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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 653 23.5 △305 ― △304 ― △321 ―

19年８月期第１四半期 529 △23.7 △268 ― △269 ― △595 ―

19年８月期 2,600  △997  △1,002  △2,004  

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 △7,146 72 ― ―

19年８月期第１四半期 △13,264 73 ― ―

19年８月期 △44,592 63 ― ―

(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 3,208 2,628 81.7 58,180 09

19年８月期第１四半期 5,536 4,661 83.2 102,643 56

19年８月期 3,479 2,880 82.2 63,500 74

(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 △195 △42 △13 1,253

19年８月期第１四半期 73 △42 △18 1,619

19年８月期 △843 797 △55 1,507

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８月期 ― ― ― ― ― ―

20年８月期 ― ― ― ―

20年８月期（予想） ― ― ― ― ― ―

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 1,600 44.1 △315 ― △315 ― △320 ― △7,104 16

通期 4,200 61.5 230 ― 230 ― 225 ― 4,995 12
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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　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、16ページ「四半期連結財務諸表作成のための重要な事項」をご覧ください。

(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 188 △2.1 △171 ― △166 ― △278 ―

19年８月期第１四半期 192 △44.7 △165 ― △161 ― △496 ―

19年８月期 847  △578  △567  △3,819  

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 △6,184 46

19年８月期第１四半期 △11,069 70

19年８月期 △84,981 71

(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 3,018 2,766 91.7 61,419 84

19年８月期第１四半期 7,030 6,634 94.4 147,715 94

19年８月期 3,182 2,959 93.0 65,707 62

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 480 23.8 △175 ― △170 ― △175 ― △3,885 09

通期 1,400 65.2 0 ― 10 ― 7 ― 155 40

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

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

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるモバイル市場を取り巻く環境につきましては、携帯電話を利用した様々なサービスが増加して

いく中、成長分野と成熟分野が明確になりつつあり、サービス提供事業者間の競争激化による差別化のため、より高度

なソリューション提供が要請されている状況にあります。

　このような環境の中、当社グループといたしましては、開発リソース確保を目的に平成19年９月において株式の取得

により株式会社マイティークラフトを連結子会社化するとともに、平成19年11月22日開催の定時株主総会においては、

佐古田雅士氏を取締役として選任するなど経営体制の強化を進めております。

 

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は653百万円（前年同期比23.5％増）、経常損失は304百万円（前年同

期は269百万円の損失）、第１四半期純損失は321百万円（前年同期は595百万円の損失）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

（システムソリューション事業）

　システムソリューション事業につきましては、開発要員の確保を目的に平成19年９月に子会社化した、株式会社マイ

ティークラフトが徐々に稼動しはじめた状況にあります。当事業につきましては引き続き、稼働率の向上や効率的な開

発体制の構築に取り組んでいく方針であります。

　この結果、当事業の売上高は320百万円（前年同期比18.3％増）、営業利益は25百万円（前年同期比53.7％増）となり

ました。

（プロダクツ事業）

　プロダクツ事業につきましては、ソフトウェアプロダクトの商品力強化とともにASPへの対応等、販売体制の強化策を

進めている状況であります。また、連結子会社である株式会社コネクトリプロにおいては、携帯電話の液晶を再利用し

た製品及びパーツ販売が継続的に進んでおりますが、一部不採算製品の販売により、利益率が低下しております。

　この結果、当第１四半期における当事業の売上高は69百万円（前年同期比43.9％増）、営業損失は45百万円（前年同

期は67百万円の損失）となりました。

（コンサルティング事業）

　コンサルティング事業につきましては、当社開発リソース逼迫の影響により、他の事業へのリソース配分を優先して

おります。しかしながら、当社グループのポジショニングを維持していく上で重要な事業であるとの認識に変わりなく、

今後とも当事業を強化していく方針であります。

　この結果、当第１四半期における当事業の売上高は1百万円（前年同期比87.6％減）、営業利益は０百万円（前年同期

比27.2％減）となりました。

（サービス事業） 

　サービス事業につきましては、株式会社インクルーズによるモバイル向け広告事業を中心としたものでありますが、

広告単価の低下により利益率が低下しているほか、前期に設立した株式会社スタイルエイチの先行投資の影響により、

販管費が増加しております。

　この結果、当第１四半期における当事業の売上高は261百万円（前年同期比30.8％増）、営業損失は51百万円（前年同

期比は７百万円の損失）となりました。

 

２．連結財政状態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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ254百

万円減少し（前年同期は12百万円の増加） 、当第１四半期連結会計期間末には、1,253百万円となりました。

　また、当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は195百万円（前年同期は73百万円の増加）となり

ました。

　これは主に売上債権の減少213百万円及び減価償却費11百万円等の増加要因があったものの、税金等調整前当期純損

失333百万円が計上されたこと及び仕入債務の増加69百万円等の減少要因によるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は42百万円（前年同期は42百万円の減少）となり

ました。

　これは主に有形固定資産の取得による支出24百万円、無形固定資産の取得による支出9百万円等の減少要因によるも

のであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は13百万円（前年同期は18百万円の減少）となり

ました。

　これは主に長期借入金の返済による支出9百万円等の減少要因によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成20年８月期の見通しにつきましては、多機能化された携帯電話の普及にともない、当社グループが培ってきた

システム開発、ノウハウに対する需要拡大が期待されるものと見込んでおります。このような環境のもと、安定した

収益の確保を目標とし、軸となるシステムソリューション事業においては開発リソースの拡大を図るとともに、稼働

率の向上を重要課題として取り組んでおります。また、販売体制の強化により、高い利益率が見込めるソフトウェア

プロダクトの販売や当社独自のハードウェアを組み込んだプロダクトの販売を目指していきます。

　また、コンサルティング事業につきましては、高度な技術的アプローチにより潜在需要を掘り起こすなど、当社グ

ループにおける重要な事業として注力してまいります。

　これらにより当期の業績見通しにつきましては、平成19年10月19日に発表しましたとおり、売上高4,200百万円、経

常利益230百万円、当期純利益225百万円を予想しております。

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）

　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   1,619,572   1,253,030   1,507,166  

２．受取手形及び
売掛金

  318,470   325,032   495,875  

３．たな卸資産   221,536   369,594   319,681  

４．その他   99,957   61,328   153,310  

貸倒引当金   △3,223   △4,838   △4,004  

流動資産合計   2,256,313 40.8  2,004,146 62.5  2,472,030 71.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※  198,778   153,854   172,116  

２．無形固定資産           

(1）のれん  231,577   82,630   66,248   

(2）その他  156,044 387,621  41,157 123,788  35,033 101,281  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  2,565,121   786,346   602,539   

(2）その他  142,313   155,977   145,873   

貸倒引当金  △13,586 2,693,848  △15,395 926,928  △14,047 734,365  

固定資産合計   3,280,249 59.2  1,204,571 37.5  1,007,764 29.0

資産合計   5,536,562 100.0  3,208,718 100.0  3,479,794 100.0
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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   203,297   157,310   217,409  

２．短期借入金   75,000   ―   ―  

３．１年内返済予定
長期借入金

  30,288   37,219   28,264  

４．賞与引当金   1,430   10,494   ―  

５．その他   181,981   165,046   178,020  

流動負債合計   491,997 8.9  370,070 11.5  423,694 12.2

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   82,091   76,456   61,399  

２．退職給付引当金   17,300   19,180   19,530  

３．関係会社事業損失引
当金

  ―   24,581   58,540  

４．その他   283,491   90,370   35,730  

固定負債合計   382,883 6.9  210,588 6.6  175,199 5.0

負債合計   874,880 15.8  580,658 18.1  598,894 17.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,263,929   3,265,869   3,265,869  

２．資本剰余金   3,537,682   3,538,404   3,538,404  

３．利益剰余金   △2,611,740   △4,342,822   △4,020,905  

４．自己株式   △14,570   △14,570   △14,570  

株主資本合計   4,175,301 75.4  2,446,881 76.3  2,768,798 79.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  390,989   122,097   36,664  

２．為替換算調整勘定   43,739   51,684   54,864  

評価・換算差額等合計   434,728 7.9  173,782 5.4  91,529 2.6

Ⅲ　新株予約権   2,750 0.0  7,395 0.2  7,395 0.2

Ⅳ　少数株主持分   48,902 0.9  ― ―  13,178 0.4

純資産合計   4,661,682 84.2  2,628,059 81.9  2,880,900 82.8

負債純資産合計   5,536,562 100.0  3,208,718 100.0  3,479,794 100.0
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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   529,230 100.0  653,433 100.0  2,600,710 100.0

Ⅱ　売上原価   368,165 69.6  501,503 76.7  1,774,053 68.2

売上総利益   161,065 30.4  151,930 23.3  826,657 31.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  429,575 81.1  457,335 70.0  1,824,166 70.2

営業損失   268,509 △50.7  305,405 △46.7  997,509 △38.4

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  746   932   3,949   

２．受取配当金  ―   ―   1,120   

３．為替差益  58   ―   ―   

４．還付加算金  320   ―   ―   

５．その他  480 1,605 0.3 1,131 2,063 0.3 1,326 6,395 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  2,179   1,152   7,347   

２．株式交付費  14   ―   460   

３．為替差損  ―   1   1,851   

４．その他  ― 2,193 0.4 38 1,193 0.2 1,545 11,204 0.4

経常損失   269,097 △50.8  304,535 △46.6  1,002,318 △38.5

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  1,826   997   597   

２．持分変動利益  ―   ―   66,250   

３．投資有価証券売却益  504   ―   920,563   

４．のれん売却益  ―   ―   4,999   

５．固定資産売却益 ※２ ―   328   ―   

６．新株予約権戻入益  ― 2,330 0.4 ― 1,325 0.2 464 992,875 38.1
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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
（％）

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ ―   ―   3,101   

２．固定資産臨時償却費 ※４ ―   ―   4,850   

３．減損損失 ※５ ―   ―   275,886   

４．投資有価証券評価損  334,830   10,042   1,580,797   

５．投資有価証券売却損  1,413   ―   1,413   

６．関係会社事業損失引
当金繰入額

 ―   5,543   58,540   

７．たな卸資産廃棄損  ―   ―   20,162   

８．たな卸資産評価損  ―   6,774   29,221   

９．事務所改装費用  ― 336,243 63.5 7,570 29,931 4.6 ― 1,973,972 75.9

税金等調整前第１四
半期（当期）純損失

  603,011 △113.9  333,141 △51.0  1,983,415 △76.3

法人税、住民税及び
事業税

 1,540   4,167   6,512   

法人税等調整額  47 1,587 0.3 △2,213 1,953 0.3 59,559 66,072 2.5

少数株主損失   9,503 1.8  13,178 2.0  45,227 1.7

第１四半期（当期）
純損失

  595,095 △112.4  321,916 △49.3  2,004,260 △77.1

           

㈱コネクトテクノロジーズ(3736)平成 20 年８月期第１四半期財務・業績の概況

－ 8 －



(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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年８月31日残高（千円） 3,261,859 3,536,567 △2,016,645 △14,570 4,767,211

第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 2,070 1,115   3,185

第１四半期純損失（千円）   △595,095  △595,095

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）（千
円）

     

第１四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

2,070 1,115 △595,095 ― △591,910

平成18年11月30日残高（千円） 3,263,929 3,537,682 △2,611,740 △14,570 4,175,301

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年８月31日残高（千円） 342,218 42,814 385,033 ― 56,470 5,208,715

第１四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行（千円）      3,185

第１四半期純損失（千円）      △595,095

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）（千
円）

48,770 924 49,695 2,750 △7,568 44,876

第１四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

48,770 924 49,695 2,750 △7,568 △547,033

平成18年11月30日残高（千円） 390,989 43,739 434,728 2,750 48,902 4,661,682
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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）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年８月31日残高（千円） 3,265,869 3,538,404 △4,020,905 △14,570 2,768,798

第１四半期連結会計期間中の変動額

第１四半期純損失（千円）   △321,916  △321,916

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）（千
円）

     

第１四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

― ― △321,916 ― △321,916

平成19年11月30日残高（千円） 3,265,869 3,538,404 △4,342,822 △14,570 2,446,881

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年８月31日残高（千円） 36,664 54,864 91,529 7,395 13,178 2,880,900

第１四半期連結会計期間中の変動額

第１四半期純損失（千円）      △321,916

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）（千
円）

85,433 △3,180 82,253 ― △13,178 69,075

第１四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

85,433 △3,180 82,253 ― △13,178 △252,841

平成19年11月30日残高（千円） 122,097 51,684 173,782 7,395 ― 2,628,059
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年８月31日残高（千円） 3,261,859 3,536,567 △2,016,645 △14,570 4,767,211

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円） 4,010 1,836   5,846

当期純損失（千円）   △2,004,260  △2,004,260

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）（千円）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

4,010 1,836 △2,004,260 ― △1,998,413

平成19年８月31日残高（千円） 3,265,869 3,538,404 △4,020,905 △14,570 2,768,798

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年８月31日残高（千円） 342,218 42,814 385,033 ― 56,470 5,208,715

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円）      5,846

当期純損失（千円）      △2,004,260

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）（千円）

△305,554 12,050 △293,504 7,395 △43,292 △329,401

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△305,554 12,050 △293,504 7,395 △43,292 △2,327,814

平成19年８月31日残高（千円） 36,664 54,864 91,529 7,395 13,178 2,880,900
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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）

純損失
 △603,011 △333,141 △1,983,415

減価償却費  26,046 11,654 167,352

固定資産臨時償却費  ― ― 4,850

減損損失  ― ― 275,886

のれん償却額  14,864 5,266 ―

貸倒引当金の増減額  △1,839 △997 △597

賞与引当金の増減額  △3,670 6,296 △5,100

退職給付引当金の増減額  633 △349 2,862

受取利息及び受取配当金  △746 △932 △5,069

支払利息  2,179 1,152 7,347

為替差損益  △58 1 ―

株式交付費  14 ― 460

投資有価証券売却益  △504 ― △920,563

関係会社事業損失引当金繰入額  ― 5,543 58,540

投資有価証券売却損  1,413 ― 1,413

投資有価証券評価損  334,830 10,042 1,580,797

事務所改装費用  ― 7,570 ―

売上債権の増減額  254,993 213,149 77,126

たな卸資産の増減額  △93,722 △38,493 △190,119

仕入債務の増減額  58,689 △69,057 72,801

未収消費税等及び未払消費税等の

増減額
 △1,412 △769 △5,075

その他  75,683 △5,719 9,225

小計  64,383 △188,781 △851,275

利息及び配当金の受取額  669 680 5,054

利息の支払額  △2,055 △1,021 △6,785

法人税等の支払額  △3,213 △6,531 △4,085

法人税等の還付額  13,553 ― 13,553

営業活動によるキャッシュ・フロー  73,337 △195,654 △843,538
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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     

投資有価証券の取得による支出  ― ― △223,797

投資有価証券の売却による収入  ― ― 1,264,999

連結子会社の自己株式取得による

支出
 ― ― △9,630

連結範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による支出
 ― △457 ―

有形固定資産の売却による収入  ― 1,955 ―

有形固定資産の取得による支出  △32,572 △24,535 △60,478

無形固定資産の取得による支出  △9,811 △9,226 △37,829

営業譲受による支出  ― ― △78,250

敷金保証金の差入による支出  ― ― △6,534

事務所改装費用の支出  ― △7,570 ―

その他  180 △2,265 △51,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △42,203 △42,099 797,479

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減額  △15,000 △1,264 △90,000

長期借入金の返済による支出  △7,572 △9,936 △30,288

少数株主の払込による収入  ― ― 66,250

株式の発行による収入  3,185 ― 5,846

連結子会社の新株予約権の発行に

よる収入
 2,750 ― 2,750

その他  △2,304 △2,508 △10,531

財務活動によるキャッシュ・フロー  △18,941 △13,708 △55,972

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  732 △2,673 2,548

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  12,923 △254,136 △99,482

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,606,648 1,507,166 1,606,648

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四半期末

（期末）残高
※ 1,619,572 1,253,030 1,507,166
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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  （1）連結子会社の数　　５社

連結子会社の名称

 Winnow Technologies Inc.

 ㈱エスエス研究所

 ㈱インクルーズ

 ㈱コネクトリプロ

 ㈱Mobile１

 

 

なお、従来連結子会社であっ

た㈲Mobile1及び㈲１８は、平

成18年８月１日に新設合併に

より消滅し、㈱Mobile１が設

立されたことから、㈱Mobile

１を連結の範囲に含めており

ます。

　また、従来連結子会社で

あった㈱NTCホールディングス

は、平成18年８月14日に連結

子会社㈱インクルーズに吸収

合併されております。

 （1）連結子会社の数　　７社

連結子会社の名称

 Winnow Technologies Inc.

 ㈱エスエス研究所

 ㈱インクルーズ

 ㈱コネクトリプロ

 ㈱Mobile１

 ㈱スタイルエイチ

 ㈱マイティークラフト

 ㈱マイティクラフトについ

ては、当第１四半期連結会計

期間において株式の取得に

よって子会社としたため、連

結の範囲に含めております。

 （1）連結子会社の数　　６社

連結子会社の名称

 Winnow Technologies Inc.

 ㈱エスエス研究所

 ㈱インクルーズ

 ㈱コネクトリプロ

 ㈱Mobile１

 ㈱スタイルエイチ

 

なお、従来連結子会社であっ

た㈲Mobile1及び㈲１８は、平

成18年８月１日に新設合併に

より消滅し、㈱Mobile１が設

立されたことから、㈱Mobile

１を連結の範囲に含めており

ます。

　また、従来連結子会社で

あった㈱NTCホールディングス

は、平成18年８月14日に連結

子会社㈱インクルーズに吸収

合併されております。

　㈱スタイルエイチについて

は、当連結会計年度において

新たに設立したため、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

　　────── 　　────── 　　──────

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

　連結子会社のうちWinnow 

Technologies Inc.の第１四半期決

算日は９月30日、㈱インクルーズ

及び㈱Mobile１の第１四半期決算

日は10月31日であります。四半期

連結財務諸表の作成にあたっては、

第１四半期決算日現在の財務諸表

を使用し、第１四半期連結決算日

との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行って

おります。

　なお、㈱エスエス研究所及び㈱

コネクトリプロの第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。 

　連結子会社のうちWinnow 

Technologies Inc.の第１四半期決

算日は９月30日、㈱インクルーズ

及び㈱Mobile１並びに㈱スタイル

エイチの第１四半期決算日は10月

31日であります。四半期連結財務

諸表の作成にあたっては、第１四

半期決算日現在の財務諸表を使用

し、第１四半期連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。

　また、㈱マイティークラフトの

第１四半期決算日は３月31日であ

ります。四半期連結財務諸表の作

成にあたっては、第１四半期連結

決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しておりま

す。

　なお、㈱エスエス研究所及び㈱

コネクトリプロの第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。 

　連結子会社のうちWinnow 

Technologies Inc.の決算日は６月

30日、㈱インクルーズ及び㈱

Mobile１並びに㈱スタイルエイチ

の決算日は７月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、

決算日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調

整を行っております。

　なお、㈱エスエス研究所及び㈱

コネクトリプロの決算日は、連結

決算日と一致しております。 
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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．会計処理基準に関する事

項

(イ）重要な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

  第１四半期連結決算日の市場

価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

時価のないもの　

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(イ）重要な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

　　同左 

時価のないもの　

　　同左

(イ）重要な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

  連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

を採用しております。

時価のないもの　

　移動平均法による原価法を採

用しております。

 ②　たな卸資産

ａ.商品

  先入先出法による原価法を採

用しております。

ｂ.製品

  先入先出法による原価法を採

用しております。

ｃ.原材料

  リサイクル用携帯電話につい

ては先入先出法、その他の原材

料については移動平均法による

原価法を採用しております。

ｄ.仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

②　たな卸資産

ａ.商品

　　同左

 

ｂ.製品

　　同左

 

ｃ.原材料

　　同左

 

 

 

 

ｄ.仕掛品

　　同左

 

②　たな卸資産

ａ.商品

　　同左

 

ｂ.製品

　　同左

 

ｃ.原材料

　　同左

 

 

 

 

ｄ.仕掛品

　　同左
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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）

 (ロ）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定

率法を、また在外連結子会社は

当該国の会計基準の規定に基づ

く加速度償却法及び定額法を採

用しております。

主な耐用年数

建物　　　　　３～40年

工具器具備品　４～15年 　

　　──────

(ロ）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定

率法を、また在外連結子会社は

当該国の会計基準の規定に基づ

く加速度償却法及び定額法を採

用しております。

主な耐用年数

建物　　　　　３～40年

工具器具備品　２～15年 　

（会計方針の変更）

　当第１四半期連結会計期間よ

り、法人税法の改正に伴い、平

成19年９月１日以降取得の固定

資産については、改正法人税法

の規定する償却方法により、減

価償却費を計上しております。

　なお、この変更による営業損

失、経常損失及び税金等調整前

第１四半期純損失に与える影響

は軽微であります。 

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成

19年８月31日以前取得の固定資

産については、改正前の法人税

法に規定する減価償却の方法の

適用により取得価額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、この変更による営業損

失、経常損失及び税金等調整前

第１四半期純損失に与える影響

は軽微であります。 

(ロ）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

 　定額法を採用しております。

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売可

能期間（３年以内）、自社利用

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）

に基づく定額法を採用しており

ます。

②　無形固定資産

 　定額法を採用しております。

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売可

能期間（３年以内）、自社利用

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）

に基づく定額法を採用しており

ます。また、のれんについては、

毎期均等額を償却しております。

②　無形固定資産

　　同左

 ③　長期前払費用

  定額法を採用しております。

③　長期前払費用

　　同左

③　長期前払費用

　　同左

 （ハ）繰延資産の処理方法

　　株式交付費

　支出時に全額費用処理してお

ります。 

（ハ）繰延資産の処理方法

　　株式交付費

　　──────

（ハ）繰延資産の処理方法

　　株式交付費

　支出時に全額費用処理してお

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）

 (ニ）重要な引当金の計上基準

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。 

②　賞与引当金

　一部の連結子会社では従業員

の賞与の支給に備えるため、支

給対象期間を基礎に当第１四半

期連結会計期間の負担に属する

支給見込額を計上しておりま

す。

③　退職給付引当金

  一部の連結子会社では従業員

の退職給付に備えるため、当第

１四半期連結会計期間末の退職

給付債務（簡便法による期末自

己都合要支給額）を計上してお

ります。

④　関係会社事業損失引当金

　　──────

(ニ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　　同左

 

 

 

 

 

 

②　賞与引当金

　　同左

 

③　退職給付引当金

　　同左

 

 

  

 

 

④　関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業の損失に備え

るため、当社が負担すると見込

まれる損失見込額を計上してお

ります。

(ニ）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　　同左

 

 

 

 

 

 

②　賞与引当金

　一部の連結子会社では従業員

の賞与の支給に備えるため、支

給対象期間を基礎に当連結会計

年度の負担に属する支給見込額

を計上しております。

　但し、当連結会計年度は支給

見込額がないため賞与引当金は

計上しておりません。   

③　退職給付引当金

  一部の連結子会社では従業員

の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末の退職給付債務

（簡便法による期末自己都合要

支給額）を計上しておりま

す。    

④　関係会社事業損失引当金

　　同左

 (ホ）重要な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。 

　なお、在外連結子会社におい

ては、主として通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理を

採用しております。

(ホ）重要なリース取引の処理方法

　　同左

 

 

  

 

 

(ホ）重要なリース取引の処理方法

　　同左

 

 

  

 

 

 (ヘ）その他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

　　消費税等の会計処理

　　　税抜方式によっておりま

　　す。

(ヘ）その他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

　　消費税等の会計処理

　　　　同左

(ヘ）その他連結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

　　　　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

ケ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）

(企業結合に係る会計基準等)

　当第１四半期連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議会　平

成15年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成

17年12月27日　企業会計基準第７号）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準委

員会　平成17年12月27日　企業会計基準適

用指針第10号）を適用しております。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当第１四半期連結会計期間における四

半期連結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(企業結合に係る会計基準等)

　当連結会計年度から「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会　平成15年10月

31日）及び「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年12月

27日　企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準委員会　平

成17年12月27日　企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸表は、

改正後の連結財務諸表規則により作成して

おります。

 

表示方法の変更

 　　該当事項はありません。

追加情報

 　　該当事項はありません。
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(5）注記事項

（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
（平成19年８月31日）

※有形固定資産の減価償却累計額 ※有形固定資産の減価償却累計額 ※有形固定資産の減価償却累計額

 121,967千円  115,470千円  159,623千円 

（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うち主要な費目

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うち主要な費目

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うち主要な費目

及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 32,076千円 

給与手当 152,316千円 

支払手数料 29,877千円 

研究開発費 37,565千円 

のれん償却額 14,864千円 

役員報酬 23,905千円 

給与手当 181,561千円 

支払手数料 28,807千円 

研究開発費 50,837千円 

のれん償却額 5,266千円 

役員報酬 140,025千円 

給与手当 661,856千円 

支払手数料 108,253千円 

研究開発費 214,116千円 

退職給付費用 767千円 

※２　　　　―――――― ※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであ

ります。

　車両運搬具　　　　　　　 　328千円

※２　　　　――――――

※３　　　　―――――― ※３　　　　―――――― ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。

　工具器具備品　　　　　　 1,310千円

　ソフトウェア　　　　　   1,790千円

※４　　　　―――――― ※４　　　　―――――― ※４　固定資産臨時償却費の内容は次のとおり

であります。

ソフトウェア　　　　　　 4,850千円
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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）

※５　　　　―――――― ※５　　　　―――――― ※５　減損損失

　当連結会計年度において、当社は以下の

資産について減損損失を計上いたしました。

用途 種類 場所 

サービス事業

用インター

ネットウェブ

サイト営業権

のれん 
東京都新

宿区

㈱Mobile１ のれん ―

Winnow

Technologie

s Inc. 

のれん ―

遊休資産 

工具器具備品

ソフトウェア

長期前払費用 

東京都新

宿区

  　（減損損失の認識に至った経緯）

　　　当社が所有するサービス事業用インター

ネットウェブサイトの営業権については、

当初想定していた収益を見込めなくなった

ため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減損損失31,499千円を特別損

失に計上しております。

　また、株式取得時に検討した事業計画に

おいて、当初想定していた収益が見込めな

くなったことから、当該投資先に対するも

のについては、全額減損損失とし177,666

千円を特別損失に計上しております。

　遊休資産については、減損の要否を検討

し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

減損損失66,720千円を特別損失に計上して

おります。

   　（減損損失の金額）

種類 金額

 のれん      209,166千円

 工具器具備品 2,261千円

 ソフトウェア 62,302千円

 長期前払費用  2,156千円

  　（グルーピングの方法）

　　　当社は、主として事業の区分をもとに概

ね独立したキャッシュ・フローを生み出す

最小の単位によって資産のグルーピングを

行っており、現在遊休状態にあり、今後も

事業の用に供する予定が極めて不透明なも

のについては遊休資産としてグルーピング

しております。

　（回収可能価額の算定方法等）

　　　回収可能価額は、使用価値として備忘価

額を付しております。
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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

前連結会計年度末株
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（注） 45,105.41 180 ― 45,285.41

合計 45,105.41 180 ― 45,285.41

自己株式

普通株式 372.41 ― ― 372.41

合計 372.41 ― ― 372.41

 （注）発行済株式の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

会社名 内訳
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）

前連結会計
年度末

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

連結子会社 新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 2,750

合計 ― ― ― ― 2,750

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

前連結会計年度末株
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 45,416.41 ― ― 45,416.41

合計 45,416.41 ― ― 45,416.41

自己株式

普通株式 372.41 ― ― 372.41

合計 372.41 ― ― 372.41

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

会社名 内訳
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）

前連結会計
年度末

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

連結子会社 新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 7,395

合計 ― ― ― ― 7,395
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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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
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（注） 45,105.41 311 ― 45,416.41

合計 45,105.41 311 ― 45,416.41

自己株式

普通株式 372.41 ― ― 372.41

合計 372.41 ― ― 372.41

 （注）発行済株式の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

会社名 内訳
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） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

連結子会社 新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 7,395

合計 ― ― ― ― 7,395
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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１四半期連結会計

期間末残高と四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の第１四半期連結会計

期間末残高と四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※　現金及び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18年11月30日現在）  （平成19年11月30日現在）  （平成19年８月31日現在）

 現金及び預金勘定 1,619,572千円 

 現金及び現金同等物 1,619,572千円 

 現金及び預金勘定 1,253,030千円 

 現金及び現金同等物 1,253,030千円 

 現金及び預金勘定 1,507,166千円 

 現金及び現金同等物 1,507,166千円 
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（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．借主側 １．借主側 １．借主側

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)

工具器具備品 24,761 17,932 6,829

合計 24,761 17,932 6,829

 

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)

工具器具備品 10,192 7,596 2,596

合計 10,192 7,596 2,596

 

取得価
額相当
額
 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
 
(千円)

工具器具備品 10,192 7,086 3,105

合計 10,192 7,086 3,105

②未経過リース料第１四半期末残高相当額等

　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等

　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等 

　未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,483千円

１年超 2,719千円

合計 7,203千円

１年内 1,807千円

１年超 945千円

合計 2,752千円

１年内 2,155千円

１年超 1,096千円

合計 3,251千円

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

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

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 1,687千円

減価償却費相当額 1,566千円

支払利息相当額 70千円

支払リース料 553千円

減価償却費相当額 509千円

支払利息相当額 20千円

支払リース料 5,764千円

減価償却費相当額 5,280千円

支払利息相当額 196千円

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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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．貸主側 ────── ２．貸主側

①リース物件の取得価額、減価償却累計額、

減損損失累計額及び第１四半期末残高

①リース物件の取得価額、減価償却累計額、

減損損失累計額及び期末残高

 

 

取得価
額
 
(千円)

減価償
却累計
額
(千円)

第１四
半期末
残高
(千円)

工具器具備品 100,000 44,482 55,517

合計 100,000 44,482 55,517

 

取得価
額
 
(千円)

減価償
却累計
額
(千円)

期末残
高
 
(千円)

工具器具備品 100,000 61,408 38,591

合計 100,000 61,408 38,591

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 33,870千円

１年超 23,546千円

合計 57,417千円

１年内 32,175千円

１年超 －千円

合計 32,175千円

③受取リース料、減価償却費及び受取利息相

当額

③受取リース料、減価償却費及び受取利息相

当額

受取リース料 9,000千円

減価償却費 5,641千円

受取利息相当額 796千円

受取リース料 36,000千円

減価償却費 22,567千円

受取利息相当額 2,554千円

④利息相当額の算定方法

　　利息相当額の各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

④利息相当額の算定方法

　　利息相当額の各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

（減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

（減損損失について）

　　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 
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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．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 288,460 947,690 659,230

合計 288,460 947,690 659,230

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券  

非上場株式 1,597,431

非上場転換社債型新株予約権付社債 20,000

 　　　（注）当第１四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について、334,830千円の減損処理

を行っております。

 

当第１四半期連結会計期間末（平成19年11月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

（１）株式 187,737 393,511 205,773

（２）債権    

　　　　その他 49,830 49,893 63

合計 237,567 443,404 205,837

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券  

非上場株式 287,941

非上場転換社債型新株予約権付社債 55,000

 　　　（注）当第１四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について、10,042千円の減損処理を

行っております。
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前連結会計年度（平成19年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

株式 187,737 249,555 61,817

合計 187,737 249,555 61,817

 　　　（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、16,920千円の減損処理を行っており

ます。

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）

 その他有価証券  

非上場株式 297,984

非上場転換社債型新株予約権付社債 55,000

 　　　（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について、1,563,877千円の減損処理を行って

おります。

（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）及び前連結会計年度（自平成18年９月１日　至平成19年８月31日）

　当社グループは、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。
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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）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。 

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 会社名 連結子会社㈱コネクトリプロ 同左

 決議年月日 平成18年５月10日臨時株主総会決議 同左

 付与対象者の区分及び人数

当社子会社取締役　　１名

当社子会社従業員　　５名

 

当社子会社取締役　　５名

当社子会社監査役　　１名

当社子会社従業員　　２名

 株式の種類及び付与数 普通株式 220株 普通株式 500株

 付与日 平成18年９月20日 同左

 権利確定条件  該当事項はありません  同左

 対象勤務期間  該当事項はありません  同左

 権利行使期間
 平成20年５月11日から平成27年５月31日

まで

 平成18年10月１日から平成22年９月30日

まで

 権利行使価格（円）  50,000  100,000

 付与日における公正な評価単価（円） 　―  　5,442

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．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。
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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．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　株式報酬費用　5,109千円

特別利益　　　　　新株予約権戻入益　  464千円

２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

 会社名 提出会社 同左 同左 同左

 決議年月日
平成14年２月21日
臨時株主総会決議

平成15年２月21日 
臨時株主総会決議 

平成15年７月24日 
臨時株主総会決議 

平成16年11月25日
定時株主総会決議

付与対象者の区

分及び数

当社取締役　　２名

当社従業員　　14名

当社取締役　　１名　　

当社従業員　　８名

社外の協力者　２名

当社取締役　　４名

当社監査役　　１名

当社従業員　　15名

社外の協力者　６名

当社監査役　　２名

当社従業員　　17名

株式の種類及び

付与数
普通株式 100株  普通株式 88株  普通株式 281株 普通株式 470株

付与日 平成14年２月25日  平成15年２月21日  平成15年8月20日 平成17年６月８日

権利確定条件  該当事項はありません  同左  同左  同左

対象勤務期間  該当事項はありません  同左  同左  同左

権利行使期間
平成16年３月１日から

平成21年２月28日まで

平成17年３月１日から

平成22年２月28日まで

平成15年８月26日から

平成25年７月23日まで

平成17年９月１日から

平成26年11月25日まで

権利行使価格

（円）
13,334 16,112 26,667 564,624

付与日における

公正な評価単価

（円）

　― 　― 　― 　―

㈱コネクトテクノロジーズ(3736)平成 20 年８月期第１四半期財務・業績の概況

－ 29 －



 会社名
連結子会社
㈱コネクトリプロ 

同左
連結子会社
㈱インクルーズ

決議年月日
平成18年５月10日臨時

株主総会決議 
同左 

平成19年６月22日臨時

株主総会決議

付与対象者の区

分及び数

当社子会社取締役１名

当社子会社従業員５名

当社子会社取締役５名

当社子会社監査役１名

当社子会社従業員２名 

 当社子会社従業員70名

株式の種類及び

付与数
普通株式 220株 普通株式 500株  普通株式 240株

付与日 平成18年９月20日 同左 平成19年７月１日 

権利確定条件

①同社株式が、証券取引

所に上場された場合に

限り、新株予約権の権

利行使ができるものと

する。

②新株予約権は、権利

行使期間到来までの間、

原則として同社又は同

社関係会社の取締役、

監査役、従業員の地位

にあることを要するも

のとする。 

該当事項はありません  ①同社株式が、証券取

引所に上場された場合

に限り、新株予約権の

権利行使ができるもの

とする。

②新株予約権は、権利

行使期間到来までの間、

原則として同社又は同

社関係会社の取締役、

監査役、従業員の地位

にあることを要するも

のとする。 

対象勤務期間 該当事項はありません 同左 同左 

権利行使期間
平成20年５月11日から

平成27年５月31日まで

平成18年10月１日から

平成22年９月30日まで

平成21年７月１日から

平成29年６月30日まで

権利行使価格

（円）
50,000 100,000 41,600

付与日における

公正な評価単価

（円）

23,227   5,442  ―

（注）付与日現在の株式数に換算して記載しております。

　なお、平成15年11月27日及び平成16年７月20日にそれぞれ1：3の株式分割を実施しております。これにより、ス

トックオプション数が調整されております。
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(6）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）

システムソ
リューショ
ン事業
（千円）

プロダクツ
事業
（千円）

コンサル
ティング事
業
（千円）

サービス事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する
売上高

271,121 48,443 9,497 200,168 529,230 ― 529,230

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高

973 2,000 ― 1,010 3,983 △3,983 ―

計 272,094 50,443 9,497 201,178 533,213 △3,983 529,230

営業費用 255,417 118,100 8,939 208,702 591,159 206,580 797,740

営業利益又は営業損
失（△）

16,676 △67,657 558 △7,523 △57,945 △210,563 △268,509

　（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基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。
 

２． 各区分に属する主な事業内容
事業区分 事業内容

システムソリューション事業
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステ
ム開発、サーバ構築、運用等

プロダクツ事業

当社グループが蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を
容易にするユーティリティ・ソフト）やライブラリ（プロ
グラムの集合体）、エンジン（特定の処理を行う際の中心
機能）といったソフトウエア、プロダクツとして提供する
事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等

コンサルティング事業
移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサー
ビス展開を検討している企業向けのコンサルティング及び
システム開発等

サービス事業 エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供

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

 
当第１四半期
連結会計期間
（千円）

主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能
営業費用の金額

207,713 当社の管理部門に係る費用であります。
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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）

システムソ
リューショ
ン事業
（千円）

プロダクツ
事業
（千円）

コンサル
ティング事
業
（千円）

サービス事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する
売上高

320,650 69,689 1,178 261,914 653,433 ― 653,433

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高

1,105 1,577 ― ― 2,682 △2,682 ―

計 321,755 71,267 1,178 261,914 656,115 △2,682 653,433

営業費用 296,130 117,022 772 313,249 727,175 231,663 958,838

営業利益又は営業損
失（△）

25,625 △45,755 406 △51,335 △71,059 △234,345 △305,405

　（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基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。
 

２． 各区分に属する主な事業内容
事業区分 事業内容

システムソリューション事業
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステ
ム開発、サーバ構築、運用等

プロダクツ事業

当社グループが蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を
容易にするユーティリティ・ソフト）やライブラリ（プロ
グラムの集合体）、エンジン（特定の処理を行う際の中心
機能）といったソフトウエア、プロダクツとして提供する
事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等

コンサルティング事業
移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサー
ビス展開を検討している企業向けのコンサルティング及び
システム開発等

サービス事業
エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供、携帯電
話向けソフトウェアの検証請負等

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

 
当第１四半期
連結会計期間
（千円）

主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能
営業費用の金額

233,504 当社の管理部門に係る費用であります。
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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）

システムソ
リューショ
ン事業
（千円）

プロダクツ
事業
（千円）

コンサル
ティング事
業
（千円）

サービス事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する
売上高

1,285,950 405,179 46,190 863,389 2,600,710 ― 2,600,710

(2）セグメント間の内
部売上高又は振替
高

3,096 2,120 4,800 8,673 18,690 △18,690 ―

計 1,289,046 407,300 50,990 872,063 2,619,400 △18,690 2,600,710

営業費用 1,090,911 725,221 47,434 911,106 2,774,674 823,545 3,598,220

営業利益又は営業損
失（△）

198,135 △317,921 3,555 △39,043 △155,273 △842,236 △997,509

　（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基づき、市場及び事業形態を考慮して決定しております。
 

２． 各区分に属する主な事業内容
事業区分 事業内容

システムソリューション事業
主に携帯電話を利用したサービスを実現するためのシステ
ム開発、サーバ構築、運用等

プロダクツ事業

当社グループが蓄積してきたノウハウを、ツール（開発を
容易にするユーティリティ・ソフト）やライブラリ（プロ
グラムの集合体）、エンジン（特定の処理を行う際の中心
機能）といったソフトウエア、プロダクツとして提供する
事業及び、ハードウエアの設計、開発、販売等

コンサルティング事業
移動体通信キャリア、端末メーカー、携帯電話向けのサー
ビス展開を検討している企業向けのコンサルティング及び
システム開発等

サービス事業
エンドユーザーに向けて直接通信サービスを提供、携帯電
話向けソフトウェアの検証請負等

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

 
当連結会計年度

（千円）
主な内容

消去又は全社の項目に含めた配賦不能
営業費用の金額

838,044 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）、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）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が 90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

【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）、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）

　海外売上高は、連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（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 102,643.56円

１株当たり第１四半期

純損失金額
13,264.73円

１株当たり純資産額 58,180.09円

１株当たり第１四半期

純損失金額
7,146.72円

１株当たり純資産額 63,500.74円

１株当たり当期純損失

金額
44,592,63円

 なお、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、潜在株

式は存在するものの１株当たり第１四

半期純損失であるため記載しておりま

せん。

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　（注）　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。

 
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株当たり第１四半期（当期）純

損失金額
   

第１四半期（当期）純損失（千

円）
595,095 321,916 2,004,260

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）純損失（千円）
595,095 321,916 2,004,260

期中平均株式数（株） 44,863 45,044 44,946

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）純損失の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

新株予約権４種類（新株

予約権の目的となる株式

の数2,470株）

新株予約権４種類（新株

予約権の目的となる株式

の数2,180株）

新株予約権４種類（新株

予約権の目的となる株式

の数2,190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）

────── ────── １．株式会社マイティークラフトの株

式取得について

平成19年９月20日開催の取締役会

において、開発要員のリソース確保

を目的とし、平成19年９月下旬に株

式会社マイティークラフトの株式を

取得し、子会社化することを決議い

たしました。

(1) 取得する子会社の概要

① 商号

株式会社マイティークラフト

 ② 所在地

東京都豊島区南池袋二丁目34番５

号

③ 事業内容

ＷＥＢサイト・携帯サイトの企画・

開発・運用など

④ 資本金　10,000千円

(2) 株式譲受内容

株式譲受に関する決議内容は、譲

受株式は同社発行済株式数の100％の

200株、譲受価格は31,200千円であり

ます。
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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   1,400,327   1,138,774   1,355,246  

２．受取手形   330   ―   ―  

３．売掛金   166,770   131,018   172,042  

４．たな卸資産   44,274   17,397   18,003  

５．関係会社短期貸付金   ―   668,000   580,000  

６．その他 ※２  233,323   28,621   113,437  

貸倒引当金   △1,002   △50,220   △1,032  

流動資産合計   1,844,023 26.2  1,933,591 64.1  2,237,697 70.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  114,154   44,941   84,427  

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  142,780   17,828   19,471   

(2）その他  34,003 176,784  290 18,119  290 19,761  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  2,565,121   786,346   602,539   

(2）関係会社株式  1,475,000   150,115   115,477   

(3）関係会社社債  633,851   ―   ―   

(4）関係会社長期貸付
金

 ―   155,000   170,000   

(5）その他  221,349   85,010   85,563   

貸倒引当金  ― 4,895,322  △155,000 1,021,472  △132,735 840,844  

固定資産合計   5,186,260 73.8  1,084,532 35.9  945,033 29.7

資産合計   7,030,284 100.0  3,018,124 100.0  3,182,731 100.0
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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   89,921   26,253   24,735  

２．未払法人税等   4,775   3,903   11,696  

３．その他 ※２  35,228   50,047   60,365  

流動負債合計   129,925 1.8  80,204 2.6  96,797 3.0

Ⅱ　固定負債           

１．関係会社事業損失引
当金

  ―   87,558   101,046  

２．その他   265,993   83,766   25,153  

固定負債合計   265,993 3.8  171,324 5.7  126,199 4.0

負債合計   395,918 5.6  251,529 8.3  222,997 7.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   3,263,929   3,265,869   3,265,869  

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  3,534,832   3,535,554   3,535,554   

(2）その他資本剰余金  2,850   2,850   2,850   

資本剰余金合計   3,537,682   3,538,404   3,538,404  

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  △543,665   △4,145,206   △3,866,633   

利益剰余金合計   △543,665   △4,145,206   △3,866,633  

４．自己株式   △14,570   △14,570   △14,570  

株主資本合計   6,243,376 88.8  2,644,497 87.6  2,923,069 91.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  390,989   122,097   36,664  

評価・換算差額等合計   390,989 5.6  122,097 4.1  36,664 1.2

純資産合計   6,634,365 94.4  2,766,595 91.7  2,959,734 93.0

負債純資産合計   7,030,284 100.0  3,018,124 100.0  3,182,731 100.0
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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   192,091 100.0  188,104 100.0  847,401 100.0

Ⅱ　売上原価   143,389 74.6  124,424 66.2  570,007 67.3

売上総利益   48,701 25.4  63,679 33.8  277,394 32.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費   213,769 111.3  235,319 125.1  856,142 101.0

営業損失   165,067 △85.9  171,639 △91.3  578,747 △68.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,807 2.5  5,561 3.0  14,602 1.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  864 0.5  553 0.3  3,005 0.3

経常損失   161,124 △83.9  166,630 △88.6  567,151 △66.9

Ⅵ　特別利益 ※３  2,036 1.0  39,747 21.1  927,798 109.4

Ⅶ　特別損失 ※４  336,243 175.0  150,436 79.9  4,122,085 486.4

税引前第１四半期
（当期）純損失

  495,332 △257.9  277,320 △147.4  3,761,438 △443.9

法人税、住民税及び
事業税

 1,341   1,252   5,010   

法人税等調整額  △54 1,287 0.6 ― 1,252 0.7 53,139 58,149 6.8

第１四半期（当期）
純損失

  496,619 △258.5  278,572 △148.1  3,819,588 △450.7
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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９月１日　至　平成18年11月30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

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金

繰越利益
剰余金

平成18年８月31日残高
（千円）

3,261,859 3,533,717 2,850 3,536,567 △47,045 △14,570 6,736,811 342,218 7,079,029

第１四半期会計期間中の
変動額

新株の発行（千円） 2,070 1,115  1,115   3,185  3,185

第１四半期純損失（千
円）

    △496,619  △496,619  △496,619

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）

       48,770 48,770

第１四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

2,070 1,115 ― 1,115 △496,619 ― △493,434 48,770 △444,664

平成18年11月30日残高
（千円）

3,263,929 3,534,832 2,850 3,537,682 △543,665 △14,570 6,243,376 390,989 6,634,365

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
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

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金

繰越利益
剰余金

平成19年８月31日残高
（千円）

3,265,869 3,535,554 2,850 3,538,404 △3,866,633 △14,570 2,923,069 36,664 2,959,734

第１四半期会計期間中の
変動額

第１四半期純損失（千
円）

    △278,572  △278,572  △278,572

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）

       85,433 85,433

第１四半期会計期間中の
変動額合計（千円）

― ― ― ― △278,572 ― △278,572 85,433 △193,138

平成19年11月30日残高
（千円）

3,265,869 3,535,554 2,850 3,538,404 △4,145,206 △14,570 2,644,497 122,097 2,766,595
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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９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

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金

繰越利益
剰余金

平成18年８月31日残高
（千円）

3,261,859 3,533,717 2,850 3,536,567 △47,045 △14,570 6,736,811 342,218 7,079,029

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 4,010 1,836  1,836   5,846  5,846

当期純損失（千円）     △3,819,588  △3,819,588  △3,819,588

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）
（千円）

       △305,554 △305,554

事業年度中の変動額合
計
（千円）

4,010 1,836 ― 1,836 △3,819,588 ― △3,813,741 △305,554 △4,119,295

平成19年８月31日残高
（千円）

3,265,869 3,535,554 2,850 3,538,404 △3,866,633 △14,570 2,923,069 36,664 2,959,734
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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

①　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用

しております。 

②　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。

　時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用

しております。

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

 

②　その他有価証券

　時価のあるもの

同左

 

 

 

 

　時価のないもの

同左

 

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

 

②　その他有価証券

　時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用してお

ります。

　時価のないもの

同左

 

 (2）たな卸資産

①　原材料

　移動平均法による原価法を採

用しております。

②　仕掛品

　個別法による原価法を採用して

おります。

(2）たな卸資産

①　原材料

──────

 

②　仕掛品

同左

 

(2）たな卸資産

①　原材料

　移動平均法による原価法を採

用しております。

②　仕掛品

同左

 

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

主な耐用年数

建物　　　　　　　　３～15年

工具器具備品　　　　４～15年

　　──────

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

（会計方針の変更）

　当第１四半期会計期間より、

法人税法の改正に伴い、平成19

年９月１日以降取得の固定資産

については、改正法人税法の規

定する償却方法により、減価償

却費を計上しております。

　なお、この変更による営業損

失、経常損失及び税引前第１四

半期純損失に与える影響は軽微

であります。 

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成

19年８月31日以前取得の固定資

産については、改正前の法人税

法の規定する減価償却の方法の

適用により取得価額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、この変更による営業損

失、経常損失及び税引前第１四

半期純損失に与える影響は軽微

であります。 

(1）有形固定資産

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）

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売可

能期間（３年以内）、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）に基づく定額法を採用して

おります。また、のれんについ

ては、５年間で毎期均等額を償

却しております。

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売可

能期間（３年以内）、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）に基づく定額法を採用して

おります。

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、見込販売可

能期間（３年以内）、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）に基づく定額法を採用して

おります。また、のれんについ

ては、５年間で毎期均等額を償

却しております。

 (3）長期前払費用

定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

──────

(3）長期前払費用

定額法を採用しております。

３．繰延資産の処理方法 　株式交付費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

　株式交付費

──────

　株式交付費

　支出時に全額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。

(2）関係会社事業損失引当金

──────

(1）貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

(2）関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業の損失に備える

ため、当社が負担すると見込まれ

る損失見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

(2）関係会社事業損失引当金

同左

 

 

 

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．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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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）

 （企業結合に係る会計基準等）

　当第１四半期会計期間から「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議会　平

成15年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　

平成17年12月27日　企業会計基準第７

号）並びに「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。

　なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当第１四半期会計期間における四半

期財務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

──────  （企業結合に係る会計基準等）

　当事業年度から「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会　平成15年10月

31日）及び「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年12

月27日　企業会計基準第７号）並びに

「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準

委員会　平成17年12月27日　企業会計基

準適用指針第10号）を適用しておりま

す。

　なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における財務諸表は、改正後

の財務諸表等規則により作成しておりま

す。
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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）

――――――――

 

（四半期貸借対照表関係） 

１．　前第１四半期まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「関係会社短期貸付金」については、

資産の総額の100分の５を超えたため、区分掲記する

ことといたしました。

　なお、前第１四半期末の「関係会社短期貸付金」は

140,000千円であります。

２．　前第１四半期まで投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しておりました「関係会社長期貸付金」に

ついては、資産の総額の100分の５を超えたため、区

分掲記することといたしました。

　なお、前第１四半期末の「関係会社長期貸付金」は

135,000千円であります。

 

追加情報

 　　該当事項はありません。
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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 

74,215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、金額的重要性が乏しいた

め、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。

※１　有形固定資産の減価償却累計額 

35,786千円

※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、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 94,294千円

※２　　　　――――――――

（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　営業外収益のうち主要なもの 

受取利息                 1,619千円

有価証券利息             2,392千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息                 4,758千円

有価証券利息               251千円

設備負担金                 551千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息                10,582千円

有価証券利息               325千円

受取配当金               1,120千円

設備負担金               1,762千円

 

※２　営業外費用のうち主要なもの 

賃貸原価                   850千円

 

※２　営業外費用のうち主要なもの

賃貸原価                   553千円

 

※２　営業外費用のうち主要なもの

株式交付費                 132千円

賃貸原価                 2,872千円

 

※３　　　　――――――

 

 

※３　特別利益の内訳

貸倒引当金戻入益           246千円

関係会社事業損失引当金戻入益

                        39,501千円

※３　特別利益の内訳

貸倒引当金戻入益         2,235千円

投資有価証券売却益     920,563千円

のれん売却益             4,999千円

 

※４　特別損失の内訳

投資有価証券評価損   334,830千円

※４　特別損失の内訳

関係会社事業損失引当金繰入額

                        26,014千円

関係会社株式評価損      42,681千円

投資有価証券評価損      10,042千円

貸倒引当金繰入額        71,698千円

※４　特別損失の内訳

たな卸資産評価損         7,200千円

固定資産除却損             441千円

固定資産臨時償却費       4,850千円

減損損失                98,220千円

貸倒損失                12,861千円

関係会社事業損失引当金繰入額  

                       800,973千円

関係会社株式評価損   1,482,592千円

投資有価証券評価損   1,580,797千円

投資有価証券売却損       1,413千円

貸倒引当金繰入額       132,735千円
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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）

※５　　　　―――――― ※５　　　　―――――― ※５　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上いたしま

した。

用途 種類 場所 

サービス事業

用インター

ネットウェブ

サイト営業権

のれん 東京都新宿区

遊休資産

工具器具備品

ソフトウェア

長期前払費用 

東京都新宿区

  　（減損損失の認識に至った経緯）

　　　当社が所有するサービス事業用インター

ネットウェブサイトの営業権については、

当初想定していた収益を見込めなくなった

ため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減損損失31,499千円を特別損

失に計上しております。

　遊休資産については、減損の要否を検討

し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

減損損失66,720千円を特別損失に計上して

おります。

   　（減損損失の金額）

種類 金額

 のれん      31,499千円

 工具器具備品 2,261千円

 ソフトウェア 62,302千円

 長期前払費用  2,156千円

  　（グルーピングの方法）

　　　当社は、主として事業の区分をもとに概

ね独立したキャッシュ・フローを生み出す

最小の単位によって資産のグルーピングを

行っており、現在遊休状態にあり、今後も

事業の用に供する予定が極めて不透明なも

のについては遊休資産としてグルーピング

しております。

　（回収可能価額の算定方法等）

　　　回収可能価額は、使用価値として備忘価

額を付しております。

　６　減価償却実施額

有形固定資産             9,620千円

無形固定資産            12,100千円

　６　減価償却実施額

有形固定資産             2,899千円

無形固定資産             1,642千円

　６　減価償却実施額

有形固定資産            39,670千円

無形固定資産            47,274千円

㈱コネクトテクノロジーズ(3736)平成 20 年８月期第１四半期財務・業績の概況

－ 47 －



（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

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）

自己株式     

普通株式 372.41 ― ― 372.41

合計 372.41 ― ― 372.41

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

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）

自己株式     

普通株式 372.41 ― ― 372.41

合計 372.41 ― ― 372.41

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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

自己株式     

普通株式 372.41 ― ― 372.41

合計 372.41 ― ― 372.41
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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．借主側 １．借主側 １．借主側

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)

工具器具備品 15,991 12,343 3,648

合計 15,991 12,343 3,648

 
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)

工具器具備品 6,991 5,942 1,049

合計 6,991 5,942 1,049

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

工具器具備品 6,991 5,592 1,398

合計 6,991 5,592 1,398

①　未経過リース料第１四半期末残高相当額

等

未経過リース料第１四半期末残高相当

額

①　未経過リース料第１四半期末残高相当額

等

未経過リース料第１四半期末残高相当

額

①　未経過リース料期末残高相当額等

 

未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,838千円

１年超 1,140千円

合計 3,978千円

１年内 1,140千円

１年超 －千円

合計 1,140千円

１年内 1,512千円

１年超 －千円

合計 1,512千円

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

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

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 912千円

減価償却費相当額 799千円

支払利息相当額 55千円

支払リース料 386千円

減価償却費相当額 349千円

支払利息相当額 13千円

支払リース料 3,476千円

減価償却費相当額 3,048千円

支払利息相当額 152千円

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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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．貸主側 ────── ２．貸主側

①　リース物件の取得価額、減価償却累計額、

減損損失累計額及び第１四半期末残高

 ①　リース物件の取得価額、減価償却累計額、

減損損失累計額及び期末残高

 
取得価額
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

第１四半
期末残高
(千円)

工具器具備品 100,000 44,482 55,517

合計 100,000 44,482 55,517

 
取得価額
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

期末残高
(千円)

工具器具備品 100,000 61,408 38,591

合計 100,000 61,408 38,591

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

１年内 33,870千円

１年超 23,546千円

合計 57,417千円

１年内 32,175千円

１年超 －千円

合計 32,175千円

③　受取リース料、減価償却費及び受取利息

相当額

 ③　受取リース料、減価償却費及び受取利息

相当額

受取リース料 9,000千円

減価償却費 5,641千円

受取利息相当額 796千円

受取リース料 36,000千円

減価償却費 22,567千円

受取利息相当額 2,554千円

④　利息相当額の算定方法

　利息相当額の各期への配分方法について

は、利息法によっております。

 

 

④　利息相当額の算定方法

　利息相当額の各期への配分方法について

は、利息法によっております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

 

 

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。
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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11月30日）、当第１四半期会計期間末（平成19年11月30日）及び前事業年度

末（平成19年8月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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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 147,715.94円

１株当たり第１四半期

純損失金額
11,069.70円

１株当たり純資産額 61,419.84円

１株当たり第１四半期

純損失金額
6,184.46円

１株当たり純資産額 65,707.62円

１株当たり当期純損失

金額
84,981.71円

　なお、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、潜在

株式は存在するものの１株当たり第１

四半期純損失であるため記載しており

ません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　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。

 
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株当たり第１四半期（当期）純

損失金額
   

第１四半期（当期）純損失（千

円）
496,619 278,572 3,819,588

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）純損失（千円）
496,619 278,572 3,819,588

期中平均株式数（株） 44,863 45,044 44,946

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

新株予約権４種類（目的

となる株式の数2,470株）

新株予約権４種類（目的

となる株式の数2,180

株） 

新株予約権４種類（目的

となる株式の数2,190

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）

────── ────── １．株式会社マイティークラフトの株

式取得について

平成19年９月20日開催の取締役会

において、開発要員のリソース確保

を目的とし、平成19年９月下旬に株

式会社マイティークラフトの株式を

取得し、子会社化することを決議い

たしました。

(1) 取得する子会社の概要

① 商号

株式会社マイティークラフト

 ② 所在地

東京都豊島区南池袋二丁目34番５

号

③ 事業内容

 ＷＥＢサイト・携帯サイトの企画・

開発・運用など

④ 資本金　10,000千円

(2) 株式譲受内容

株式譲受に関する決議内容は、譲

受株式は同社発行済株式数の100％の

200株、譲受価格は31,200千円であり

ます。
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