 459,675 △982 458,693

平成19年５月31日　残高
（千円）

771,275 401,738 401,738 120,598 120,598 1,293,612 △1,308 1,292,303
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(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

    

１　税引前第１四半期純利益又は
税引前第１四半期（当期）純
損失（△）

 32,575 △106,353 △80,584

２　減価償却費  3,507 3,773 15,172

３　減損損失  ― ― 25,787

４　貸倒引当金の減少額  △15,269 △306 △8,815

５　賞与引当金の増減額  △27,397 △28,967 9,486

６　受取利息配当金  △108 △1,170 △2,295

７　支払利息  1,637 720 5,278

８　投資有価証券評価損  ― ― 8,802

９　固定資産除却損  265 99 1,000

10　売上債権の増減額  111,670 △237,191 79,389

11　たな卸資産の増減額  18,875 △18,727 24,831

12　その他の流動資産の増減額  △10,884 56,352 △121,045

13　仕入債務の増減額  △175,402 68,388 △169,009

14　その他の流動負債の増減額  △22,316 △13,484 39,332

15　リース資産減損勘定の取崩額  ― △1,425 ―

16　その他  ― ― 8,117

小計  △82,846 △278,292 △164,549

17　利息及び配当金の受取額  107 1,170 2,295

18　利息の支払額  △1,539 △678 △4,897

19　法人税等の支払額  △1,145 △2,290 △1,145

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △85,423 △280,090 △168,296
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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

    

１　定期預金の預入による支出  ― ― △600,000

２　定期預金の払戻による収入  ― ― 600,000

３　有形固定資産の取得による支
出

 ― ― △23,010

４　無形固定資産の取得による支
出

 ― △541 ―

５　投資有価証券の取得による支
出

 △306 △301 △77,203

６　その他の投資による支出  ― △6,491 △47,815

７　その他の投資による収入  ― ― 510

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △306 △7,334 △147,519

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

１　短期借入金の増減額  ― 100,000 △100,000

２　長期借入金の返済による支出  △41,000 △33,000 △168,000

３　株式の発行による収入  ― ― 534,432

４　自己株式の取得による支出  ― △45,415 ―

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △41,000 21,584 266,432

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額  △126,729 △265,839 △49,383

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,047,257 997,873 1,047,257

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１四半
期末（期末）残高

 920,527 732,033 997,873
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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）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　四半期決算日の市場価格等

に基づく時価法

　（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算

定）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品

　総平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

　個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　繰延資産の処理方法 ――――――― ――――――― 株式交付費

　支出時に費用処理しております。

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、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については、個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給見

込額のうち当第１四半期会計期間

の負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給見

込額のうち当期の負担額を計上し

ております。

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、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期的な投資

からなっております。

同左 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
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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）

前事業年度末
（平成19年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

55,501千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

59,869千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

57,754千円

※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　　　　　─────

３　当社は、運用資金の効率的な調整を行

うため取引銀行２行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

　当第１四半期会計期間末における当座

貸越契約及び貸出コミットメントに係る

借入金未実行残高等は、次のとおりであ

ります。

３　当社は、運用資金の効率的な調整を行

うため取引銀行２行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

　当第１四半期会計期間末における当座

貸越契約及び貸出コミットメントに係る

借入金未実行残高等は、次のとおりであ

ります。

３　当社は、運用資金の効率的な調整を行

うため取引銀行２行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

　当事業年度末における当座貸越契約及

び貸出コミットメントに係る借入金未実

行残高等は、次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミットメン

トの総額

 300,000千円

借入実行残高 ―

差引額 300,000

当座貸越極度額及び貸出コミットメン

トの総額

 400,000千円

借入実行残高 100,000

差引額 300,000

当座貸越極度額及び貸出コミットメン

トの総額

 400,000千円

借入実行残高 ―

差引額 400,000

（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　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息配当金 108千円 受取利息配当金 1,170千円 受取利息配当金 2,295千円

受取補償金 1,000千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 1,637千円

公開準備費用 1,994千円

支払利息 705千円 支払利息 5,278千円

上場準備費用 19,818千円

株式交付費 8,117千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益 15,269千円 賞与引当金戻入益 9,846千円

貸倒引当金戻入益 306千円

貸倒引当金戻入益 8,815千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 265千円 固定資産除却損 99千円 固定資産除却損 1,000千円

投資有価証券評価

損

8,802千円

たな卸資産廃棄損 5,964千円

減損損失 25,787千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 2,995千円

無形固定資産 511千円

有形固定資産 3,321千円

無形固定資産 451千円

有形固定資産 13,124千円

無形固定資産 2,047千円
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（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

株式数

当第１四半期会計期間

増加株式数

当第１四半期会計期間

減少株式数

当第１四半期会計期間

末株式数

 発行済株式     

 　　普通株式 27,210 － － 27,210

 合計 27,210 － － 27,210

 

　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第１四半期会

計期間末残高

（千円）
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 

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

 平成16年新株予約権（注）  　普通株式 673 － － 673 －

 平成17年新株予約権（注） 　 普通株式 518 － － 518 －

 合計  － 2,374 － － 2,374 －

（注）　平成16年新株予約権および平成17年新株予約権は、行使期間未到来です。

 

　　３．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。
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　　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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末株式数
当第１四半期会計期

間増加株式数

当第１四半期会計期

間減少株式数

当第１四半期会計期

間末株式数

 発行済株式     

 　　普通株式 29,560 ― ― 29,560

合計 29,560 ― ― 29,560

 自己株式     

 　　普通株式（注） ― 1,343 ― 1,343

合計 ― 1,343 ― 1,343

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,343株は、平成19年７月26日開催の取締役会決議に基づく市場買付による増加

であります。

　　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第１四半期会

計期間末

残高（千円）
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 

 提出会社
 平成14年新株予約権  　普通株式 843 ― ― 843 ―

 平成16年新株予約権（注）１  　普通株式 528 ― 10 518 ―

 平成17年新株予約権

（注）１、２
　 普通株式 443 ― 30 413 ―

 合計  － 1,814 ― 40 1,774 ―

（注）１．平成16年新株予約権および平成17年新株予約権の減少は、社員の退職に伴う権利失効によるものであります。

２．平成17年新株予約権は、行使期間未到来です。

 

　　３．配当に関する事項

　　　　該当事項はありません。
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　前事業年度（自　平成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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

株式数

当事業年度増加

株式数

当事業年度減少

株式数

当事業年度末

株式数

 発行済株式     

 　　普通株式（注） 27,210 2,350 － 29,560

合計 27,210 2,350 － 29,560

（注）普通株式の発行済株式数2,350株の増加は、株式上場に伴う新株の発行による増加2,000株、新株予約権の行使に

　　　よる増加350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） 

当事業年度末残

高（千円）前事業年度末 
当事業年度

増加 

当事業年度

減少 
当事業年度末 

 提出会社
 平成14年新株予約権（注）１  　普通株式 1,183 － 340 843 －

 平成16年新株予約権（注）２  　普通株式 673 － 145 528 －

 平成17年新株予約権（注）３ 　 普通株式 　　518 － 75     443 －

 合計  －  2,374  － 560  1,814 －

（注）１．平成14年新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。

２．平成16年新株予約権の減少は、社員の退職に伴う権利失効による減少135株、権利行使による減少10株でありま

す。

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

使期間未到来です。

 

　３．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

（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

四半期貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

　現金及び現金同等物の第１四半期末残高と

四半期貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金第１四半期末残

高

920,527千円

現金及び現金同等物第１四半

期末残高
920,527千円

現金及び預金第１四半期末残

高

732,033千円

現金及び現金同等物第１四半

期末残高
732,033千円

現金及び預金期末残高 997,873千円

現金及び現金同等物期末残高 997,873千円
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（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）

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

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第１四半期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び第１四半期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

第１四
半期末
残高相
当額
（千円）

器具及び備品 103,870 38,454 65,416

ソフトウェア 113,211 33,585 79,626

合計 217,082 72,039 145,042

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

第１四
半期末
残高相
当額
（千円）

器具及び
備品

116,933 59,570 － 57,363

ソフト
ウェア

265,623 82,048 21,960 161,614

合計 382,557 141,618 21,960 218,977

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

器具及び
備品

113,453 52,429 － 61,024

ソフト
ウェア

229,123 65,693 23,252 140,177

合計 342,576 118,122 23,252 201,201

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 53,133千円

１年超 96,183千円

合計 149,317千円

１年内 94,399千円

１年超 152,817千円

合計 247,217千円

リース資産減損

勘定の期末残高
    24,361千円

１年内 84,900千円

１年超 145,963千円

合計 230,864千円

リース資産減損

勘定の期末残高
     25,787千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 14,289千円

減価償却費相当額 13,263千円

支払利息相当額 1,355千円

支払リース料 25,197千円

リース資産減損勘定

の取崩額

1,425千円

減価償却費相当額 23,437千円

支払利息相当額 2,157千円

支払リース料 70,075千円

リース資産減損勘定

の取崩額

－千円

減価償却費相当額 65,678千円

支払利息相当額 6,274千円

減損損失 25,787千円

 （支払利息相当額2,534千円を含む）

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

　前第１四半期会計期間末（平成18年８月31日）

　１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①　株式 2,499 1,731 △767

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

計 2,499 1,731 △767

　２　時価評価されていない主な有価証券

区分 四半期貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 24,093

計 24,093

　当第１四半期会計期間末（平成19年８月31日）

　１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①　株式 3,697 1,833 △1,864

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

計 3,697 1,833 △1,864

　２　時価評価されていない主な有価証券

区分 四半期貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 91,290

計 91,290
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　前事業年度末（平成19年５月31日）

　１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①　株式 3,396 2,087 △1,308

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

計 3,396 2,087 △1,308

　２　時価評価されていない主な有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 91,290

計 91,290

 （注）　当事業年度において、その他有価証券で時価のないものの減損処理額は、8,802千円であります。

（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）

　　　当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

　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）

　　　当社はデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

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

　　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１四半期会計期間に付与したストック・オプションはありません。

　　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１四半期会計期間に付与したストック・オプションはありません。

　　前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

　　　１．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

　　　（１）ストックオプションの内容

平成14年ストックオプション 平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション

付与対象者の区分及び数
当社の取締役１名

当社の従業員27名

当社の取締役２名

当社の従業員32名

当社の取締役１名

当社の監査役３名

当社の従業員25名

ストックオプション数

（注）
普通株式　2,190株 普通株式　800株 普通株式　528株

付与日 平成15年８月13日 平成17年３月１日 平成17年９月１日

権利確定条件

(1）権利者は、当社株式が

日本証券業協会の開設する

市場もしくは日本国内の証

券取引所に上場された後

６ヶ月経過した場合に限り、

新株予約権を行使すること

ができる。

(2）新株予約権行使時の前

年度末の当社の営業利益が

150百万円以上であることを

要する。

(3）その他の条件は、当社

第７回定時株主総会決議及

び当社取締役会決議に基づ

き、当社と対象者との間で

締結した「新株予約権付与

契約書」に定めるところに

よる。

(1）権利者は、当社株式が

日本証券業協会の開設する

市場もしくは日本国内の証

券取引所に上場された後

６ヶ月経過した場合に限り、

新株予約権を行使すること

ができる。

(2）新株予約権行使時の前

年度末の当社の営業利益が

150百万円以上であることを

要する。

(3）その他の条件は、当社

第９回定時株主総会決議及

び当社取締役会決議に基づ

き、当社と対象者との間で

締結した「新株予約権付与

契約書」に定めるところに

よる。

(1）権利者は、当社株式が

日本証券業協会の開設する

市場もしくは日本国内の証

券取引所に上場された後

６ヶ月経過した場合に限り、

新株予約権を行使すること

ができる。

(2）新株予約権行使時の前

年度末の当社の営業利益が

150百万円以上であることを

要する。

(3）その他の条件は、当社

第10回定時株主総会決議及

び当社取締役会決議に基づ

き、当社と対象者との間で

締結した「新株予約権付与

契約書」に定めるところに

よる。

対象勤務期間
自　平成15年８月13日

至　平成17年８月31日

自　平成17年２月9日

至　平成18年８月31日

自　平成17年９月1日

至　平成19年８月31日

権利行使期間
自　平成17年９月1日

至　平成21年８月31日

自　平成18年９月1日

至　平成26年７月31日

自　平成19年９月1日

至　平成27年７月31日

（注）　株式数に換算して記載しております。
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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

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

　　　換算して記載しております。

　　　①　ストックオプションの数

平成14年ストックオプション 平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション

権利確定前　　　　（株）

前事業年度末 1,183 673 518

付与 － － －

失効 － － 75

権利確定 1,183 673 －

未確定残 － － 443

権利確定後　　　　（株）   －

前事業年度末 － － －

権利確定 1,183 673 －

権利行使 340 10 －

失効 － 135 －

未行使残 843 528 －

　　　②　単価情報

平成14年ストックオプション 平成16年ストックオプション 平成17年ストックオプション

権利行使価格（円） 25,000 45,000 50,000

行使時平均株価（円） 46,500 48,200 －

公正な評価単価（付与日）

（円）

－ － －

（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）

　　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）

　　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19年５月31日）

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
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 31,796円07銭 40,369円14銭 43,717円96銭

１株当たり第１四半期純利益金額

又は１株当たり第１四半期（当

期）純損失金額（△）

1,176円13銭 △3,676円53銭 △2,920円62銭

潜在株式調整後１株当たり

第１四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、当社株式が

非上場であり、期中平均株

価の算出が困難であるため

記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額につ

いては、第１四半期純損失

を計上しているため記載し

ておりません。

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、

当期純損失を計上している

ため記載しておりません。

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

項目
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１四半期純利益又は１株

当たり第１四半期（当期）純損失（△）
（千円） 32,002 △107,236 △82,874

普通株主に帰属しない金額 （千円） ─ ― ―

普通株式に係る第１四半期純利益金額

又は１株当たり第１四半期（当期）純

損失金額（△）

（千円） 32,002 △107,236 △82,874

期中平均株式数 （株） 27,210 29,167 28,375

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）純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式の概要

新株予約権

　株主総会の特別決議日

　平成14年８月27日

　　　　　　 　　1,183個

　平成16年８月26日 673個

　平成17年８月26日 518個

 

─────― ─────―

（重要な後発事象）

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）

────── ────── 　当社は平成19年７月26日開催の取締役会に

おいて、会社法第165条第３項の規定により読

み替えて適用される同法第156条の規定に基づ

き、自己株式の取得について以下のように決

議し、自己株式の取得を以下のとおり実施い

たしました。

１．取得の理由

　　将来の機動的な資本政策を遂行するため

２．取得の内容

　（1）取得期間

　　　平成19年７月27日から平成19年12月28

　　　日まで

　（2）取得方法

　　　名古屋証券取引所市場における買付け

　（3）取得する株式の種類及び総数

　　　普通株式　2,800株（上限）

　（4）取得価額の総額

　　　100,000千円（上限）

３．提出日現在の取得状況

　（1）取得した株式の数　1,343株

　（2）取得価額の総額　　45,415千円
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５．その他

部門別売上高

区分

当第１四半期会計期間
（千円）

（自　平成19年６月１日
　　至　平成19年８月31日）

前年同期比（％）

ウェブインテグレーション 569,080 107.0

デジタルコミュニケーション 664,437 113.6

サービス開発 53,700 72.1

合計 1,287,218 108.0

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。

２．平成19年５月に事業グループの改編を行いましたので、新開示区分により開示しております。

なお、前年度比較に当たっては、前第１四半期会計期間分を変更後の新開示区分に組み替えて行っております。
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