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１．平成20年８月期第１四半期の連結業績（平成19年９月１日　～　平成19年11月30日）

(1）連結経営成績 （％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８月期第１四半期 399 31.6 25 △53.3 25 △26.6 12 △28.7

19年８月期第１四半期 303 ― 54 ― 34 ― 17 ―

19年８月期 1,349 ― 178 ― 125 ― 33 ―

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８月期第１四半期 435 56 433 19

19年８月期第１四半期 622 45 602 46

19年８月期 1,176 11 1,142 08

 （注）平成18年８月期第１四半期については連結財務諸表を作成していないため、平成19年８月期第１四半期の対前年同

四半期増減率は記載しておりません。

(2）連結財政状態  

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８月期第１四半期 1,459 938 64.0 32,354 97

19年８月期第１四半期 1,061 905 85.3 31,401 75

19年８月期 1,531 925 60.2 31,919 42

(3）連結キャッシュ・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８月期第１四半期 31 △119 △40 551

19年８月期第１四半期 △64 △15 405 692

19年８月期 △220 △219 753 680

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８月期 － － － － － － － － － －

20年８月期 － － － － － － － －
1,000 00

20年８月期（予想） － － － － － － 1,000 00

３．平成20年８月期の連結業績予想（平成19年９月１日　～　平成20年８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 725 20.3 41 △58.5 36 △54.4 75 73.9 2,614 45

通期 1,619 20.0 160 △10.3 147 17.5 142 321.6 4,927 97
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

(2）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

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）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。

５．個別業績の概要（平成19年９月１日　～　平成19年11月30日）

(1）個別経営成績 （％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８月期第１四半期 297 4.7 26 △45.3 27 △2.2 15 10.2

19年８月期第１四半期 284 ― 49 ― 28 ― 14 ―

19年８月期 1,196 ― 216 ― 197 ― 107 ―

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年８月期第１四半期 535 74

19年８月期第１四半期 495 39

19年８月期 3,734 89

 （注）平成18年８月期第１四半期については四半期財務諸表を作成していないため、平成19年８月期第１四半期の対前年

同四半期増減率は記載しておりません。

(2）個別財政状態  

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８月期第１四半期 1,495 1,012 67.7 35,041 60

19年８月期第１四半期 1,054 902 85.6 31,320 31

19年８月期 1,564 996 63.7 34,505 87

６．平成20年８月期の個別業績予想（平成19年９月１日　～　平成20年８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 594 4.4 48 △49.8 49 △35.5 6 △83.5 236 72

通期 1,287 7.7 156 △27.6 150 △23.7 64 △39.7 2,239 79

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における当社業績の概況は、コンテンツ事業を中心に、美容関連事業、その他の事業につ

き、事業の安定化、収益確保の体制整備に努めてまいりました結果、売上高は399,143千円（前年同期比31.6％増）とな

りましたが、コンテンツ事業の制作コスト並びに販売費用が増加したため営業利益が25,623千円（前年同期比53.3％減）

となり、経常利益は25,045千円（前年同期比26.6％減）、四半期純利益は12,583千円(前年同期比28.7％減）となりまし

た。

　各事業における状況は以下のとおりです。

(コンテンツ事業）

　コンテンツ事業といたしましては、ユーザーニーズである携帯電話向けコンテンツのマーケット拡大に対応するため、

社内リソースをＰＣ向けリソースからシフトし、携帯電話向けコンテンツのユーザー獲得に注力してまいりました。当

第１四半期末時点における提供コンテンツ数は携帯電話向けで20コンテンツ(前年同期比６コンテンツ増）、サイト数で

62サイト(前年同期比28サイト増）、ＰＣ向けで39コンテンツ(前年同期比１コンテンツ増）、サイト数で221サイト(前

年同期比16サイト増）となりました。

　また、平成19年11月14日には、コンテンツ事業におけるユーザー利用接点の拡大、コンテンツ内容の拡充などを目的

として、オリコン・モバイル株式会社（現：株式会社oricon ME)の株式を一部取得すると同時に、同社と業務提携を行

い、両社の保有するサイトの相互リンクの実施や、共同事業の模索をすすめております。 

　これらの結果、コンテンツ事業の当第１四半期連結会計期間における売上高は309,861千円であり、営業利益は107,819

千円（前年同期はセグメント別集計をしておりません）となりました。

(美容関連事業）

　美容関連事業として、連結子会社である株式会社ＴＮＫが化粧品販売及びサロン運営を行っております。当第１四半

期連結会計期間におきましては、売上高も安定し、利益も大幅に改善いたしましたが、黒字を計上するまでには至らず、

売上高87,488千円、営業損失1,404千円（前年同期はセグメント別集計を行なっておりません）を計上いたしました。

　株式会社ＴＮＫにつきましては、平成19年12月28日付当社発表資料「子会社である株式会社ＴＮＫの株式売却並びに

特別利益の発生に関するお知らせ」のとおり、同社の株式を売却し、特別利益を計上することとなりました。

　これは、ブランド戦略において、当社と、田中宥久子氏との間で方針の調整ができず、田中氏のＭＢＯ申入れを当社

が受諾したものです。当社といたしましては、美容関連事業を強化してゆくため、今後多ブランド化をすすめ、取り扱

い商品を充実していく予定です。

 （その他の事業）

　その他の事業として、風水グッズ等の販売及び不動産仲介を行っておりますが、当第１四半期連結会計期間における

売上高は1,793千円、営業損失は7,926千円（前年同期はセグメント別集計をしておりません）となりました。

２．連結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資産合計は1,459,462千円となり、前事業年度末に比べ、72,317千円減少となりました。

　流動資産合計は1,100,870千円となり、前事業年度末に比べ、172,380千円の減少となりました。これは主に、現金及

び預金の減少の結果によるものであります。

　固定資産合計は358,591千円となり、前事業年度末に比べ、100,063千円の増加となりました。これは主に、投資その

他の資産の増加によるものであります。

　当第１四半期会計期間末の負債合計は521,432千円となり、前事業年度末に比べ、84,800千円の減少となりました。

　流動負債合計は318,872千円となり、前事業年度末に比べ、48,690千円の減少となりました。これは主に、未払法人税

等の減少の結果によるものであります。

　固定負債合計は202,560千円となり、前事業年度末に比べ、36,110千円の減少となりました。これは主に、長期借入金

の返済による減少の結果によるものであります。

　当第１四半期会計期間末の純資産合計は938,029千円となり、前事業年度末に比べ、12,483千円の増加となりました。

これは利益剰余金の増加によるものであります。
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(2) キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期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、前事業年度末に比べ128,614千円減

少し、551,869千円となりました。

　当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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、増加した資金は31,468千円となりました。これは主に、税金等調整前第1四半期純利益25,045千円の

計上、減価償却費21,026千円の計上等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果、減少した資金は119,773千円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出100,000千

円によるものです。

(財務活動によるキャッシュフロー)

　財務活動の結果、減少した資金は40,310千円となりました。これは長期借入金の返済による支出40,310千円によるも

のです。 

３．業績予想に関する定性的情報

  平成20年1月11日付当社発表資料「業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表のとおり、前期決算発表時に公表した

業績予想を修正しております。

　今後の当社の経営方針といたしましては、コンテンツ事業におきましては、ＰＣからモバイルへ急速に変化するユー

ザーニーズに的確に対応するため、社内制作体制をＰＣ向け制作からモバイル向け制作へシフトし、モバイルユーザー

向けに新規コンテンツを連続して投入できる体制を整えてまいります。

　また、顧客との接点（入り口）の拡充、占い以外のコンテンツの開発等のためアライアンス先の開拓、関係構築も積

極的に進めることにより、利用者数の増加を目指してまいります。

　美容関連事業につきましては、株式会社ＴＮＫの運営で得た同事業のノウハウを元に引き続き積極的に同事業に取り

組み、新ブランドの構築や商品開拓等を進めてまいります。

４. その他

 　 該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第１四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   692,878   551,869   680,483  

２．売掛金   229,976   254,271   274,673  

３. 有価証券 　※3   －   9,999   9,999  

４．たな卸資産   11,308   152,461   168,741  

５. 販売用不動産   －   72,382   72,599  

６．その他   13,385   61,674   68,211  

７．貸倒引当金   △1,261   △1,788   △1,459  

流動資産合計   946,287 89.2  1,100,870 75.4  1,273,251 83.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1  31,272   117,955   129,589  

２．無形固定資産   31,650   44,282   33,330  

３．投資その他の資産           

 　（1）投資有価証券  －   101,113   1,113   

 　（2）その他 ※2 －   95,240   94,495   

 　　 投資その他の資産
　　　合計

 ※2,3  51,867   196,353   95,608  

固定資産合計   114,790 10.8  358,591 24.6  258,528 16.9

資産合計   1,061,078 100.0  1,459,462 100.0  1,531,779 100.0
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前第１四半期連結会計期間末

（平成18年11月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   35,380   32,336   39,613  

２．一年以内返済予定の長
期借入金

  26,040   152,440   156,640  

３．未払費用   43,886   60,945   60,233  

４．未払法人税等   13,895   11,537   53,820  

５．その他   13,964   61,613   57,256  

流動負債合計   133,165 12.6  318,872 21.8  367,563 24.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   22,600   202,560   238,670  

固定負債合計   22,600 2.1  202,560 13.9  238,670 15.6

負債合計   155,765 14.7  521,432 35.7  606,233 39.6

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   399,668 37.7  400,028 27.4  400,028 26.1

  ２．資本剰余金   296,665 27.9  297,025 20.3  297,025 19.4

  ３．利益剰余金   208,978 19.7  237,681 16.3  225,098 14.7

    株主資本合計   905,312 85.3  934,735 64.0  922,151 60.2

Ⅱ　少数株主持分   － －  3,294 0.3  3,394 0.2

純資産合計   905,312 85.3  938,029 64.3  925,546 60.4

負債純資産合計   1,061,078 100.0  1,459,462 100.0  1,531,779 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

 
 

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   303,271 100.0  399,143 100.0  1,349,062 100.0

Ⅱ　売上原価   124,920 41.2  188,535 47.2  590,034 43.7

売上総利益   178,350 58.8  210,608 52.8  759,027 56.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1
 

 123,475 40.7  184,984 46.4  580,625 43.1

営業利益   54,875 18.1  25,623 6.4  178,401 13.2

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  7   7   1,675   

２. 受取賃貸料  －   2,390   3,319   

３. 消費税免税益  －   644   －   

４．その他  91 98 0.1 137 3,179 0.8 264 5,259 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  399   2,831   4,463   

２．株式交付費  3,418   －   3,418   

３．株式上場関連費用  17,020   －   17,020   

４. 開業費  －   －   31,569   

５. 不動産賃貸費用  －   927   －   

６．その他  0 20,838 6.9 － 3,758 0.9 1,803 58,276 4.3

経常利益   34,135 11.3  25,045 6.3  125,385 9.3

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※2 112 112 0.1 － － － 770 770 0.1

税金等調整前第１四
半期（当期）純利益

  34,023 11.2  25,045 6.3  124,615 9.2

法人税、住民税及び
事業税

 12,934   10,295   95,643   

法人税等調整額  3,440 16,374 5.4 2,266 12,561 3.1 △2,421 93,221 6.9

少数株主持分損失   － －  99 0.0  2,374 0.2

第１四半期（当期）
純利益

  17,648 5.8  12,583 3.2  33,768 2.5
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30日）

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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

第１四半期連結会計期間中の変動

額

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

第１四半期純利益（千円）   17,648 17,648 17,648

第１四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
207,918 207,915 17,648 433,482 433,482

平成18年11月30日　残高（千円） 399,668 296,665 208,978 905,312 905,312

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年８月31日　残高（千円） 400,028 297,025 225,098 922,151 3,394 925,546

第１四半期連結会計期間中の変動

額

第１四半期純利益（千円）   12,583 12,583  12,583

株主資本以外の項目の第１四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）

    △99 △99

第１四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
  12,583 12,583 △99 12,483

平成19年11月30日　残高（千円） 400,028 297,025 237,681 934,735 3,294 938,029

前連結会計年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円） 208,278 208,275  416,553  416,553

当期純利益（千円）   33,768 33,768  33,768

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
    3,394 3,394

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
208,278 208,275 33,768 450,322 3,394 453,716

平成19年８月31日　残高（千円） 400,028 297,025 225,098 922,151 3,394 925,546
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ  営業活動によるキャッ

シュ・フロー
    

税金等調整前第１四半

期（当期）純利益
 34,023 25,045 124,615

減価償却費  6,624 21,026 62,144

貸倒引当金の増加・減

少（△）額
 43 329 241

受取利息及び受取配当

金
 △7 △7 △1,675

支払利息  399 2,831 4,463

株式交付費  3,418 － 3,418

固定資産除却損  112 － 770

売上債権の増加

（△）・減少額
 △20,062 20,401 △64,759

たな卸資産の増加

（△）・減少額
 △8,494 16,280 △165,928

販売用不動産の増加

（△）・減少額
 － 217 △72,599

仕入債務の増加・減少

（△）額
 3,534 △7,276 7,767

未払費用の増加・減少

（△）額
 △12,026 711 △387

その他  △5,973 5,686 △9,165

小計  1,589 85,246 △111,097

利息及び配当金の受取

額
 15 15 1,675

利息の支払額  △398 △2,790 △4,856

法人税等の支払額  △65,674 △51,001 △105,747

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
 △64,468 31,468 △220,025
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前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年９月１日

至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年９月１日

至　平成19年11月30日）

前連結会計年度の要約連結キャッ

シュ・フロー計算書

（自　平成18年９月１日

至　平成19年８月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ  投資活動によるキャッ

シュ・フロー
    

有形固定資産の取得に

よる支出
 △11,119 △4,618 △151,974

無形固定資産の取得に

よる支出
 △4,298 △14,826 △21,649

新規連結子会社株式の

取得による収入
 － － 8,598

連結子会社株式の追加

取得による支出
 － － △5,000

投資有価証券の取得に

よる支出 
 － △100,000 －

敷金・保証金の差入に

よる支出
 － － △47,923

貸付による支出  － － △106,500

貸付金の回収による収

入
 － － 106,500

その他  － △328 △1,696

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
 △15,417 △119,773 △219,645

Ⅲ　財務活動によるキャッ

シュ・フロー
    

長期借入れによる収入  － － 400,000

長期借入金の返済によ

る支出
 △6,510 △40,310 △59,840

株式の発行による収入  412,414 － 413,134

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
 405,904 △40,310 753,294

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
 326,018 △128,614 313,624

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首

残高
 366,859 680,483 366,859

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１

四半期末（期末）残高
 692,878 551,869 680,483
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１．連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。

連結子会社　１社

連結子会社の名称

㈱ムービーズ

子会社はすべて連結しております。

　　 連結子会社　２社 

 　　連結子会社の名称

 　　 ㈱ムービーズ

 　　 ㈱ＴＮＫ

      

子会社はすべて連結しております。

      連結子会社　２社

      連結子会社の名称

㈱ムービーズ

 　　 ㈱ＴＮＫ

 　　 上記のうち、㈱ＴＮＫは平成19

年２月に株式を取得したため、

当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

該当事項はありません。 　　　　　 同　左

　　 

 

同　左 

 

 

３．連結子会社の第１四半期

決算日（決算日）等に関

する事項

連結子会社の第１四半期決算日

は、第１四半期連結決算日と一

致しております。

　　　     同　左

 

 

連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。　

 

 

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

 　　 満期保有目的の債券

 　　　 　 同　左

 　　 その他有価証券

 　　　　時価のないもの

 　　　　　 同　左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

            同　左

       その他有価証券

          時価のないもの

　　　　　　 同　左

 ②　たな卸資産

商品

総平均法による原価法

仕掛品

個別法による原価法

貯蔵品

総平均法による原価法

 　　　販売用不動産

 　　　　　―――――

②　たな卸資産

 　　 商品

 　　　　　 同　左

 　　　仕掛品

 　　　　　 同　左

 　　 貯蔵品

 　　　　 同　左

 　　　販売用不動産

 　　　　個別法による原価法

 　　　なお、販売用不動産のうち、

賃貸中の物件については、定

額法により減価償却を行って

おります。

②　たな卸資産

　　　 商品

 　　　　　　同　左

 　　　仕掛品

   　　　  同　左

　　　貯蔵品

             同　左

 　　　販売用不動産

 　　　　　　同　左

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

定率法

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法等に規

定する方法と同一の基準に

よっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

 　　 　　 同　左

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

同　左

 

 

 ②　無形固定資産

自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可

能期間（２～５年）に基づく

定額法によっております。

②　無形固定資産

　　 同　左

②　無形固定資産

同　左

 

 

  (3) 重要な繰延資産の処理方法

　　　  ――――― 

    

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

  　――――― 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法

　　株式交付費

 　　支払時に全額費用として処理し

ております。

 　開業費

 　　 支払時に全額費用として処理し

ております。
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 (4）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については、

過去の貸倒実績率を基に算定し

た予想損失率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。

 

(4）重要な引当金の計上基準

 　貸倒引当金

　　 　 同　左

 

(4）重要な引当金の計上基準

 　貸倒引当金

同　左

 

 (5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有者が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。

 

(5）重要なリース取引の処理方法

 　　 　同　左

 

(5）重要なリース取引の処理方法

同　左

 

 

 (6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、

特例処理の要件を満たしている

ため、特例処理を採用しており

ます。

(6）重要なヘッジ会計の方法

　①ヘッジ会計の方法 　　

　　 　同　左

(6）重要なヘッジ会計の方法

  ①ヘッジ会計の方法

同　左

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ取引

ヘッジ対象　借入金の利息

　②ヘッジ手段とヘッジ対象

　　 　同　左

 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左

 ③ヘッジ方針

将来の金利変動によるリスク回

避を目的として利用しており、

リスクヘッジ目的以外の取引は

行わない方針であります。

  ③ヘッジ方針

　　 　同　左

　③ヘッジ方針

 同　左

 ④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については、

特例処理によっているため有効

性の評価を省略しております。

　④ヘッジ有効性評価の方法

　　　 同　左

 

　④ヘッジ有効性評価の方法

 同　左

 (7）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。

(7）その他四半期連結財務諸表作成

のための重要な事項

   消費税等の会計処理

 　 　　　  同　左

 

(7）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

 　消費税等の会計処理

 同　左

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

　　　　  同　左  同　左
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　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度 
（自　平成18年９月１日 
至　平成19年８月31日） 

　　　　　　　──────  （固定資産の減価償却方法の変更）  

 　 平成19年度の法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律　平成19年３月30日

　法律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30日　政令第

83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。

 　 なお、当第１四半期連結会計期間における

損益に与える影響は、従来と同一の方法を採

用した場合に比べ、営業利益、経常利益及び

税金等調整前第１四半期純利益が、それぞれ

3,688千円減少しております。

　（固定資産の減価償却方法の変更）

    平成19年度の法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律　平成19年３月30日

　法律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令　平成19年３月30日　政令第

83号））に伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。

    なお、当連結会計期間における損益に与え

る影響は、従来と同一の方法を採用した場合

に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益が、それぞれ8,399千円減少し

ております。

　表示方法の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

　　　　　　　　　 ――――――

 

 

 （連結貸借対照表）

 　前第１四半期連結会計期間まで固定資産の「投資その他の資産」に

含めて表示しておりました「投資有価証券」は総資産の100分の５を

超えたため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記しております。

 　なお、前第１四半期連結会計期間における「投資有価証券」の金額

は、1,113千円であります。

　追加情報

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 　     　 ――――――

 

 

  平成19年度の法人税法改正に伴い、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、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。

  なお、この変更に伴う損益への影響は軽微で

あります。

 　　      ――――――

 

 

㈱メディア工房（3815）　平成 20 年８月期 第１四半期財務・業績の概況

－ 13 －



(5）注記事項等

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年11月30日）

前連結会計年度末
（平成19年８月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

31,293千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

88,030千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

71,777千円

※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205千円

※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205千円

※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205千円

※３　担保提供資産

宅地建物取引業法に伴う供託

投資有価証券　　　　　　　9,999千円

※３　担保提供資産

宅地建物取引業法に伴う供託

有価証券　　　　　    　　9,999千円

※３　担保提供資産

宅地建物取引業法に伴う供託

有価証券　 　　　     　　9,999千円

   

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

　役員報酬 21,797 千円 

　給料手当 22,736

　業務委託料 17,030

　支払手数料 14,153

  役員報酬 27,946 千円 

  給料手当 28,735

  業務委託料  29,532

  広告宣伝費 29,965

　役員報酬 95,677 千円 

　給料手当 　91,445

　業務委託料 90,059

　広告宣伝費  80,533

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

　建物 82 千円

　工具器具備品 29 千円

 112 千円

※２　　　　　　―――――

　  

  

  

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

　建物 770 千円 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11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

当第１四半期連結
会計期間期首株式
数（株）

当第１四半期連結
会計期間増加株式
数（株）

当第１四半期連結
会計期間減少株式
数（株）

当第１四半期連結
会計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 25,500 3,330 － 28,830

合計 25,500 3,330 － 28,830

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）普通株式の発行済株式数の増加　

　　　　　　平成18年９月15日付公募増資により発行した株式数　　　　　3,330株

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当第１四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

当第１四半
期連結会計
期間期首

当第１四半
期連結会計
期間増加

当第１四半
期連結会計
期間減少

当第１四半
期連結会計
期間末

提出会社

（親会社）

ストックオプションとしての

第１回新株予約権
普通株式 930 － － 930 －

ストックオプションとしての

第２回新株予約権
普通株式 240 － － 240 －

合計 － 1,170 － － 1,170 －
 

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

利行使不能なものであります。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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当第１四半期連結会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11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

当第１四半期連結
会計期間期首株式
数（株）

当第１四半期連結
会計期間増加株式
数（株）

当第１四半期連結
会計期間減少株式
数（株）

当第１四半期連結
会計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 28,890 － － 28,890

合計 28,890 － － 28,890

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

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年９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

当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計期間減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 25,500 3,390 － 28,890

合計 25,500 3,390 － 28,890

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）普通株式の発行済株式数の増加

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

平成19年８月31日付新株予約権の行使により発行した株式数　　　　　　 　60株

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

　該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

現金及び現金同等物の第１四半期末残高と四半

期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

（平成18年11月30日現在）

現金及び現金同等物の第１四半期末残高と四半

期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

（平成19年11月30日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

 

（平成19年８月31日現在）

 現金及び預金勘定 692,878 千円

 預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
　－ 千円

 現金及び現金同等物 692,878 千円

 現金及び預金勘定 551,869 千円

 預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
  － 千円

 現金及び現金同等物  551,869 千円

 現金及び預金勘定 680,483 千円

 預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
 － 千円

 現金及び現金同等物  680,483 千円

   

（リース取引関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

　リース物件の所有者が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有者が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引は一契約当たりの金額がすべて300万

円以下であるため、中間連結財務諸表等規

則第15条及び中間財務諸表等規則第８条の

６第６項並びに同ガイドラインの規定に従

い、記載を省略しております。

 　　　　　　　同　左    リース物件の所有者が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引は一契約当たりの金額がすべて300万円以

下であるため、連結財務諸表等規則第15条の

３及び財務諸表等規則第８条の６第６項並び

に同ガイドラインの規定に従い、記載を省略

しております。
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（有価証券関係）

前第１四半期連結会計期間末（平成18年11月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
第１四半期連結貸借対照
表計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 9,999 9,952 △46

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 9,999 9,952 △46

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 第１四半期連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 1,113

当第１四半期連結会計期間末（平成19年11月30日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
第１四半期連結貸借対照
表計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 9,999 9,995 △4

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 9,999 9,995 △4

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 第１四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 101,113

前連結会計年度（平成19年８月31日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）国債・地方債等 9,999 9,981 △18

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

合計 9,999 9,981 △18

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 1,113
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（デリバティブ取引関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30日）

当社の利用しているデリバティブ取引はすべてヘッジ目的であり、ヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省

略しております。

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

当社の利用しているデリバティブ取引はすべてヘッジ目的であり、ヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省

略しております。

前連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

当社の利用しているデリバティブ取引はすべてヘッジ目的であり、ヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省

略しております。
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（ストック・オプション等関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間中に付与しておりませんので、該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

当第１四半期連結会計期間中に付与しておりませんので、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日） 

 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 

 １．ストック・オプションの内容

 
平成16年

 ストック・オプション

平成18年 

 ストック・オプション(1)

平成18年 

 ストック・オプション(2)

 付与対象者の区分及び数

     当社取締役　　２名

 　　当社監査役　　１名

 　　当社従業員　　12名

 　　当社顧問　　　１名

　　当社従業員　　７名 

 　　社外協力者　　１名

 

 

　　当社従業員　　２名 

 

 

 

 ストック・オプション数

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

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

 権利確定条件

  権利確定条件は付されてお

りません。

   (注) ２

  権利確定条件は付されてお

りません。

   (注) ３

  権利確定条件は付されてお

りません。

 　(注) ３

 対象勤務期間
  対象勤務期間の定めはあり

ません。

  対象勤務期間の定めはあり

ません。

  対象勤務期間の定めはあり

ません。

 権利行使期間
  平成17年12月１日から

平成25年10月31日まで

  平成19年10月１日から

平成27年７月31日まで

  平成19年10月１日から

平成27年７月31日まで

 
平成18年

 ストック・オプション(3)

 付与対象者の区分及び数 　　当社従業員　　１名

 ストック・オプション数   普通株式　　　  10株

 付与日  平成18年５月12日

 権利確定条件

  権利確定条件は付されてお

りません。

 　(注) ３

 対象勤務期間
  対象勤務期間の定めはあり

ません。

 権利行使期間
  平成19年10月１日から 　

平成27年７月31日まで

  (注) １　株式数に換算して記載しております。

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

ります。

 　　　２　権利行使の条件は、以下のとおりであります。

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

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

 　　　３　権利行使の条件は、以下のとおりであります。

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

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

 　　　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式

数に換算して記載しております。

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

情報については、株式分割後の数値を記載しております。

 ①ストック・オプションの数

 
平成16年

 ストック・オプション

平成18年 

 ストック・オプション(1)

平成18年 

 ストック・オプション(2)

 権利確定前　　　　　　(株)

 　期首

 　付与

 　失効

 　権利確定

 　未確定残

 権利確定後　　　　　　(株)

 　期首

 　権利確定

 　権利行使

 　失効

 　未行使残

 

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 

 　　　　　　　　 930

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　60

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　 870

 

 　　　　　　　　 210

 　　　　　　　　  －

 　　　　　　　　　30

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　 180

 

 　　　　　　　　  －

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 

 　　　　　　　　　20

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　10

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　10

 

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 
平成18年

 ストック・オプション(3)

 権利確定前　　　　　　(株)

 　期首

 　付与

 　失効

 　権利確定

 　未確定残

 権利確定後　　　　　　(株)

 　期首

 　権利確定

 　権利行使

 　失効

 　未行使残

 

 　　　　　　　　　10

 　　　　　　　　　－　　

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　10

 

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 　　　　　　　　　－

 ②単価情報

 
平成16年

 ストック・オプション

平成18年 

 ストック・オプション(1)

平成18年 

 ストック・オプション(2)

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

 行使時平均株価　　 　   (円)  　　　　　　　32,000  　　　　　　　　　－  　　　　　　　　　－

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

 
平成18年

 ストック・オプション(3)

 権利行使価格　　　 　   (円)  　　　　　　　80,000

 行使時平均株価　　 　   (円)  　　　　　　　　　－

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

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30日）

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

め、記載を省略しております。

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

コンテンツ事業
（千円）

美容関連事業
（千円）

その他の事業
（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
309,861 87,488 1,793 399,143 ― 399,143

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
4,373 17 ― 4,390 △4,390 ―

計 314,234 87,506 1,793 403,534 △4,390 399,143

営業費用 206,415 88,911 9,719 305,046 68,473 373,519

営業利益（又は営業損

失） 
107,819 △1,404 △7,926 98,488 △72,864 25,623

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

 　　　 ２. 各区分に属する主要な事業内容

事業区分 主要な事業内容

 コンテンツ事業  携帯電話・パソコン向けコンテンツの制作・配信、テレビ番組のプランニング

 美容関連事業  化粧品販売及びサロン運営

 その他の事業  風水グッズ等の販売及び不動産仲介

 　　　 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金額は、72,864千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。

前連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日） 

コンテンツ事業
（千円）

美容関連事業
（千円）

その他の事業
（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
1,233,764 93,981 21,315 1,349,062 ― 1,349,062

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,008 ― ― 5,008 △5,008 ―

計 1,238,772 93,981 21,315 1,354,070 △5,008 1,349,062

営業費用 711,900 143,216 55,498 910,615 260,045 1,170,660

営業利益（又は営業損

失） 
526,872 △49,235 △34,182 443,455 △265,053 178,401

　（注）１．事業区分の方法

 　　　　　 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．各区分に属する主要な事業内容

事業区分 主要な事業内容

 コンテンツ事業  携帯電話・パソコン向けコンテンツの制作・配信、テレビ番組のプランニング

 美容関連事業  化粧品販売及びサロン運営

 その他の事業  風水グッズ等の販売及び不動産仲介

 　　　 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金額は、265,053千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。
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【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30日）

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

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

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

前連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

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

【海外売上高】

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成18年11月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計期間（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

　　　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１株当たり純資産額 31,401円75銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
622円45銭

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益

金額

602円46銭

１株当たり純資産額 32,354円97銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
435円56銭

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益

金額

433円19銭

１株当たり純資産額 31,919円42銭

１株当たり当期純利益

金額
1,176円11銭

 潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
1,142円08銭

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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１四半期連結会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日)

第１四半期（当期）純利益

（千円）
17,648 12,583 33,768

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）
17,648 12,583 33,768

期中平均株式数（株） 28,354 28,890 28,712

普通株式増加数（株） 941 158 856

（うち新株予約権） (941) (158) (856)

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

　　　　――――  第２回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式

の数　200株）

 　　　　―――― 
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（重要な後発事象）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

───────

 

 

（子会社設立の決議）

　当社は、平成19年12月11日開催の取締役会にお

いて、当社全額出資による子会社の設立決議をし

ております。

 １.子会社設立の理由

    マーケットの拡大している携帯電話向けコン

テンツ事業の拡充が急務となっており、携帯電

話機等の販売を主業務とする子会社を通じて、

キャリア又はその先にいるメーカーとのつなが

りの強化、リアル店舗を利用したお客様に対す

るコンテンツの販売等、携帯電話向けコンテン

ツ事業とのシナジー効果を狙ったものでありま

す。

２.設立する子会社の概要

　 ①会社名 

     株式会社ＭＫコミュニケーションズ

   ②本社所在地 

     東京都港区赤坂三丁目２番６号

   ③設立年月日　

     平成19年12月14日

   ④主な事業内容

      ⅰ携帯電話機、簡易移動体通信機器及び周

辺機器の販売

     ⅱ広告業務の企画、代理店業

   ⑤資本金の額

     50百万円

 　 ⑥取得する株式数

      1,000株（所有割合 100％） 

 

 （子会社株式売却の決議）

  当社は、平成19年12月28日開催の取締役会にお

いて、株式会社ＴＮＫの株式を売却することを決

議し、同日付で売却しております。

 １.株式譲渡の理由

　　ブランドをプロデュースした取締役田中宥久

子からＭＢＯしたいとの申し出があり、当社と

しても美容関連事業多角化のために、今後様々

なブランドを立ち上げていくことを予定してお

り、単一ブランドだけで経営することは考えて

いないため、取締役田中宥久子の申し出を受託

し、株式会社ＴＮＫの株式を売却するものであ

ります。 

（新株予約権の決議）

（1）当社は、平成19年11月29日開催の定時株

主総会において、年額25百万円の範囲で、当社

取締役（社外取締役を除く）に対し、非金銭報

酬として、ストックオプションとしての新株予

約権を発行することを決議しております。　　

　　　　　

 １.取締役に対し新株予約権を発行する理由

    当社の取締役に業績向上や企業価値の増大、

株主重視の経営意識を高めるためのインセン

ティブを与えることを目的とし、職務執行の

対価として、ストックオプションとして新株

予約権を発行するものであります。

 ２.新株予約権の内容

 　 ①新株予約権の目的となる株式の種類及び

数

 　　 普通株式500株を各事業年度に係る定時株

主総会の日から１年以内の日に発行する新

株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる株式数の上限とする。

 　　 なお、当社が株式分割又は株式併合を行

う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる

調整は、新株予約権のうち、当該時点で行

使されていない新株予約権の目的となる株

式について行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数については、これを切り捨てる

ものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

 　　 また、上記のほか、割当日後、株式数の

調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、合理的な範囲で当社は必要と認

める株式数の調整を行う。

 　 ②新株予約権の数

 　　 500個を各事業年度に係る定時株主総会の

日から１年以内の日に発行する新株予約権

の上限とする。なお、新株予約権１個当た

りの目的となる株式数（以下「付与株式

数」という。）は１株とする。（ただし①

に定める株式の数の調整を行った場合は、

付与株式数についても同様の調整を行

う。）

 　 ③新株予約権と引換えに払込む金額

 　　 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要

しないものとする。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 ２.株式の譲渡先

　　①会社名　

 　　 Ｙメソッド・ホールディングス株式会社 

 　 ②本社所在地　

      東京都港区赤坂八丁目６番９号

　  ③当社との関係　

 　　 当社との関係はありません。 

 ３.譲渡株式数および譲渡前後の所有株式の状況

　　①異動前の所有株式数　

 　　 3,400株（所有割合 97.1％） 

 　 ②譲渡株式数　　

      3,400株

　　③異動後の所有株式数　

 　　 　　0株（所有割合 　 0％）

 ４.株式譲渡価格

    136,503,742円 

 ５.株式譲渡の日

　  平成19年12月28日

 　 ④各新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額

 　　 新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額は、新株予約権の行使により交付

を受けることができる株式１株当たりの払

込金額（以下「行使価額」という。）に当

該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金

額とする。

 　　 行使価額は、新株予約権を割当てる日（以

下「割当日」という。）の属する月の前月

の各日（取引が成立しない日を除く。）の

東京証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値（以下「終値」という。）の

平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満

の端数は切り上げる。ただし、その金額が

割当日の終値（当日に終値がない場合は、

それに先立つ直近日の終値。）を下回る場

合は、割当日の終値とする。

 　 　なお、割当日後、当社が当社普通株式に

つき株式分割又は株式併合を行う場合には、

次の算式により行使価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

　　　また、割当日後、当社が当社普通株式に

つき、時価を下回る価額で新株を発行又は

自己株式の処分を行う場合（新株予約権の

行使により新株式を発行する場合を除

く。）は、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切

り上げる。

    

既発行株式数 ＋

新規発行株式数

 ×

１株当り払込金額

調整後

行　使

価　額

＝

調整前

行　使

価　額

×

１株当り時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　    上記のほか、割当日後に、当社が他社と

合併する場合、会社分割を行う場合、資本

減少を行う場合、その他これらの場合に準

じ、行使価額を調整するものとする場合に

は、取締役会の決議により合理的な範囲で

行使価額を調整するものとする。

    ⑤新株予約権を行使することができる期間

 　   新株予約権の割当日から２年経過した日

の翌日から２年以内

 　 ⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

 　　 譲渡による新株予約権の取得については、

取締役会の承認を要するものとする。

 　 ⑦新株予約権の公正価額

 　　 新株予約権の公正価額は、割当日におけ

る当社株価及び行使価額等の諸条件をもと

にブラック・ショールズ・モデルを用いて

算定する。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 　 ⑧新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準

備金に関する事項

 　　 ⅰ新株予約権の行使により株式を発行す

る場合において増加する資本金の額は、会

社計算規則第40条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果１円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り上げる。

 　　 ⅱ新株予約権の行使により株式を発行す

る場合において増加する資本準備金の額は、

前記ⅰの資本金等増加限度額から前記ⅰに

定める増加する資本金の額を減じた額とす

る。

 　 ⑨新株予約権に関するその他の内容につい

ては、別途開催される取締役会の決議に

おいて定める。

 

（2）当社は、平成19年11月29日開催の定時株

主総会において、会社法第236条、第238条及び

第239条の規定に基づき、当社の従業員及び顧

問並びに連結子会社の取締役及び従業員に対し

てストックオプションとして新株予約権を発行

すること及び募集事項の決定を当社取締役に委

任することを決議しております。

 １.特に有利な条件をもって新株予約権を引き

受ける者の募集をすることを必要とする理

由

 　 当社の従業員及び顧問並びに連結子会社の

取締役及び従業員に対し、当社グループの業

績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意

識を高めるためのインセンティブを与えるこ

とを目的とするものであります。

 ２.本総会の決定に基づいて募集事項の決定を

することができる新株予約権の内容

 　 ①新株予約権の目的となる株式の種類及び

数

 　　 普通株式500株を上限とする。

　なお、当社が株式分割又は株式併合を行

う場合、次の算式により目的となる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる

調整は、新株予約権のうち、当該時点で権

利行使されていない新株予約権の目的とな

る株式について行われ、調整の結果生じる

１株未満の端数については、これを切り捨

てるものとする。

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　また、上記のほか、割当日後、株式数の

調整を必要とするやむを得ない事由が生じ

たときは、合理的な範囲で当社は必要と認

める株式数の調整を行う。

    ②新株予約権の数

　500個を上限とする。なお、新株予約権１

個当たりの目的となる株式数（以下「付与

株式数」という。）は１株とする。（ただ

し①に定める株式の数の調整を行った場合

は、付与株式数についても同様の調整を行

う。）

 　 ③新株予約権と引換えに払込む金額

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要

しないものとする。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 　 ④各新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額は、新株予約権の行使により交付

を受けることができる株式１株当たりの払

込金額（以下「行使価額」という。）に当

該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金

額とする。

　行使価額は、新株予約権を割当てる日

（以下「割当日」という。）の属する月の

前月の各日（取引が成立しない日を除

く。）の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（以下「終値」とい

う。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、

１円未満の端数は切り上げる。ただし、そ

の金額が割当日の終値（当日に終値がない

場合は、それに先立つ直近日の終値。）を

下回る場合は、割当日の終値とする。

　なお、割当日後、当社が当社普通株式に

つき株式分割又は株式併合を行う場合には、

次の算式により行使価額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

　また、割当日後、当社が当社普通株式に

つき、時価を下回る価額で新株を発行又は

自己株式の処分を行う場合（新株予約権の

行使により新株式を発行する場合を除

く。）は、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切

り上げる。

    

既発行株式数 ＋

新規発行株式数

 ×

１株当り払込金額

調整後

行　使

価　額

＝

調整前

行　使

価　額

×

１株当り時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　上記のほか、割当日後に、当社が他社と

合併する場合、会社分割を行う場合、資本

減少を行う場合、その他これらの場合に準

じ、行使価額を調整するものとする場合に

は、取締役会の決議により合理的な範囲で

行使価額を調整するものとする。

 　 ⑤新株予約権を行使することができる期間

平成22年４月１日から平成27年３月31日

まで

 　 ⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、

取締役会の承認を要するものとする。
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 　 ⑦新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準

備金に関する事項

　ⅰ新株予約権の行使により株式を発行す

る場合において増加する資本金の額は、会

社計算規則第40条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、

計算の結果１円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り上げる。

　ⅱ新株予約権の行使により株式を発行す

る場合において増加する資本準備金の額は、

前記ⅰの資本金等増加限度額から前記ⅰに

定める増加する資本金の額を減じた額とす

る。

 　 ⑧新株予約権に関するその他の内容につい

ては、別途開催される取締役会の決議にお

いて定める。
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  688,099   421,310   610,598   

２．売掛金  219,124   230,830   250,191   

３．たな卸資産  11,308   12,026   16,131   

４. 販売用不動産  －   72,382   72,599   

５. 関係会社短期貸付
金

 －   330,000   280,000   

６．その他 ※3 12,131   36,828   40,072   

７．貸倒引当金  △657   △1,234   △1,166   

流動資産合計   930,006 88.2  1,102,144 73.7  1,268,427 81.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※1 31,272   26,688   25,951   

２．無形固定資産  31,650   26,671   31,304   

３．投資その他の資産           

 （1）関係会社株式  －   180,000   180,000   

 （2）投資有価証券  －   101,113   1,113   

 （3）その他 ※2 －   58,708   57,782   

 　　 投資その他の資
産合計

※2,3 61,867   339,822   238,895   

固定資産合計   124,790 11.8  393,182 26.3  296,151 18.9

資産合計   1,054,797 100.0  1,495,326 100.0  1,564,578 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 （負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  35,380   31,737   39,539   

２．一年以内返済予定
の長期借入金

 26,040   152,440   156,640   

３．未払費用  42,843   52,835   49,573   

４．未払法人税等  11,649   11,106   49,499   

５．その他  13,319   32,295   33,781   

流動負債合計   129,232 12.3  280,414 18.8  329,034 21.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  22,600   202,560   238,670   

固定負債合計   22,600 2.1  202,560 13.5  238,670 15.3

　　負債合計   151,832 14.4  482,974 32.3  567,704 36.3

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   399,668 37.9  400,028 26.7  400,028 25.6

　２．資本剰余金           

（１）資本準備金  296,665   297,025   297,025   

資本剰余金合計   296,665 28.1  297,025 19.9  297,025 19.0

　３．利益剰余金           

（１）その他利益剰余
金

          

　　繰越利益剰余金  206,630   315,298   299,820   

　　　利益剰余金合計   206,630 19.6  315,298 21.1  299,820 19.1

　　株主資本合計   902,964 85.6  1,012,351 67.7  996,874 63.7

純資産合計   902,964 85.6  1,012,351 67.7  996,874 63.7

負債純資産合計   1,054,797 100.0  1,495,326 100.0  1,564,578 100.0
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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９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   284,005 100.0  297,478 100.0  1,196,130 100.0

Ⅱ　売上原価   114,243 40.2  139,630 46.9  501,100 41.9

売上総利益   169,762 59.8  157,847 53.1  695,029 58.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   120,715 42.5  131,031 44.1  478,822 40.0

営業利益   49,046 17.3  26,816 9.0  216,206 18.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  78 0.0  4,598 1.5  7,388 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  20,838 7.3  3,758 1.2  26,069 2.2

経常利益   28,286 10.0  27,656 9.3  197,525 16.5

Ⅵ　特別損失           

 　１．固定資産除却損 ※３ 112 112 0.0 － － － 770 770 0.1

税引前第１四半期
（当期）純利益

  28,174 9.9  27,656 9.3  196,755 16.4

法人税、住民税及び
事業税

 10,688   10,125   91,524   

法人税等調整額  3,440 14,128 5.0 2,052 12,178 4.1 △2,005 89,519 7.4

第１四半期（当期）
純利益

  14,046 4.9  15,477 5.2  107,236 9.0
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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９月１日　至　平成18年11月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成18年８月31日　残高（千円） 191,750 88,750 88,750 192,584 192,584 473,084 473,084

第１四半期会計期間中の変動額

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

第１四半期純利益（千円）    14,046 14,046 14,046 14,046

第１四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
207,918 207,915 207,915 14,046 14,046 429,879 429,879

平成18年11月30日　残高（千円） 399,668 296,665 296,665 206,630 206,630 902,964 902,964

当第１四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成19年８月31日　残高（千円） 400,028 297,025 297,025 299,820 299,820 996,874 996,874

第１四半期会計期間中の変動額

第１四半期純利益（千円）    15,477 15,477 15,477 15,477

第１四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
   15,477 15,477 15,477 15,477

平成19年11月30日　残高（千円） 400,028 297,025 297,025 315,298 315,298 1,012,351 1,012,351

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益剰余
金

平成18年８月31日　残高（千円） 191,750 88,750 88,750 192,584 192,584 473,084 473,084

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 208,278 208,275 208,275   416,553 416,553

当期純利益（千円）    107,236 107,236 107,236 107,236

事業年度中の変動額合計（千円） 208,278 208,275 208,275 107,236 107,236 523,789 523,789

平成19年８月31日　残高（千円） 400,028 297,025 297,025 299,820 299,820 996,874 996,874
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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９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

(1）有価証券

      満期保有目的の債券  

 　　　　　　同　左

 　　 子会社株式

 　　　　　　同　左

 　　 その他有価証券

 　　　　時価のないもの

 　　　　　　同　左

(1）有価証券

満期保有目的の債券 

 　         同　左

      子会社株式

             同　左

       その他有価証券

         時価のないもの

 　          同　左

 (2）たな卸資産

商品

　総平均法による原価法

仕掛品

個別法による原価法

貯蔵品

総平均法による原価法

 　　　販売用不動産

 　　　　─────

(2）たな卸資産

　　　商品

 　　　　　　同　左

 　　 仕掛品

 　　　　　　同　左

 　　 貯蔵品　

 　　　　　　同　左

 　　　販売用不動産

 　　　　個別法による原価法

 　　　なお、販売用不動産のうち、

賃貸中の物件については、定

額法により減価償却を行って

おります。

(2）たな卸資産

 　　 商品

        　　 同　左

　　　仕掛品

 　　　　　　同　左

　　　貯蔵品

 　　　　　　同　左

 　　 販売用不動産　

 　　　　　　同　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法等に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。

(1）有形固定資産

 　　　　　 同　左

 　　

 

(1）有形固定資産

同　左 

 

 

 (2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期

間（２～５年）に基づく定額法

によっております。

(2）無形固定資産

 　　　　　 同　左

(2）無形固定資産

同　左 

 

 

３. 繰延資産の処理方法            ─────

 

          ─────

 

 

株式交付費

  支出時に全額費用として処理して

おります。

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については、

過去の貸倒実績率を基に算定し

た予想損失率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。

 貸倒引当金

 　　　　　 同　左

 

 貸倒引当金

同　左

 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有者が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

 　 　　　 　同　左

 

 

同　左
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

６．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、特

例処理の要件を満たしているため、

特例処理を採用しております。

 (1)ヘッジ会計の方法

 　 　　　　同　左

 (1)ヘッジ会計の方法

同　左 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ取引

ヘッジ対象　借入金の利息

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象

 　　　　　　同　左

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同　左 

(3)ヘッジ方針

将来の金利変動によるリスク回避

を目的として利用しており、リス

クヘッジ目的以外の取引は行わな

い方針であります。

  (3)ヘッジ方針

 　　　　　　同　左

  (3)ヘッジ方針

同　左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については、特

例処理によっているため有効性の

評価を省略しております。

  (4)ヘッジ有効性評価の方法

 　　　　　　同　左

 

  (4)ヘッジ有効性評価の方法

同　左

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

消費税等の処理について

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

 　 消費税等の処理について　

 　　 　　　同　左

 

 　 消費税等の処理について

同　左 

 

　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９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

──────    (固定資産の減価償却方法の変更）         

    平成19年度の法人税法の改正（（所得税法等

の一部を改正する法律　平成19年３月30日　

法律第６号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年３月30日　政令第83

号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。

　　なお、これに伴う損益への影響は軽微であ

 ります。

  (固定資産の減価償却方法の変更）　

　 　　　　　　　同　左

   

　表示方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

 　　　　　　　　 ――――――

 

 

 （貸借対照表）

 　前第１四半期会計期間まで固定資産の「投資その他の資産」に含め

て表示しておりました「投資有価証券」は総資産の100分の５を超え

たため、当第１四半期会計期間より区分掲記しております。

 　なお、前第１四半期会計期間における「投資有価証券」の金額は、

1,113千円であります。
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　追加情報

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 　　　　　――――――

 

 

  平成19年度の法人税法改正に伴い、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、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。

  なお、この変更に伴う損益への影響は軽微で

あります。

　　　　　 ――――――
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(4）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度末
（平成19年８月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

31,293 千円

※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205 千円

※３　担保提供資産

宅地建物取引業法に伴う供託

投資有価証券　　 　9,999 千円

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

45,066 千円

 ※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205 千円

  ※３　担保提供資産

　　　　　宅地建物取引業法に伴う供託

　　　　　　有価証券　　　　　 9,999 千円

 

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

41,375 千円

 ※２　投資その他の資産に係る貸倒引当金

205 千円

  ※３　担保提供資産

　　　　　宅地建物取引業法に伴う供託

　　　　　　有価証券　　　　　 9,999 千円

 

（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９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

※１　　　　─────── ※１　営業外収益のうち主要なもの

　　　   受取利息　　　　 　  2,202 千円

     　　受取賃貸料           2,390 千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

          受取利息　　　　 　  3,925 千円

     　　 受取賃貸料           3,319 千円

 ※２　営業外費用のうちの主要なもの

支払利息　　　　　   　 399 千円

株式上場関連費用　   17,020 千円

株式交付費　　　　  　3,418 千円

※２　営業外費用のうち主要なもの

 　　　　支払利息　　　　　   2,831 千円

 ※２　営業外費用のうち主要なもの

 　　　　支払利息　　　　　　 4,463 千円

  　　 　株式上場関連費用 　 17,020 千円

  　   　株式交付費　　 　　  3,418 千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。

 

　建物 82 千円

　工具器具備品 29 千円

 112 千円

※３　　　　　───────

 

  

  

  

 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

 あります。

 

　建物 770 千円 

 

４　減価償却実施額

有形固定資産　　　　　3,282 千円

無形固定資産　　　　　3,341 千円

 

   ４　減価償却実施額

 　　　　有形固定資産　　 　　 3,691 千円

         無形固定資産　　 　　 4,632 千円

   

　 ４　減価償却実施額

 　　　　有形固定資産　　　   14,678 千円

         無形固定資産　　　　 16,879 千円

（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９月１日　至　平成18年11月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

当第１四半期会計期間（自　平成19年９月１日　至　平成19年11月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

　リース物件の所有者が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有者が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引は一契約当たりの金額がすべて300万円以下

であるため、中間財務諸表等規則第５条の３

及び財務諸表等規則第８条の６第６項並びに

同ガイドラインの規定に従い、記載を省略し

ております。

      　　　　　同　左   リース物件の所有者が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

は一契約当たりの金額がすべて300万円以下で

あるため、財務諸表等規則第８条の６第６項

及び同ガイドラインの規定に従い、記載を省

略しております。

（有価証券関係）

前第１四半期会計期間末（平成18年11月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当第１四半期会計期間末（平成19年11月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成19年８月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１株当たり純資産額 31,320円31銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
495円39銭

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益

金額

479円47銭

１株当たり純資産額 35,041円60銭

１株当たり第１四半期

純利益金額
535円74銭

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益

金額

532円83銭

１株当たり純資産額 34,505円87銭

１株当たり当期純利益

金額
3,734円89銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益額
3,626円82銭

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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１四半期会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日)

当第１四半期会計期間
(自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日)

前事業年度
(自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日)

第１四半期（当期）純利益

（千円）
14,046 15,477 107,236

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）
14,046 15,477 107,236

期中平均株式数（株） 28,354 28,890 28,712

普通株式増加数（株） 941 158 856

（うち新株予約権） (941) (158) (856)

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回新株予約権（新株予

約権の目的となる株式の数

　200株）

     ──────
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

───────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（子会社設立の決議）

　当社は、平成19年12月11日開催の取締役会にお

いて、当社全額出資による子会社の設立決議をし

ております。

 １.子会社設立の理由

    マーケットの拡大している携帯電話向けコン

テンツ事業の拡充が急務となっており、携帯

電話機等の販売を主業務とする子会社を通じ

て、キャリア又はその先にいるメーカーとの

つながりの強化、リアル店舗を利用したお客

様に対するコンテンツの販売等、携帯電話向

けコンテンツ事業とのシナジー効果を狙った

ものであります。

２.設立する子会社の概要

　 ①会社名 

     株式会社ＭＫコミュニケーションズ

   ②本社所在地 

     東京都港区赤坂三丁目２番６号

   ③設立年月日　

     平成19年12月14日

   ④主な事業内容

      ⅰ携帯電話機、簡易移動体通信機器及び周

辺機器の販売

     ⅱ広告業務の企画、代理店業

   ⑤資本金の額

     50百万円

 　 ⑥取得する株式数

      1,000株（所有割合 100％） 

 

 （子会社株式売却の決議）

  当社は、平成19年12月28日開催の取締役会にお

いて、株式会社ＴＮＫの株式を売却することを決

議し、同日付で売却しております。

 １.株式譲渡の理由

　　ブランドをプロデュースした取締役田中宥久

子からＭＢＯしたいとの申し出があり、当社

としても美容関連事業多角化のために、今後

様々なブランドを立ち上げていくことを予定

しており、単一ブランドだけで経営すること

は考えていないため、取締役田中宥久子の申

し出を受託し、株式会社ＴＮＫの株式を売却

するものであります。 

（新株予約権の決議）

（1）当社は、平成19年11月29日開催の定時株主

総会において、年額25百万円の範囲で、当社取

締役（社外取締役を除く）に対し、非金銭報酬

として、ストックオプションとしての新株予約

権を発行することを決議しております。　　　

　　　　

 １.取締役に対し新株予約権を発行する理由

    当社の取締役に業績向上や企業価値の増大、

株主重視の経営意識を高めるためのインセン

ティブを与えることを目的とし、職務執行の対

価として、ストックオプションとして新株予約

権を発行するものであります。

 ２.新株予約権の内容

 　 ①新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 　　 普通株式500株を各事業年度に係る定時株

主総会の日から１年以内の日に発行する新株

予約権を行使することにより交付を受けるこ

とができる株式数の上限とする。

 　　 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う

場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとする。ただし、かかる調整は、

新株予約権のうち、当該時点で行使されてい

ない新株予約権の目的となる株式について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数につ

いては、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

 　　 また、上記のほか、割当日後、株式数の調

整を必要とするやむを得ない事由が生じたと

きは、合理的な範囲で当社は必要と認める株

式数の調整を行う。

 　 ②新株予約権の数

 　　 500個を各事業年度に係る定時株主総会の

日から１年以内の日に発行する新株予約権の

上限とする。なお、新株予約権１個当たりの

目的となる株式数（以下「付与株式数」とい

う。）は１株とする。（ただし①に定める株

式の数の調整を行った場合は、付与株式数に

ついても同様の調整を行う。）

 　 ③新株予約権と引換えに払込む金額

 　　 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要し

ないものとする。
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前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 ２.株式の譲渡先

　　①会社名　

 　　 Ｙメソッド・ホールディングス株式会社 

 　 ②本社所在地　

      東京都港区赤坂八丁目６番９号

　  ③当社との関係　

 　　 当社との関係はありません。 

 ３.譲渡株式数および譲渡前後の所有株式の状況

　　①異動前の所有株式数　

 　　 3,400株（所有割合 97.1％） 

 　 ②譲渡株式数　　

      3,400株

　　③異動後の所有株式数　

 　　 　　0株（所有割合 　 0％）

 ４.株式譲渡価格

    136,503,742円 

 ５.株式譲渡の日

　  平成19年12月28日

 　 ④各新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額

 　　 新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額は、新株予約権の行使により交付を受

けることができる株式１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」という。）に当該新株予

約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

 　　 行使価額は、新株予約権を割当てる日（以

下「割当日」という。）の属する月の前月の

各日（取引が成立しない日を除く。）の東京

証券取引所における当社普通株式の普通取引

の終値（以下「終値」という。）の平均値に

1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切

り上げる。ただし、その金額が割当日の終値

（当日に終値がない場合は、それに先立つ直

近日の終値。）を下回る場合は、割当日の終

値とする。

 　 　なお、割当日後、当社が当社普通株式につ

き株式分割又は株式併合を行う場合には、次

の算式により行使価額を調整し、調整による

１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

　　　また、割当日後、当社が当社普通株式につ

き、時価を下回る価額で新株を発行又は自己

株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に

より新株式を発行する場合を除く。）は、次

の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    

既発行株式数 ＋

新規発行株式数

 ×

１株当り払込金額

調整後

行　使

価　額

＝

調整前

行　使

価　額

×
１株当り時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

    　上記のほか、割当日後に、当社が他社と合

併する場合、会社分割を行う場合、資本減少

を行う場合、その他これらの場合に準じ、行

使価額を調整するものとする場合には、取締

役会の決議により合理的な範囲で行使価額を

調整するものとする。

    ⑤新株予約権を行使することができる期間

 　   新株予約権の割当日から２年経過した日の

翌日から２年以内

 　 ⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

 　　 譲渡による新株予約権の取得については、

取締役会の承認を要するものとする。

 　 ⑦新株予約権の公正価額

 　　 新株予約権の公正価額は、割当日における

当社株価及び行使価額等の諸条件をもとにブ

ラック・ショールズ・モデルを用いて算定す

る。
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前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 　 ⑧新株予約権の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

 　　 ⅰ新株予約権の行使により株式を発行する

場合において増加する資本金の額は、会社計

算規則第40条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端

数を切り上げる。

 　　 ⅱ新株予約権の行使により株式を発行する

場合において増加する資本準備金の額は、前

記ⅰの資本金等増加限度額から前記ⅰに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

 　 ⑨新株予約権に関するその他の内容について

は、別途開催される取締役会の決議におい

て定める。

 

（2）当社は、平成19年11月29日開催の定時株主

総会において、会社法第236条、第238条及び第

239条の規定に基づき、当社の従業員及び顧問並

びに連結子会社の取締役及び従業員に対してス

トックオプションとして新株予約権を発行する

こと及び募集事項の決定を当社取締役に委任す

ることを決議しております。

 １.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受

ける者の募集をすることを必要とする理由

 　 当社の従業員及び顧問並びに連結子会社の取

締役及び従業員に対し、当社グループの業績向

上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高

めるためのインセンティブを与えることを目的

とするものであります。

 ２.本総会の決定に基づいて募集事項の決定をす

ることができる新株予約権の内容

 　 ①新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　普通株式500株を上限とする。

　なお、当社が株式分割又は株式併合を行う

場合、次の算式により目的となる株式の数を

調整するものとする。ただし、かかる調整は、

新株予約権のうち、当該時点で権利行使され

ていない新株予約権の目的となる株式につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　また、上記のほか、割当日後、株式数の調

整を必要とするやむを得ない事由が生じたと

きは、合理的な範囲で当社は必要と認める株

式数の調整を行う。

    ②新株予約権の数

　500個を上限とする。なお、新株予約権１

個当たりの目的となる株式数（以下「付与株

式数」という。）は１株とする。（ただし①

に定める株式の数の調整を行った場合は、付

与株式数についても同様の調整を行う。）

 　 ③新株予約権と引換えに払込む金額

　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要し

ないものとする。
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前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 　 ④各新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額

　新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額は、新株予約権の行使により交付を受

けることができる株式１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」という。）に当該新株予

約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

　行使価額は、新株予約権を割当てる日（以

下「割当日」という。）の属する月の前月の

各日（取引が成立しない日を除く。）の東京

証券取引所における当社普通株式の普通取引

の終値（以下「終値」という。）の平均値に

1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切

り上げる。ただし、その金額が割当日の終値

（当日に終値がない場合は、それに先立つ直

近日の終値。）を下回る場合は、割当日の終

値とする。

　なお、割当日後、当社が当社普通株式につ

き株式分割又は株式併合を行う場合には、次

の算式により行使価額を調整し、調整による

１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率

　また、割当日後、当社が当社普通株式につ

き、時価を下回る価額で新株を発行又は自己

株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に

より新株式を発行する場合を除く。）は、次

の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    

既発行株式数 ＋

新規発行株式数

 ×

１株当り払込金額

調整後

行　使

価　額

＝

調整前

行　使

価　額

×

１株当り時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　上記のほか、割当日後に、当社が他社と合

併する場合、会社分割を行う場合、資本減少

を行う場合、その他これらの場合に準じ、行

使価額を調整するものとする場合には、取締

役会の決議により合理的な範囲で行使価額を

調整するものとする。

 　 ⑤新株予約権を行使することができる期間

平成22年４月１日から平成27年３月31日ま

で

 　 ⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、

取締役会の承認を要するものとする。
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前第１四半期会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成18年11月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年９月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 　 ⑦新株予約権の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

　ⅰ新株予約権の行使により株式を発行する

場合において増加する資本金の額は、会社計

算規則第40条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端

数を切り上げる。

　ⅱ新株予約権の行使により株式を発行する

場合において増加する資本準備金の額は、前

記ⅰの資本金等増加限度額から前記ⅰに定め

る増加する資本金の額を減じた額とする。

 　 ⑧新株予約権に関するその他の内容について

は、別途開催される取締役会の決議において

定める。
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