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１．平成 20 年 7 月期第 3四半期の連結業績（平成 19 年 8 月１日 ～ 平成 20 年 4 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 7 月期第 3四半期 4,470 △60.5 △810 ― △1,350 ― △85 ―

19 年 7月期第 3四半期 11,302 11.1 △1,800 ― △1,818 ― △4,081 ―

19 年 7 月期 15,534 ― △2,148 ― △2,223 ― △4,533 ―

 

 
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 7 月期第 3四半期 △1,581 18 ― ―

19年 7月期第 3四半期 △75,513 73 ― ―

19 年 7 月期 △83,889 88 ― ―

 
(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 7 月期第 3四半期 9,686 7,164 62.2 111,426 87

19 年 7 月期第 3四半期 18,715 10,152 37.2 128,660 15

19 年 7 月期 20,310 10,346 33.9 127,441 33

 
(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 7 月期第 3四半期 △552 5,617 △2,403 4,632

19 年 7 月期第 3四半期 1,716 △3,745 1,724 1,377

19 年 7 月期 1,975 △4,496 2,785 2,064

 
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 7 月期 ― ― ― ― 0 00

20 年 7 月期 ― ― ― ― 0 00

20 年 7 月期（予想） ― ― ― ― 0 00

 
３．平成 20 年７月期の連結業績予想（平成 19 年 8 月１日 ～ 平成 20 年 7 月 31 日） 

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円    銭

通     期 6,300 △59.4 △1,000 ― △1,600 ― △290 ― 5,362 82
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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） 

： 有 

新規  －社    除外  1 社（社名MagiNet Private Ltd.） 
（注）詳細は、7ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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 
［（注）詳細は、21 ページ「四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」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 8 月１日 ～ 平成 20 年 4 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 7 月期第 3四半期 511 △21.4 △223 ― △478 ― △922 ―

19 年 7月期第 3四半期 651 △51.4 △246 ― △290 ― △3,673 ―

19 年 7 月期 760 ― △320 ― △392 ― △3,775 ―

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

20 年 7 月期第 3四半期 △17,064 97

19 年 7 月期第 3四半期 △67,967 18

19 年 7 月期 △69,849 42

 
(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 7 月期第 3四半期 7,438 6,850 92.1 126,681 66

19 年 7 月期第 3四半期 10,301 7,874 76.4 145,621 27

19 年 7 月期 10,772 7,772 72.2 143,740 00

 
６．平成 20 年７月期の個別業績予想（平成 19 年８月１日 ～ 平成 20 年７月 31 日） 

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円   銭

通     期 850 11.8 △280 ― △550 ― △1,000 ― △18,492 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で
あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があり
ます。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、7ページ３．
連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の、サブプライムローン問題などによる、

世界的な金融市場の不安定による株価下落等の影響があり、また原油高の高止まりによる物価上昇

や原材料価格の高騰などにより、個人消費を中心に景気の先行きが懸念される状況でありました。 

このような環境の下、当社は、「ビジネスモデル再構築」及び「グループ内事業ポートフォリオ

再構築」を最優先項目と位置づけ、重点分野及び重点エリアへ経営資源を一層シフトしていき、堅

実な成長への実現へ向けて展開しております。当第３四半期連結会計期間において、海外事業にお

いては、北米市場では、売上高が増加したものの、急激な米ドル安に伴い、為替による損失が影響

しました。アジア市場においては、コアビジネスの収益力強化のための、バリューアドサービスの

投入を計画し、収益力向上に向けて取り組んでまいりました。 

国内事業においては、現在のソリューションSIモデルへサービスモデルを加えることで収益の安

定化を実現すべく展開してまいりました。加えて、ソリューションマップの拡充をはかり、さまざ

まなニーズに対応すべく取り組んでまいりました。しかしながら、期初の出遅れを取り戻すには至

らず、売上高においては当初の目標より減少いたしました。 

また、当第１四半期連結会計期間より連結子会社から持分法適用関連会社へ移行したMagiNet 

Private Ltd.に対して保有していた全株式の譲渡が当中間連結会計期間末において完了いたしまし

た。 

 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高4,470百万円（前年同期比60.5%減）、

営業損失810百万円（前年同期は1,800百万円の損失）、経常損失1,350百万円（前年同期は1,818百

万円の損失）、当第３四半期純損失85百万円（前年同期は4,081百万円の損失）となりました。 

 
＜参考＞ 

  
 （連結） 

 

前第３四半期連結 

会計期間 

 (自平成18年8月 1日

至平成19年4月30日)

当第３四半期連結 

会計期間 

 (自平成19年8月 1日 

至平成20年4月30日) 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日)

EBITDA  1,370百万円  △297百万円 1,923百万円 

売上高比率 12.1％ △6.6％ 12.4％ 

1株当たりのEBITDA 25,366円73銭 △5,493円63銭 35,584円53銭 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。尚、消去又は全社の項目に含めた売上高及
び営業費用は配賦不能であるため、以下の業績数値には反映しておりません。 

 

HSIA事業について、MagiNet Private Ltd.が当第３四半期連結会計期間より連結子会社から持分法

適用関連会社へ移行したため大幅な減収となったものの、売上高においては、北米市場において「継

続収入モデル」による売上高が微増となりました。また、利益面においては、コスト削減により利

益率が改善したこと及び、のれん償却額の負担の減少により、営業損失が大幅に縮小しました。以

上の結果、当第３四半期連結会計期間のHSIA事業の売上高は4,051百万円（前年同期比54.8%減）、

営業損失は583百万円（前年同期は1,185百万円の損失）となりました。 

VOD事業についても、MagiNet Private Ltd.が当第３四半期連結会計期間より連結子会社から持分法

適用関連会社へ移行したため大幅な減収となったものの、利益面においては、のれん償却額負担が

減少し、営業損失が縮小しました。 
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以上の結果、当第３四半期連結会計期間のVOD事業の売上高は419百万円（前年同期比82.1%減）、

営業損失は30百万円（前年同期は295百万円の損失）となりました。 

 
（セグメント別販売実績表） 
        

前第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成18年8月 1日 

至平成19年4月30日)

当第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成19年8月 1日 

至平成20年4月30日) 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日) 

期 別 
   
  
事業部門 

金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

 HSIA 事業 8,960 79.3% 4,051 90.6％ 11,917 76.7％

 VOD 事業 2,342 20.7% 419 9.4％ 3,616 23.3％

消去又は全社 － － ― ―％ ― ―

合   計 11,302 100.0% 4,470 100.0％ 15,534 100.0％

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
（HSIA事業）          

前第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成18年8月 1日 

至平成19年4月30日)

当第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成19年8月 1日 

至平成20年4月30日) 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 

金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 8,960 100.0％ 4,051 100.0％ 11,917 100.0％

営 業 損  失 1,185 △13.2％ 583 △14.4％ 1,072 △9.0％

EBITDA 1,318 14.7％ △51 △1.3％ 2,124 17.8％

継続収入モデル 7,519 83.9％ 2,372 58.6％ 10,085 84.6％

一時収入モデル 1,440 16.1％ 1,678 41.4％ 1,832 15.4％

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当第3四半期連結会計期間においては315百万円、
前第3四半期連結会計期間においては1,418百万円、前連結会計年度においては1,682百万円
であります。 

         
（VOD事業）            

前第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成18年8月 1日 

至平成19年4月30日)

当第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成19年8月 1日 

至平成20年4月30日) 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 

金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 2,342 100.0％ 419 100.0％ 3,616 100.0％

営 業 損  失 295 △12.6％ 30 △7.2％ 669 △18.5％

EBITDA 382 16.3％ △15 △3.8％ 216 6.0％

継続収入モデル 1,527 65.2％ ― ―％ 2,069 57.2％

一時収入モデル 814 34.8％ 419 100.0％ 1,547 42.8％

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当第3四半期連結会計期間においては1百万円、前
第3四半期連結会計期間においては236百万円、前連結会計年度においては322百万円であり
ます。 
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所在地別セグメントの業績は以下のとおりです。尚、消去又は全社の項目に含めた売上高及び営

業費用は配賦不能であるため、以下の業績数値には反映しておりません。 

 

アジア地域においては、当第３四半期連結会計期間よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社から持

分法適用関連会社へ移行したことによる大幅な減収となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間のアジアにおける売上高は819百万円（前年同期比85.8%

減）、営業損失は73百万円（前年同期は81百万円の損失）となりました。 

北米地域において、売上高は、一時収入モデル及び継続収入モデル、共に堅調な伸びを見せ、増

収となりました。また、コスト削減により利益率が改善したこと及びのれん償却額の負担が減少し

たことにより、営業損失が縮小しました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間の北米における売上高は3,650百万円（前年同期比10.4%

増）、営業損失は539百万円（前年同期は1,256百万円の損失）となりました。 

 

（セグメント別販売実績表）    

       

前第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成18年8月 1日 

至平成19年4月30日)

当第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成19年8月 1日 

至平成20年4月30日) 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日) 

期 別 

   

  

所在地 
金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

アジア 5,786 51.2% 819 18.3％ 7,730 49.8％

北米 3,306 29.3% 3,650 81.7％ 4,456 28.7％

その他 2,209 19.5% ― ―％ 3,347 21.5％

消去又は全社 － ―% ― ―％ ― ―％

合   計 11,302 100.0% 4,470 100.0％ 15,534 100.0％

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
（アジア）           

前第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成18年8月 1日 

至平成19年4月30日)

当第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成19年8月 1日 

至平成20年4月30日) 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 

金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 5,786 100.0％ 819 100.0％ 7,730 100.0％

営 業 損  失 81 △1.4％ 73 △9.0％ 158 △2.0％

EBITDA 1,385 23.9％ △59 △7.3％ 1,791 23.2％

継続収入モデル 4,605 79.6％ ― ―％ 5,744 74.3％

一時収入モデル 1,180 20.4％ 819 100.0％ 1,985 25.7％

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当第3四半期連結会計期間においては1百万円、前
第3四半期連結会計期間においては611百万円、前連結会計年度においては803百万円であり
ます。 
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（北米） 

前第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成18年8月 1日 

至平成19年4月30日)

当第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成19年8月 1日 

至平成20年4月30日) 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 

金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 3,306 100.0％ 3,650 100.0％ 4,456 100.0％

営 業 損  失 1,256 △38.0％ 539 △14.8％ 1,348 △30.3％

EBITDA △122 △3.7％ △7 △0.2％ △68 △1.5％

継続収入モデル 2,231 67.5％ 2,372 65.0％ 3,062 68.7％

一時収入モデル 1,074 32.5％ 1,278 35.0％ 1,394 31.3％

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当第3四半期連結会計期間においては315百万円、
前第3四半期連結会計期間においては798百万円、前連結会計年度においては863百万円であ
ります。 
 

（その他）          

前第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成18年8月 1日 

至平成19年4月30日)

当第３四半期連結  

会計期間 

 (自平成19年8月 1日 

至平成20年4月30日) 

前連結会計年度 

(自平成18年8月 1日 

至平成19年7月31日) 

期 別 
   
  
項目 

金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 金額（百万円） 構成比率 

売 上 高 2,209 100.0％ ― ―％ 3,347 100.0％

営 業 損 失 142 △6.4％ ― ―％ 234 △7.0％

EBITDA 438 19.8％ ― ―％ 618 18.5％

継続収入モデル 2,209 100.0％ ― ―％ 3,347 100.0％

一時収入モデル ― ―％ ― ―％ ― ―％

※営業費用に含まれているのれん償却額は、前第3四半期連結会計期間においては244百万円、
前連結会計年度においては338百万円であります。 

※その他の地域は、同事業地域において事業展開をしていたMagiNet Private Ltd.が連結子会
社から持分法適用関連会社に移行したため、当第3四半期連結会計期間より除外しておりま
す。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における資産の状況は、前連結会計年度末に比べ10,624百万円減少

し9,686百万円となりました。これは主に、当第３四半期連結会計期間よりMagiNet Private Ltd.

が連結子会社ではなくなったためであります。負債の状況は、前連結会計年度に比べ7,442百万円

減少し2,521百万円となりました。主な要因といたしましては、前述のMagiNet Private Ltd.によ

る影響によるものや借入金の返済によるものであります。 

キャッシュ・フローは、営業活動により552百万円減少し、投資活動により5,617百万円増加し、

財務活動により2,403百万円減少致しました。この結果、当第３四半期連結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、4,632百万円となり、前連結会計年度末から2,568百万

円増加しております。 

当第３四半期連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであり

ます。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果減少した資金は552百万円（前年同期は1,716百万円の獲得）となりました。これ

は主に、仕入債務の増加額202百万円、前受金の増加726百万円により資金が増加したものの、税金

等調整前第3四半期純損失に営業活動によるキャッシュ・フローには含まれない利益である関係会

社株式売却益の計上1,127百万円が含まれていることによるものであります。 

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は5,617百万円（前年同期は3,745百万円の使用）となりました。こ

れは主に、関係会社株式の売却による収入5,718百万円や貸付金の回収による収入140百万円があっ

たことによるものであります。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、2,403百万円（前年同期は1,724百万円の獲得）となりました。

これは主に、短期借入金の返済による支出が1,803百万円や長期借入金の返済による支出が628百万

円あったことによるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当社グループを取り巻く環境といたしましては、世界のブロードバンド市場においては、中国、

インドの2つのアジア巨大市場で大幅な成長が期待できると予想され、世界的に通信事業者の収益

源は、アクセスサービス提供から、ブロードバンドを利用したサービスの提供に変化していくと考

えられます。また、当社グループがブロードバンドサービスの提供を行っているホスピタリティ市

場においても、特に西アジア、北アフリカ地域において、大規模なホテルビジネスが展開される予

定であるなど、堅調な推移が見込まれております。 

 このような環境の中で、当社グループは、ホスピタリティ市場の急速な拡大に合わせて、引き

続き、トリプルプレイ（VOD、HSIA、VoIP）サービスを中心としたブロードバンドサービスととも

に、より付加価値の高いサービスを展開し、同市場における世界的なブロードバンド総合サービス

プロバイダーとして確固たる地位を確立すべく、注力してまいります。 

 また、前連結会計年度の損失計上の要因の1つとして、当社単体の事業及び当社連結子会社の
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北米事業の不振によるものがあります。当社グループとしては、この状況を改善すべく、以下の点

に注力してまいります。 

 

＜ビジネスモデルの再構築＞ 

現在、北米市場でのHSIA事業は、「継続収入モデル」による安定的な収益を確保しつつあります

が、利益面におきましては、更なる向上が必要であり、引き続き課題となっております。そのため、

当連結会計年度におきましてはグループ内でのコスト共通化による削減と前連結会計年度に行っ

た高付加価値商品の導入を拡大することで、北米事業の建て直しを図ってまいります。 

また、国内事業においては、前連結会計年度におきましてチャネル営業の強化、及び取扱商品や

ソリューションの拡充を積極的に行ったため、当連結会計年度は「ソリューションビジネス」から

既存の取扱商品に付加価値を付けて提供する「サービスビジネス」への展開を図ることで安定的な

収益を確保できる体制の構築を図ってまいります。 

具体的には、従来から行っている情報漏洩対策及びJ-SOX法対策をメインとしたSBC(サーバベー

スドコンピューティング)事業において、顧客の多様化するニーズに柔軟に対応すべく、既存のソ

リューションを組み合わせたサービスの展開を国内大手ベンダーを介して図ってまいります。 

さらに、映像配信に関連するビジネスにおいても、前連結会計年度において発表したIPマルチキ

ャストソリューション「CAST365PLUS」、「CastOnDemand」などを利用した映像配信新サービスの

展開については、平成20年3月16日発表の講義映像と、Flash教材が融合した全く新しい中学受験用

教育コンテンツの配信ホスティングサービスが開始したことにより、一層早めてまいります。 

 

＜グループ内事業ポートフォリオの再構築＞ 

収益力向上のため、注力分野に対し再投資をしてまいります。グループ内事業ポートフォリオの

再構築は、引き続き、主に「シェア（面）の活用」及び「重点分野の効率化」が図れるよう行って

まいります。 

 

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） 

HSIA事業とVOD事業を行っておりましたMagiNet Private Ltd.は、平成19年9月21日付けで保有持

株の一部を譲渡したため、当中間連結会計期間より連結子会社から持分法適用関連会社へ移行し、

さらに、平成20年1月31日付けで出資持分の全部を譲渡したため、関係会社に該当しなくなりまし

た。 
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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３四半期連結会計期間末 

 (平成19年4月30日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成20年4月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年７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 ※２  1,678,324 4,639,108  2,330,411  

２. 受取手形及び売掛金   2,393,634 713,639  2,376,372

３. たな卸資産   1,255,662 834,272  1,557,866

４. その他   741,017 898,550  1,162,551

貸倒引当金   △208,507 △115,768 △182,808

流動資産合計   5,860,131 31.3 6,969,803 72.0

 

7,244,393 35.7

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産 ※１   

(1) 工具、器具及び備品  4,880,801 517,430 5,130,807 

(2）その他  98,912 4,979,714 36,999 554,430 101,421 5,232,228

２. 無形固定資産    

(1）のれん  6,395,646 1,835,746 6,329,295 

(2）その他  1,170,304 7,565,951 105,718 1,941,464 1,186,079 7,515,374

３. 投資その他の資産    

(1）その他  213,017 241,202 226,348 

貸倒引当金  ― 213,017 △20,864 220,338 ― 226,348

固定資産合計   12,758,683 68.2 2,716,233 28.0  12,973,951 63.9

Ⅲ 繰延資産   96,236 0.5 ― ―  92,463 0.4

資産合計   18,715,051 100.0 9,686,036 100.0  20,310,808 100.0
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前第３四半期連結会計期間末 

 (平成19年4月30日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成20年4月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年７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. 支払手形及び買掛金   895,500 407,158  856,140

２. 短期借入金 
※２

※３
 3,807,655 500,000  3,337,069

３. 一年以内返済予定 
   長期借入金 

  511,731 10,284  664,624

 ４. 前受金   ― 1,037,092  ―

 ５. その他   1,972,753 382,443  2,205,131

流動負債合計   7,187,641 38.4 2,336,978 24.1  7,062,966 34.8

Ⅱ 固定負債    

 １. 長期借入金   905,222 41,947  2,440,271  

２. 退職給付引当金   7,790 6,437  7,090

３. その他   462,357 136,020  453,635

固定負債合計   1,375,369 7.4 184,406 1.9  2,900,997 14.3

負債合計   8,563,011 45.8 2,521,384 26.0  9,963,963 49.1

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１. 資本金   5,631,990 30.1 5,632,040 58.2  5,631,990 27.7

２. 資本剰余金   5,745,264 30.7 5,745,314 59.3  5,745,264 28.3

３. 利益剰余金   △5,021,650 △26.8 △5,559,843 △57.4  △5,474,339 △27.0

４. 自己株式   △9,991 △0.1 △9,991 △0.1  △9,991 △0.0

株主資本合計   6,345,612 33.9 5,807,519 60.0  5,892,923 29.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

１. その他有価証券評価
差額金 

  ― 690 0.0  ―

２. 為替換算調整勘定   611,427 3.3 217,310 2.2  998,211 4.9

評価・換算差額等 

合計 
  611,427 3.3 218,000 2.2  998,211 4.9

Ⅲ 新株予約権   94,320 0.5 6,032 0.1  96,774 0.5

Ⅳ 少数株主持分   3,100,679 16.5 1,133,099 11.7  3,358,936 16.5

純資産合計   10,152,040 54.2 7,164,651 74.0  10,346,845 50.9

負債純資産合計   18,715,051 100.0 9,686,036 100.0  20,310,808 100.0
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 (2) 四半期連結損益計算書 

  
前第3四半期連結会計期間 

 (自 平成18年８月１日 
 至 平成19年４月30日) 

当第3四半期連結会計期間 

 (自 平成19年８月１日 
 至 平成20年４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８月１日 
至 平成19年７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   11,302,389 100.0 4,470,279 100.0  15,534,641 100.0

Ⅱ 売上原価   6,888,155 60.9 2,924,321 65.4  9,294,651 59.8

売上総利益   4,414,234 39.1 1,545,957 34.6  6,239,989 40.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  6,214,271 55.0 2,356,331 52.7  8,388,679 54.0

営業損失   1,800,036 △15.9 810,373 △18.1  2,148,690 △13.8

Ⅳ 営業外収益    

１. 受取利息  18,943 30,903 29,174  

２. 為替差益  162,178 ― 170,544 

３. 賃貸収入  ― 18,335 ― 

４. 助成金  11,081 ― 11,193 

５. その他  13,154 205,358 1.8 2,131 51,370 1.1 23,753 234,664 1.5

Ⅴ 営業外費用    

１. 支払利息  129,395 28,051 208,990 

２. 為替差損  ― 344,997 ― 

３. 持分法による投資

損失 
 ― 192,169 ― 

４. 固定資産売却損 ※２ 48,011 ― 52,356  

５. たな卸資産評価損  40,246 ― 41,156 

６. その他  5,805 223,459 2.0 26,471 591,688 13.2 7,287 309,790 2.0

経常損失   1,818,137 △16.1 1,350,691 △30.2  2,223,815 △14.3

Ⅵ 特別利益    

１.  持分変動利益  18,237 7,232 21,347 

２.  関係会社株式売却

益 
※４ ― 1,127,534 ― 

３. 貸倒引当金戻入益  1,674 19,911 0.2 ― 1,134,766 25.4 2,030 23,378 0.1

Ⅶ 特別損失    

１. のれん償却額 ※３ 1,802,484 ― 1,802,484 

２. 解約損害金  115,397 ― 115,397 

３. 本社縮小費用  12,128 ― 12,128 

４. 前期損益修正損  ― 20,484 ― 

５. 貸倒引当金繰入  ― 1,930,010 17.1 97,351 117,835 2.6 ― 1,930,010 12.4

税金等調整前第3四半期
（当期）純損失 

  3,728,236 △33.0 333,760 △7.4  4,130,448 △26.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 289,944 10,197 373,733 

法人税等調整額  475,049 764,994 6.8 △23,959 △13,761 △0.3 451,110 824,844 5.3

少数株主損益   △412,090 △3.7 △234,494 △5.2  △421,463 △2.7

第3四半期（当期）純損
失 

  4,081,140 △36.1 85,504 △1.9  4,533,828 △29.2
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 (3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

前第 3四半期連結会計期間(自 平成 18 年８月１日 至 平成 19 年 4 月 30 日) 

(単位:千円) 

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７月31日残高 5,630,390 5,743,664 △940,510 △9,991 10,423,552

第３四半期連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 1,600 1,600  3,200

 第3四半期純損失 △4,081,140  △4,081,140

 株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額(純
額) 

 ―

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計 

1,600 1,600 △4,081,140 ― △4,077,939

平成19年4月30日残高 5,631,990 5,745,264 △5,021,650 △9,991 6,345,612

 
評価・換算差額等 

 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 

新株予約権 
少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年７月31日残高 △252,622 428,122 175,499 71,368 3,391,429 14,061,849

第３四半期連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  3,200

 第3四半期純損失  △4,081,140

 株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額(純
額) 

252,622 183,305 435,928 22,952 △290,749 168,130

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計 

252,622 183,305 435,928 22,952 △290,749 △3,909,809

平成19年4月30日残高 ― 611,427 611,427 94,320 3,100,679 10,152,040

※新株予約権については海外連結子会社が付与しているものであります。 
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当第 3四半期連結会計期間(自 平成 19 年８月１日 至 平成 20 年 4 月 30 日) 

(単位:千円) 

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７月31日残高 5,631,990 5,745,264 △5,474,339 △9,991 5,892,923

第３四半期連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 50 50  100

 第３四半期損失 △85,504  △85,504

 株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額(純
額) 

 

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計 

50 50 △85,504 ― △85,404

平成20年4月30日残高 5,632,040 5,745,314 △5,559,843 △9,991 5,807,519

 
評価・換算差額等 

 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 

新株予約権 
少数株主 
持分 

純資産合計 

平成19年７月31日残高 ― 998,211 998,211 96,774 3,358,936 10,346,845

第３四半期連結会計期間中の変動額  

 新株の発行  100

 第３四半期純損失  △85,504

 株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額(純
額) 

690 △780,901 △780,211 △90,741 △2,225,836 △3,096,786

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計 

690 △780,901 △780,211 △90,741 △2,225,836 △3,182,193

平成20年４月30日残高 690 217,310 218,000 6,032 1,133,099 7,164,651

※新株予約権については海外連結子会社が付与しているものであります。 
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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８月１日 至 平成 19 年７月 31 日) 

(単位:千円) 

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７月31日残高 5,630,390 5,743,664 △940,510 △9,991 10,423,552

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 1,600 1,600  3,200

 当期純損失 △4,533,828  △4,533,828

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

 ―

連結会計年度中の変動額合計 1,600 1,600 △4,533,828 ― △4,530,628

平成19年７月31日残高 5,631,990 5,745,264 △5,474,339 △9,991 5,892,923

 
評価・換算差額等 

 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 

新株予約権 
少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年７月31日残高 △252,622 428,122 175,499 71,368 3,391,429 14,061,849

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行  3,200

 当期純損失  △4,533,828

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

252,622 570,088 822,711 25,405 △32,493 815,624

連結会計年度中の変動額合計 252,622 570,088 822,711 25,405 △32,493 △3,715,004

平成19年７月31日残高 ― 998,211 998,211 96,774 3,358,936 10,346,845

※新株予約権については海外連結子会社が付与しているものであります。 
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 (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第3四半期連結会計期間

 (自 平成18年８月１日

  至 平成19年４月30日)

当第3四半期連結会計期間 

 (自 平成19年８月１日 

  至 平成20年４月30日) 

前連結会計年度の連結 

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成18年８月１日

 至 平成19年７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3四半期（当期）純損

失（△） 
 △3,728,236 △333,760 △4,130,448

減価償却費  1,440,276 194,699 1,986,755

のれん償却額  3,453,598 299,566 3,802,029

持分変動利益  △18,237 △7,232 △21,347

貸倒引当金の増減額  59,391 82,900 23,327

退職給付引当金の増減額  △2,295 △652 △2,995

受取利息及び配当金  △18,943 △30,903 △29,174

支払利息  129,395 28,051 208,990

固定資産売却損  48,011 ― 52,356

たな卸資産評価損  40,246 ― 41,156

持分法による投資損益  ― 192,169 ―

関係会社株式売却益  ― △1,127,534 ―

解約損害金  115,397 ― 115,397

本社縮小費用  12,128 ― 12,128

前期損益修正損  ― 20,484 ―

売上債権の増減額  △467,735 △60,730 △298,765

未収収益の増減額  △42,695 △302,506 △13,527

たな卸資産の増減額  △177,004 △350,120 △367,905

前渡金の増減額  10,714 △106,356 15,511

未収入金の増減額  110,691 162,224 103,720

前払金等の増減額  △50,502 6,066 △119,287

仕入債務の増減額  293,002 202,639 217,654

未払金の増減額  215,811 16,800 378,952

前受金の増減額  365,782 726,849 323,790

未払消費税等の増減額  48,641 △4,239 42,791

その他  212,990 △137,271 174,744

小計  2,050,430 △528,856 2,515,856

利息及び配当金の受取額  18,943 30,903 29,174

利息の支払額  △128,872 △21,878 △211,823

法人税等の支払額  △182,258 △32,791 △315,288

解約損害金の支払額  △42,053 ― △42,053

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,716,188 △552,623 1,975,864
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前第3四半期連結会計期間

 (自 平成18年８月１日

  至 平成19年４月30日)

当第3四半期連結会計期間 

 (自 平成19年８月１日 

  至 平成20年４月30日) 

前連結会計年度の連結 

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成18年８月１日

 至 平成19年７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   

定期預金の預入による支出  △254,753 ― △259,231

定期預金の払戻による収入  23,362 652 62,408

投資有価証券の取得による支出  ― △125,423 ―

関係会社株式の売却による収入  ― 5,718,326 ―

関係会社株式の取得による支出  ― △19,000 ―

有形固定資産の取得による支出  △1,811,123 △120,891 △2,367,420

有形固定資産の売却による収入  56,934 ― 173,010

無形固定資産の取得による支出  △107,065 △43,306 △125,953

新規連結子会社の取得による収入 ※２ ― 56,108 ―

新規連結子会社の取得による支出  △1,647,636 ― △1,647,636

貸付金の回収による収入  5,341 140,824 13,280

貸付による支出  ― ― △335,948

敷金の差入による支出  △503 △2,714 △503

敷金の返還による収入  16,809 ― 17,412

その他  △27,269 13,341 △25,986

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,745,903 5,617,916 △4,496,566

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額  2,329,177 △1,803,488 1,815,798

長期借入による収入  18,740 39,525 1,797,608

長期借入金の返済による支出  △607,712 △628,348 △798,952

ファイナンス・リース債務の返済に 
よる支出 

 △24,647 △11,134 △37,445

少数株主からの払込による収入  5,337 267 5,450

株式の発行による収入  3,200 100 3,200

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,724,096 △2,403,077 2,785,660

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  23,506 △93,634 139,585

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
(又は減少額) 

 △282,111 2,568,580 404,543

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,659,546 2,064,090 1,659,546

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  第3四半期期末(期末)残高 

※１ 1,377,434 4,632,670 2,064,090
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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３四半期連結会計期間
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

１ 連結の範囲に関す
る事項 

連結子会社の数  35社 
主な連結子会社の名称 
・Guest-Tek Interactive 
 Entertainment Ltd. 
・Logiclink,Inc. 
・Shanghai University 
 Yoshiba Information 
  Technology Co.,Ltd 
・MagiNet Private Ltd. 
・株式会社 MPT BB 
 

連結子会社の数  10社 
主な連結子会社の名称 
・Guest-Tek Interactive 
 Entertainment Ltd. 
・Logiclink,Inc. 
・Shanghai University 
 Yoshiba Information 
  Technology Co.,Ltd. 
・株式会社 MPT BB 
・MPT International 
Assets Limited 
従来、連結子会社であった
MagiNet Private Ltd.は、
保有株式売却に伴い関連会
社となったため、当第３四
半期連結会計期間より連結
の範囲から除外し持分法適
用関連会社としておりま
す。 

連結子会社の数  35社 
主な連結子会社の名称 
・Guest-Tek Interactive 
 Entertainment Ltd. 
・Logiclink,Inc. 
・Shanghai University 
 Yoshiba Information 
  Technology Co.,Ltd. 
・MagiNet Private Ltd. 
・株式会社 MPT BB 

２ 持分法の適用に関
する事項 

非連結子会社及び関連会社
はありませんので、該当事項
はありません。 

持分法を適用した関連会社
数         32社 
主要な会社等の名称 
・MagiNet Private Ltd. 
持分法適用関連会社であっ
たMagiNet Private Ltd.は、
平成20年1月31日に所有株式
全株を譲渡したため、当中間
会計期間末より持分法適用
関連会社から除外しており
ます。 

非連結子会社及び関連会社
はありませんので、該当事
項はありません。 
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項目 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

３ 連結子会社の四半
期決算日(事業年
度)等に関する事
項 

 

連結子会社の第3四半期決
算日が第3四半期連結決算
日と異なる会社は次のとお
りであります。 
Guest-Tek Interactive  
Entertainment Ltd. 
12月31日※ 
Logiclink,Inc. 
9月30日※ 
Shanghai University 
Yoshiba Information 
Technology Co.,Ltd 
9月30日※ 
MagiNet Private Ltd. 
9月30日※ 
※ L o g i c l i n k ,  I n c .と
Shanghai University
Yoshiba Information 
Technology Co.,Ltd.と
MagiNet Private Ltd.につ
いては、平成19年3月31日の
決算に準じた仮決算を行っ
ており、また Guest-Tek 
Interactive Entertainment
Ltd.については、平成19年3
月31日の決算を行い連結し
ております。なお、第3四半
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。 

連結子会社の第3四半期決
算日が第3四半期連結決算
日と異なる会社は次の通り
であります。 
Guest-Tek Interactive  
Entertainment Ltd. 
12月31日※ 
Logiclink,Inc. 
9月30日※ 
Shanghai University 
Yoshiba Information 
Technology Co.,Ltd. 
9月30日※ 
MPT International Assets 
Limited 
9月30日※ 
※ L o g i c l i n k ,  I n c . と
Shanghai University
Yoshiba Information 
Technology Co.,Ltd. につ
いては、平成20年3月31日の
決算に準じた仮決算を使用
しており、また、Guest-Tek 
Interactive Entertainment
Ltd.については、平成20年3
月31日の決算を使用し連結
しております。なお、第3
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。 

連結子会社の決算日が連結
決算日と異なる会社は次の
通りであります。 
Guest-Tek Interactive  
Entertainment Ltd. 
3月31日※ 
Logiclink,Inc. 
12月31日※ 
Shanghai University 
Yoshiba Information 
Technology Co.,Ltd. 
12月31日※ 
MagiNet Private Ltd. 
12月31日※ 
※平成19年6月30日に仮決
算を行い連結しておりま
す。連結決算日までの間に
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。 

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 
― 

① 有価証券 
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 
― 

 ② たな卸資産 
a 商品 

移動平均法による原価法 
ただし、在外連結子会社に
ついては主に総平均法によ
る低価法を採用しておりま
す。 

② たな卸資産 
a 商品 
移動平均法による原価法 
ただし、在外連結子会社に
ついては主に移動平均法に
よる低価法を採用しており
ます。 
 

② たな卸資産 
a 商品 

移動平均法による原価法 
ただし、在外連結子会社に
ついては主に総平均法によ
る低価法を採用しておりま
す。 
 

  b 仕掛品 
  個別法による原価法 
 c 貯蔵品 
  最終仕入原価法 

 b 仕掛品 
同左 

 c 貯蔵品 
同左 

 b 仕掛品 
同左 

 c 貯蔵品 
同左 
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項目 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

(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 
定率法を採用しておりま

す。ただし、在外連結子会
社については主に定額法を
採用しております。 
（耐用年数の変更に伴う追
加情報） 
 「工具、器具及び備品」の
うち、一部の在外連結子会
社における委託設置資産に
ついて、これまではホテル
へのサービス契約の更新を
勘案して継続使用が可能な
年数を７年に見積もり、こ
れを耐用年数として減価償
却を行っておりましたが、
実際の使用可能年数との乖
離が明らかになりました。
これを踏まえ、実際の使

用可能期間がホテルへのサ
ービス契約期間の範囲内で
ある事実に鑑みた結果、耐
用年数をより実態に即した
ものとするため、当第3四半
期連結会計期間から７年と
していた耐用年数を５年に
変更いたしました。 
この結果、従来の方法と

比較して減価償却費が
183,082千円増加したこと
により、営業損失、経常損
失、税金等調整前第３四半
期純損失がそれぞれ増加し
ております。なお、セグメ
ント情報に与える影響は、
当該箇所に記載しておりま
す。 

① 有形固定資産 
定率法を採用しておりま

す。在外連結子会社につい
ては主に定率法を採用して
おります。 
 

① 有形固定資産 
定率法を採用しておりま

す。ただし、在外連結子会
社については主に定額法を
採用しております。 
（耐用年数の変更に伴う追
加情報） 
 「工具、器具及び備品」の
うち、一部の在外連結子会社
における委託設置資産につ
いて、これまではホテルへの
サービス契約の更新を勘案
して継続使用が可能な年数
を７年に見積もり、これを耐
用年数として減価償却を行
っておりましたが、実際の使
用可能年数との乖離が明ら
かになりました。 
これを踏まえ、実際の使用

可能期間がホテルへのサー
ビス契約期間の範囲内であ
る事実に鑑みた結果、耐用年
数をより実態に即したもの
とするため、当連結会計期間
から７年としていた耐用年
数を５年に変更いたしまし
た。 
この結果、従来の方法と比

較して減価償却費が151,636
千円増加したことにより、営
業損失、経常損失、税金等調
整前当期純損失がそれぞれ
増加しております。なお、セ
グメント情報に与える影響
は、当該箇所に記載しており
ます。 
 

 ② 無形固定資産 
市場販売目的のソフトウ

ェアについては、見込販売

数量に基づく償却額と見込

販売可能期間（1年）に基づ

く定額償却額のいずれか大

きい額により償却しており

ます。 

自社利用のソフトウェア

については、社内における

利用可能期間（5年）に基づ

く定額法により償却してお

ります。 

在外連結子会社は、主に

定額法(5年)により償却し

ております。 

② 無形固定資産 
市場販売目的のソフトウ

ェアについては、見込販売

数量に基づく償却額と見込

販売可能期間（1年）に基づ

く定額償却額のいずれか大

きい額により償却しており

ます。 

自社利用のソフトウェア

については、社内における

利用可能期間（5年）に基づ

く定額法により償却してお

ります。 

在外連結子会社は、主に

定額法(3年)により償却し

ております。 

② 無形固定資産 
市場販売目的のソフトウ

ェアについては、見込販売

数量に基づく償却額と見込

販売可能期間（1年）に基づ

く定額償却額のいずれか大

きい額により償却しており

ます。 

自社利用のソフトウェア

については、社内における

利用可能期間（5年）に基づ

く定額法により償却してお

ります。 

在外連結子会社は、主に

定額法(5年)により償却し

ております。 
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項目 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

(3) 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
可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上することとし
ております。 

① 貸倒引当金 
 

同左 

① 貸倒引当金 
 

同左 

 ② 退職給付引当金 
 平成17年7月20日開催の
取締役会の決議により平成
17年7月31日をもって従業
員の退職金制度を廃止して
おります。なお、当該退職
金未払額は確定しておりま
すが、従業員の退職時に支
給するため、引き続き「退
職給付引当金」として計上
しております。 

② 退職給付引当金 
 

同左 

② 退職給付引当金 
 

同左 

(4）四半期連結財務諸
表(連結財務諸表)
の作成の基礎とな
った連結会社の四
半期財務諸表(財
務諸表)の作成に
当たって採用した
重要な外貨建の資
産または負債の本
邦通貨への換算の
基準 

外貨建金銭債権債務は、第
３四半期連結決算日の直物
為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として
処理しております。なお、
在外連結子会社の資産及び
負債は、当該連結子会社の
仮決算日の直物為替相場に
より円貨に換算しておりま
す。収益及び費用は期中平
均相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部
における少数株主持分及び
為替換算調整勘定に含めて
おります。 

 
 

同左 

外貨建金銭債権債務は、連
結決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、換算差
額は損益として処理してお
ります。なお、在外連結子
会社の資産及び負債は、当
該連結子会社の仮決算日の
直物為替相場により円貨に
換算しております。収益及
び費用は期中平均相場によ
り円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における少数
株主持分及び為替換算調整
勘定に含めております。 

(5) 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。 
 ただし在外連結子会社に
ついては、通常の売買取引
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３四半期連結会計期間
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

(6）その他の四半期連
結財務諸表(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 
消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま
す。 

同左 同左 

５ 連結子会社の資産
及び負債の評価に
関する事項 

連結子会社の資産及び負債
の評価方法は、全面時価評
価法によっております。 

同左 同左 

６ のれん及び負のの
れんの償却に関す
る事項 

のれんの償却については、
投資効果の発現すると見積
もられる期間で償却してお
ります。また、在外連結子
会社で発生したのれんは、
償却を行わず年一回及び公
正価値が帳簿価額を下回る
恐れを示す事象が発生した
都度、減損の有無を判定し
ております。 

のれんの償却については、
投資効果の発現すると見積
もられる期間で償却してお
ります。また、在外連結子
会社で発生したのれんにつ
いては、所在地の会計基準
に従い、償却を行わず年一
回及び公正価値が帳簿価額
を下回る恐れを示す事象が
発生した都度、減損の有無
を判定している他、投資効
果の発現すると見積もられ
る期間で償却を行う処理を
採用しております。 

のれんの償却については、
投資効果の発現すると見積
もられる期間で償却してお
ります。また、在外連結子
会社で発生したのれんは、
償却を行わず年一回及び公
正価値が帳簿価額を下回る
恐れを示す事象が発生した
都度、減損の有無を判定し
ております。 

７ 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３四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

(繰延資産の会計処理に関する当面
の取扱い） 
当第３四半期連結会計期間から、

「繰延資産の会計処理に関する当
面の取扱い」(会計基準委員会 平成
18年8月11日実務対応報告第1号）を
適用しております。 
 前第３四半期連結会計期間にお
いて営業外費用の内訳として表示
していた「新株発行費償却」は、当
第３四半期連結会計期間より「株式
交付費償却」として表示する方法に
変更しております。 

前第３四半期連結会計期間にお

いて営業活動によるキャッシュ・フ

ローの内訳として表示していた「新

株発行費償却」は、当第３四半期連

結会計期間より「株式交付費償却」

として表示する方法に変更してお

ります。 

― 

(繰延資産の会計処理に関する当面
の取扱い） 
当連結会計年度から、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」
(会計基準委員会 平成18年8月11日
実務対応報告第1号）を適用しており
ます。 
 前連結会計年度において営業外費
用の内訳として表示していた「新株
発行費償却」は、当連結会計年度よ
り「株式交付費償却」として表示す
る方法に変更しております。 
 なお、当連結会計年度の「株式交
付費償却」(当期末残高69千円)は、
僅少なため営業外費用の「その他」
に含めて表示しております。 
 前連結会計年度において営業活動
によるキャッシュ・フローの内訳と
して表示していた「新株発行費償却」
は、当連結会計年度より「株式交付
費償却」として表示する方法に変更
しております。 
 なお、当連結会計年度の「株式交
付費償却」(当期末残高69千円)は、
僅少なため営業活動によるキャッシ
ュ・フローの「その他」に含めて表
示しております。 

― ― 

(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。
 これに伴う損益の影響は軽微であ
ります。 
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表示方法の変更 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

(四半期連結貸借対照表) 
「連結調整勘定」及び「営業権」は、当第３四半期連
結会計期間から「のれん」として表示しております。

（四半期連結貸借対照表） 
前第３四半期連結会計期間において流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりました「前受金」（前第３
四半期連結会計期間563,422千円）については、負債及
び純資産の合計額の100分の5超となったため、当第３
四半期連結会計期間より区分掲記しております。 
 

(四半期連結損益計算書) 
「助成金」は、前第３四半期連結会計期間まで営業

外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、
営業外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記
しました。 

(四半期連結損益計算書) 
 「たな卸資産評価損」は、前第３四半期連結連結会
計期間まで区分提載しておりましたが、営業外費用の
総額の100分の10以下となったため、営業外費用の「そ
の他」に含めて表示しております。 

「固定資産売却損」は、前第３四半期連結会計期間
まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま
したが、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区
分掲記しました。 

 

 (四半期連結損益計算書・四半期連結キャッシュ・フ
ロー計算書） 
「連結調整勘定償却額」は、当第３四半期連結会計期
間から「のれん償却額」として表示しております。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 
「たな卸資産評価損」は、前第３四半期連結連結会計期
間まで区分提載しておりましたが、営業外費用の総額の
100分の10以下となったため、営業活動によるキャッシ
ュ・フローの「その他」に含めて表示しております。 

 
 
追加情報 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７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。 
平成19年3月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額ま
で償却が終了した翌年から5年間で
均等償却する方法によっておりま
す。 
これに伴う損益の影響は軽微で

あります。 

― 
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(5) 注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 
前第３四半期連結会計期間末 

(平成19年４月30日) 
当第３四半期連結会計期間末 

(平成20年４月30日) 
前連結会計年度末 
(平成19年７月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

工具、器具及び備品 5,447,111千円

その他 78,837千円

合計 5,525,949千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

工具、器具及び備品 824,347千円

その他 65,069千円

合計 889,417千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

工具、器具及び備品 6,194,389千円

その他 87,184千円

合計 6,281,574千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 
担保に供している資産は次のとお
りであります。 
現金及び預金 236,180千円
なお、上記の他連結上相殺消去して
いる関係会社株式350,920千円を担
保に供しております。 
 
上記の資産を次の債務の担保に供して
おります。 
短期借入金 830,070千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 
担保に供している資産は次のとお
りであります。 

現金及び預金 500,000千円

 
上記の資産を次の債務の担保に供して
おります。 
短期借入金  500,000千円
 

※２ 担保資産及び担保付債務 
現金及び預金 246,580千円
 
 
 
 
 
 
上記の資産を次の債務の担保に供して
おります。 
短期借入金 616,450千円
 

※３ 当座貸越契約 
 当社連結子会社のGuest-Tek 
Interactive Entertainment Ltd. に
おいては、運転資金の効率的な調達
を行うため、それぞれ取引銀行１行
と当座貸越契約を締結しております
。 
 当第3四半期連結会計期間末にお
ける当座貸越契約に係る借入金未実
行残高は次のとおりであります。 
Guest-Tek Interactive Entertainment 

Ltd. 
当座貸越極度額 101,860千円 
借入実行残高 94,325千円 
差引額 7,534千円 
 

※３ 当座貸越契約 
  

― 

※３ 当座貸越契約 
当 社 連 結 子 会 社 の Guest-Tek 

Interactive Entertainment Ltd. と
MagiNet Private Ltd.においては、
運転資金の効率的な調達を行うた
め、それぞれ取引銀行１行と当座貸
越契約を締結しております。 
 当連結会計期間末における当座貸
越契約に係る借入金未実行残高は次
のとおりであります。 
Guest-Tek Interactive Entertainment 

Ltd. 
当座貸越極度額 116,260千円
借入実行残高 76,935千円
差引額 39,324千円
MagiNet Private Ltd. 
当座貸越極度額 1,189,700千円
借入実行残高 356,910千円
差引額 832,790千円

 
 
(四半期連結損益計算書関係) 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

※1 販売費及び一般管理費の主な

もの 

  
給与手当 1,790,883千円 

のれん償却額 1,651,113千円 

貸倒引当金 
繰入額 

66,625千円 

 

※1 販売費及び一般管理費の主な

もの 

  
給与手当 641,681千円

支払手数料 310,661千円

のれん償却額 299,566千円

貸倒引当金 
繰入額 

50,497千円

 

※1 販売費及び一般管理費の主な

もの 

  
給与手当 2,593,154千円

のれん償却額 1,999,544千円

貸倒引当金 
繰入額 

88,106千円

 

※2 固定資産売却損の内訳 

工具、器具及び
備品 

48,011千円 

※2 固定資産売却損の内訳 

― 

※2 固定資産売却損の内訳 

工具、器具及び
備品 

52,356千円

 
※3 のれん償却額1,802,484千円

は、子会社株式の評価減に伴い、の

れんを一時償却したものでありま

す。 

※3  

― 

※3   

― 

※4  

― 

※4  MagiNet Private Ltd.の所有

株式全株を譲渡したことによるもの

であります。 

※4 

― 
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

前第３四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年4月30日) 

１. 発行済株式及び自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第3四半期連結会計

期間末 

発行済株式  

普通株式(株) 53,990 96 ― 54,086

自己株式  

普通株式(株) 13 ― ― 13

(注）1.  端株については切捨てて表示しております。 

2.  増加数の主な内訳は、新株予約権の権利行使により増加した普通株式の数 96 株であります。 

 
２. 新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当第3四半
期連結会計
期間末 

当第3四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

第1回新株予約権 普通株式 195 ― 87 108 ―

第2回新株予約権 普通株式 27 ― 9 18 ―

第3回新株予約権 普通株式 15 ― ― 15 ―

提 出 会 社 

(親会社) 

第4回新株予約権 普通株式 62 ― 2 60 ―

連結子会社 新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 94,320

合計 ― ― ― ― 94,320

（注）提出会社の当第３四半期連結会計期間の減少額は、新株予約権の行使及び従業員退職に伴う失権によるも

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３四半期連結会計期間(自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30日) 

１. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第3四半期連結会計

期間末 

普通株式 54,086 3 ― 54,089

(注）1.  端株については切捨てて表示しております。 

2.  増加は新株予約権の行使によるものであります。 

 
 

２. 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第3四半期連結会計

期間末 

普通株式 13 ― ― 13

(注）1.  端株については切捨てて表示しております。 

 
 

３. 新株予約権等に関する事項 
新株予約権の目的となる株式の数(株) 

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当第3四半
期連結会計
期間末 

当第3四半期
連結会計期
間末残高
（千円）

第1回新株予約権 普通株式 99 ― 99 0 ―

第2回新株予約権 普通株式 18 ― 18 0 ―

第3回新株予約権 普通株式 15 ― ― 15 ―

提 出 会 社 

(親会社) 

第4回新株予約権 普通株式 56 ― 22 34 ―

連結子会社 新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 6,032

合計 ― ― ― ― 6,032

（注）提出会社の当第３四半期連結会計期間の減少額は、新株予約権の行使及び資格喪失に伴う償却によるもの

であります。 

 

４. 配当に関する事項 
(1)配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

(2) 基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末後となるもの 

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８月１日 至 平成19年７月31日) 

１. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 53,990 96 ― 54,086

(注）1.  端株については切捨てて表示しております。 

2.  増加は新株予約件の行使によるものであります。 
 

２. 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 13 ― ― 13

(注）1.  端株については切捨てて表示しております。 

 
３. 新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当連結会計
年度末 

当連結会計
年度末残高
（千円）

第1回新株予約権 普通株式 195 ― 96 99 ―

第2回新株予約権 普通株式 27 ― 9 18 ―

第3回新株予約権 普通株式 15 ― ― 15 ―

提 出 会 社 

(親会社) 

第4回新株予約権 普通株式 62 ― 6 56 ―

連結子会社 新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 96,774

合計 ― ― ― ― 96,774

（注）提出会社の当連結会計年度の減少額は、新株予約権の行使及び資格喪失に伴う消却によるものであります。 

 

４. 配当に関する事項 
(1)配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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３四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の第３四

半期期末残高と第３四半期連結貸借

対照表に記載されている科目の金額

との関係 

（平成19年4月30日現在） 

現金及び預金 1,678,324千円 

預入期間が3か月を
超える定期預金 △300,889千円 
現金及び現金同等
物 

1,377,434千円 

 

※1 現金及び現金同等物の第３四半

期期末残高と第３四半期連結貸借対

照表に記載されている科目の金額と

の関係 

（平成20年４月30日現在） 

現金及び預金 4,639,108千円

預入期間が3か月を
超える定期預金 △6,437千円
現金及び現金同等
物 

4,632,670千円

 

※1 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係 

 

（平成19年7月31日現在） 

現金及び預金 2,330,411千円

預入期間が3か月を 
超える定期預金 △266,321千円
現金及び現金同等
物 

2,064,090千円

 
※２ 

 

 

 

 

 

 

― 

※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳 

 株式の取得により新たに株式会社

ジャパントラベルソリューションを

連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに同社株式の

取得価額と株式取得による収入（純

額）の関係は以下のとおりでありま

す。 

（千円）

流動資産 358,535 

固定資産 25,133 

のれん 95,004 

流動負債 △50,838 

固定負債 △25,416 

少数株主持分 △150,325 

株式の取得価額 252,093 

現金及び現金同等物 △308,201 

差引：株式の取得に

よる収入 56,108 

  
 

※２ 

 

 

 

 

 

 

― 
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(リース取引関係) 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

Ⅰ 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 

Ⅰ 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 

Ⅰ リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外の
ファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額、減損損
失累計額相当額及び第3四半期
末残高相当額  

(単位：千円) 
 

取得価額 

相当額 

減価償却

累計額

相当額

第３四半

期末残高 

相当額 

工具、 

器具及

び備品 

― ― ― 

合 計 ― ― ― 

 

リース取引の内容が重要性に乏し

く、かつ、契約１件あたりの金額

が少額であるため、中間連結財務

諸表規則第15条の規定に従い、記

載を省略しております。 

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 

(単位：千円) 

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額 

相当額 

期末残高

相当額

工具、 

器具及

び備品

― ― ―

合 計 ― ― ―

 
 
② 未経過リース料第３四半期末
残高相当額等 

    未経過リース料第３四半期末
残高相当額 
１年内 ―千円 
１年超 ―千円 

合計 ―千円 
 

  
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 ―千円
１年超 ―千円

合計 ―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 
支払リース料 688千円
減価償却費相当額 612千円
支払利息相当額 11千円

 

 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 
支払リース料 688千円
減価償却費相当額 612千円
支払利息相当額  11千円

 
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 

  

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 

Ⅱ オペレーティングリース取引 
未経過リース料 

     

   1年内     173,383千円 

  1年超    157,131千円   

 合計     330,515千円 

 

Ⅱ オペレーティングリース取引 
未経過リース料 

     

   1年内      30,436千円 

  1年超      7,338千円   

 合計      37,774千円 

 

Ⅱ オペレーティングリース取引
未経過リース料 

     

   1年内      154,102千円 

  1年超     105,998千円   

 合計      260,101千円 

 

（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） 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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(有価証券関係) 
前第３四半期連結会計期間末(平成 19 年４月 30 日現在) 
該当事項はありません。 

 
当第３四半期連結会計期間末(平成 20 年４月 30 日現在) 
該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末(平成 19 年７月 31 日現在) 
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３四半期連結会計期間（自 平成 18 年 8 月 1日 至 平成 19 年４月 30 日） 
該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年 8 月 1日 至 平成 20 年４月 30 日） 

1. 当該第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費          3,590千円 

2. ストック・オプションの内容及び規模 

会社名 子会社 

決議年月日 （注） 

付与対象者の区分及び人数(名) （注） 

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 380,000 

付与日 （注） 

権利確定条件 （注） 

対象勤務期間 （注） 

権利行使期間 平成25年1月まで 

権利行使価格（加ドル） 0.85 

付与日における公正な評価単価（加ドル） （注） 

(注)上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。 

 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年 8 月 1日 至 平成 19 年 7 月 31 日） 

(1) ストック・オプションの内容 

 a.提出会社 

 
平成14年ストック・オ
プション 

平成15年ストック・オ
プション① 

平成15年ストック・オ
プション② 

平成16年ストック・オ
プション 

付与対象者の区分
及び数 

当社の取締役  1名
当社の従業員  27名
その他      8名

当社の従業員  ７名
当社の監査役  1名 
当社の従業員  11名 

当社の従業員  21名
その他      3名

ストック・オプショ
ン数(注2) 

普通株式 884株 普通株式 60株 普通株式 90株 普通株式 56株 

付与日 
平成14年7月9日 平成15年3月28日 平成15年10月29日 平成16年10月21日 

権利確定条件 
(注)１ (注)１ (注)１ (注)１ 

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。 

対象勤務期間の定め
はありません。 

新株予約権の行使 
期間 

平成15年４月１日から
平成20年３月31日まで

平成15年４月１日から
平成20年３月31日まで

平成16年４月１日から 
平成21年３月31日まで 

平成17年４月１日から
平成22年３月31日まで

(注) 1. 当社グループの従業員として新株予約権の割当を受けた者は、付与日から権利行使日まで継続して勤
務していること。 
その他の者については、特に定めはありません。 

2. 上記表に掲載された株式数は、平成 16 年 7 月 20 日付株式分割(株式１株につき３株)による分割後の
株式数に換算して記載しております。
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ｂ.子会社 

 
子会社ストック・オプ
ション 

子会社ストック・オプ
ション 

子会社ストック・オプ
ション 

付与対象者の区分
及び数 

ストック・オプショ
ン数 

付与日 

権利確定条件 

対象勤務期間 

(注)１.2 

新株予約権の行使 
期間 

平成26年9月まで 
(注)1 

平成23年10月まで 
(注)1 

平成22年8月まで 
(注)1 

 

 
子会社ストック・オプ
ション 

子会社ストック・オプ
ション 

子会社ストック・オプ
ション 

 

付与対象者の区分
及び数 

 

ストック・オプショ
ン数 

 

付与日 
 

権利確定条件 
 

対象勤務期間 

(注)１.2 

 

新株予約権の行使 
期間 

平成22年7月まで 
(注)1 

平成23年1月まで 
(注)1 

平成20年9月まで 
(注)1 

 

(注) 1. 上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。また、平成19年3月31日時点にお
ける上場子会社が開示している情報を記載しております。 

2. 従業員として新株予約権の割当を受けた者は、付与日から権利確定日まで継続して勤務していること。
退職後 60 日を経過していないこと。 

3. 子会社の情報については、主に行使価格が類似している新株予約権をまとめて記載しております。 

 
子会社ストック・オプ
ション 

   

付与対象者の区分
及び数 

子会社の取締役 5名
子会社の従業員 58名

   

ストック・オプショ
ン数(注2) 

普通株式  
1,414,363株 

   

付与日 
平成17年12月30日    

権利確定条件 
(注)１    

対象勤務期間 
対象勤務期間の定め
はありません。 

   

新株予約権の行使 
期間 

平成17年12月30日から
平成24年12月30日まで

   

(注) 1. 従業員として新株予約権の割当を受けた者は、付与日から権利確定日まで継続して勤務していること。
退職または退任および死亡後30日を経過していないこと。 

2. 株式数に換算して記載しております。 
3. 子会社の情報については、主に行使価格が類似している新株予約権をまとめて記載しております。 
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(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度(平成19年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストックオプ
ションの数については、株式数に換算して記載しております。 
①ストック・オプションの数 
 a.提出会社 
  平成14年ストッ

ク・オプション 
平成15年ストッ
ク・オプション① 

平成15年ストッ
ク・オプション② 

平成16年ストッ
ク・オプション 

権利確定前(株)     

前連結会計年度末 ― ― 15 15 

付与 ― ― ― ― 

失効 ― ― ― ― 

権利確定 ― ― 15 15 

未確定残 ― ― ― ― 

権利確定後(株)     

前連結会計年度末 195 27 ― 47 

権利確定 ― ― 15 15 

権利行使 87 9 ― ― 

失効 9 ― ― 6 

未行使残 99 18 15 56 

(注) 上記表に掲載された当社株式数は、平成 16 年 7月 20 日付株式分割(株式１株につき３株)による
分割後の株式数に換算して記載しております。 
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b.子会社 
  子会社スト

ック・オプシ

ョン 

子会社スト

ック・オプシ

ョン 

子会社スト

ック・オプシ

ョン 

子会社スト

ック・オプシ

ョン 

子会社スト

ック・オプシ

ョン 

子会社スト

ック・オプシ

ョン 

権利確定前(株)       

前連結会計年度末 39,553 ― 577,667 ― 188,626 7,497 

付与 

失効 

権利確定 

(注)１ 

未確定残 9,616 ― 280,000 ― 85,832 ― 

権利確定後(株)       

前連結会計年度末 6,530 75,326 289,667 95,000 168,096 108,755 

権利確定 

権利行使 

失効 

(注)１ 

未行使残 ― 67,007 525,000 95,000 157,011 89,995 

(注) 1. 上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。また、平成19年3月31日時点にお
ける上場子会社が開示している情報を記載しております。 

2. 子会社の情報については、主に行使価格が類似している新株予約権をまとめて記載しております。 
 
  子会社ストック・

オプション 
   

権利確定前(株)     

前連結会計年度末 296,236    

付与 ―    

失効 ―    

権利確定 214,675    

未確定残 81,561    

権利確定後(株)     

前連結会計年度末 1,123,587    

権利確定 214,675    

権利行使 ―    

失効 5,460    

未行使残 1,332,802    

(注)  子会社の情報については、主に行使価格が類似している新株予約権をまとめて記載しております。 
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②単価情報 
a.提出会社 

 平成 14年ストッ
ク・オプション 

平成15年ストッ
ク・オプション① 

平成15年ストッ
ク・オプション② 

平成16年ストッ
ク・オプション 

権利行使価格    (円) 33,334 33,334 100,000 916,965 

行使時平均株価   (円) 726,017 552,302 890,295 ― 

公正な評価単価(付与日) 
(円) 

― ― ― ― 

(注) 上記表に掲載された権利行使価格は、平成16年7月20日付株式分割(株式１株につき３株)による分割後の
株式数に換算して記載しております。 

 
b.子会社 
 子会社スト

ック・オプ
ション 

子会社スト
ック・オプ
ション 

子会社スト
ック・オプ
ション 

子会社スト
ック・オプ
ション 

子会社スト
ック・オプ
ション 

子会社スト
ック・オプ
ション 
 

権利行使価格 (加ドル) 1.06 1.30-1.67 4.42-4.83 5.10-5.21 6.32-6.57 10.25

行使時平均株価 
(加ドル) 

（注）１ 

公正な評価単価(付与日) 
(加ドル) 

― ― ― ― ― ―

(注) 1. 上場子会社の非開示事項であるため、当社では記載しておりません。また、平成19年3月31日時点にお
ける上場子会社が開示している情報を記載しております。 

2. 子会社の情報については、主に行使価格が類似している新株予約権をまとめて記載しております。 
 

 子会社ストック・
オプション 

権利行使価格 (米ドル) 3.79 

行使時平均株価 
(米ドル) 

― 

公正な評価単価(付与日) 
(米ドル) 

― 

(注) 子会社株式は非上場で株価は存在しませんので、平均株価の記載はおこなっておりません。  
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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３四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年4月30日) 

 HSIA事業 VOD事業 計 
消去又は  

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対

する売上高 
8,960,375 2,342,014 11,302,389 ― 11,302,389 

(2)セグメント間

の内部売上高又

は振替高 

― ― ― ― ― 

計 8,960,375 2,342,014 11,302,389 ― 11,302,389 

営業費用 10,145,717 2,637,811 12,783,528 318,897 13,102,426 

営業損失 1,185,341 295,797 1,481,139 318,897 1,800,036 

（注）1．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 
2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 

HSIA 事業・・・・ ハイ・スピード・インターネット・アクセスに係るシステム販売、企業向けシステム

構築事業。ビジネスセンター事業。 

VOD 事業・・・・ ビデオ・オン・デマンドに係るシステム販売、映像、音楽、コンテンツの有料配信サ

ービス事業。 

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は 333,361 千円であり、その主なもの

は、当社の経営管理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれているのれん償却額は、HSIA 事業に 1,418 百万円、VOD 事業に 236 百万円含まれてお

り、また、消去又は全社が△4百万円であります。 

5．「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 ４ 会計処理基準に関する事項 (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（耐用年数の変更に伴う追加情報）」に記載のとお

り、当第 3 四半期連結会計期間から「工具、器具及び備品」のうち、一部の在外連結子会社における委

託設置資産について、７年としていた耐用年数を５年に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比べ、当第３四半期連結会計期間における営業費用は「HSIA 事業」が 130 百万円、「VOD

事業」が 56 百万円が増加し、営業損失がそれぞれ増加しております。また「消去又は全社」が 4百万円

減少したことにより、営業損失が減少しております。 

 
 
当第３四半期連結会計期間(自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30日) 

 HSIA事業 VOD事業 計 
消去又は  

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対

する売上高 
4,051,042 419,237 4,470,279 ― 4,470,279 

(2)セグメント間の
内部売上高又は

振替高 
― ― ― ― ― 

計 4,051,042 419,237 4,470,279 ― 4,470,279 

営業費用 4,634,439 449,364 5,083,803 196,850 5,280,653 

営業損失 583,396 30,127 613,523 196,850 810,373 

（注）1．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 
2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 

HSIA 事業・・・・ ハイ・スピード・インターネット・アクセスに係るシステム販売、企業向けシステム

構築事業。ビジネスセンター事業。 

VOD 事業・・・・ ビデオ・オン・デマンドに係るシステム販売、映像、音楽、コンテンツの有料配信サ

ービス事業。 

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は 197,403 千円であり、その主なもの

は、当社の経営管理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれているのれん償却費は、HSIA 事業に 315,946 千円、VOD 事業に 1,272 千円含まれてお

り、また、消去又は全社が△17,653 千円であります。 
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前連結会計年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日)   

 HSIA事業 VOD事業 計 
消去又は  

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対

する売上高 
11,917,822 3,616,818 15,534,641 ― 15,534,641 

(2)セグメント間

の内部売上高又

は振替高 

― ― ― ― ― 

計 11,917,822 3,616,818 15,534,641 ― 15,534,641 

営業費用 12,990,306 4,285,847 17,276,154 407,177 17,683,331 

営業損失 1,072,483 669,029 1,741,513 407,177 2,148,690 

（注）1．事業の区分は、製品等の種類、性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2. 各事業区分に属する主な商品・製品・役務 

HSIA事業・・・・ ハイ・スピード・インターネット・アクセスに係るシステム販売、企業向けシステム

構築事業。ビジネスセンター事業。 

VOD事業・・・・ ビデオ・オン・デマンドに係るシステム販売、映像、音楽、コンテンツの有料配信サ

ービス事業。 

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は 429,048 千円であり、その主なもの

は、当社の経営管理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれているのれん償却費は、HSIA 事業に 1,682,744 千円、VOD 事業に 322,231 千円含まれ

ており、また、消去又は全社が△5,431 千円であります。  

5. 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (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（耐用年数の変更に伴う追加情報）」に記載のとおり、当

連結会計年度から「工具、器具及び備品」のうち、一部の在外連結子会社における委託設置資産につい

て、７年としていた耐用年数を５年に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べ、当連結会計年度における営業費用は「HSIA 事業」が 108,671 千円、「VOD 事業」が 47,241 千円増

加し、営業損失がそれぞれ増加しております。また「消去又は全社」が 4,277 千円減少したことにより、

営業損失が減少しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年4月30日) 
 アジア 北米 その他 計 

消去又は 

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する

売上高 
5,786,389 3,306,047 2,209,952 11,302,389 ― 11,302,389

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

― ― ― ― ― ―

計 5,786,389 3,306,047 2,209,952 11,302,389 ― 11,302,389

営業費用 5,867,705 4,562,901 2,352,921 12,783,528 318,897 13,102,426

営業損失 81,315 1,256,854 142,969 1,481,139 318,897 1,800,036

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

2．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

アジア ・・ 日本、シンガポール、フィリピン、マレーシア、香港、マカオ、韓国、ベト

ナム、台湾、インドネシア、中華人民共和国、インド、タイ、スリランカ 

北米 ・・ アメリカ、カナダ 

その他 ・・ ポルトガル、サウジアラビア、オーメン、エジプト、南アフリカ共和国、 オ

ーストラリア、ニュージーランド、フィジー、アラブ首長国連邦、トルコ 

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は333,361千円であり、その主な 

ものは、当社の経営管理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれているのれん償却額は、アジアに611百万円、北米に798百万円、その他地域に

244百万円含まれており、また消去又は全社が△4百万円であります。 

 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 19 年８月１日 至 平成 20 年４月 30 日) 

 アジア 北米 計 
消去又は 

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売

上高 
819,482 3,650,797 4,470,279 ― 4,470,279

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― ― ― ― ―

計 819,482 3,650,797 4,470,279 ― 4,470,279

営業費用 893,252 4,190,558 5,083,811 196,842 5,280,653

営業損失 73,769 539,761 613,531 196,842 810,373

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

2．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

アジア ・・ 日本、中華人民共和国、香港 

北米 ・・ アメリカ、カナダ 

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は197,403千円であり、その主な

ものは当社の経営管理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれているのれん償却費は、アジアに1,272千円、北米に315,946千円含まれており、

また、消去又は全社が△17,653千円であります。 

5. その他の地域は、同事業地域において事業展開をしていたMagiNet Private Ltd.が連結子会社か

ら持分法適用関連会社に移行したため、当第３四半期連結会計期間より除外しております。 
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前連結会計年度(自 平成 18 年８月１日 至 平成 19 年７月 31 日) 

 アジア 北米 その他 計 
消去又は 

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

売上高       

(1)外部顧客に対する売

上高 
7,730,030 4,456,999 3,347,611 15,534,641 ― 15,534,641

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ―

計 7,730,030 4,456,999 3,347,611 15,534,641 ― 15,534,641

営業費用 7,888,732 5,805,232 3,582,189 17,276,154 407,177 17,683,331

営業損失 158,702 1,348,232 234,577 1,741,513 407,177 2,148,690

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

2．本邦以外の区分に属する地域の内訳は、次のとおりであります。 

アジア ・・ 日本、シンガポール、フィリピン、マレーシア、香港、マカオ、韓国、ベト

ナム、台湾、インドネシア、中華人民共和国、インド、タイ、スリランカ 

北米 ・・ アメリカ、カナダ 

その他 ・・ ポルトガル、サウジアラビア、オーメン、エジプト、南アフリカ共和国、 オ

ーストラリア、ニュージーランド、フィジー、アラブ首長国連邦、トルコ 

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は429,048千円であり、その主な

ものは当社の経営管理部門に係る費用であります。 

4．営業費用に含まれているのれん償却費は、アジアに803,124千円、北米に863,417千円、その他地

域に338,433千円含まれており、また、消去又は全社が△5,431千円であります。 

5．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (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（耐用年数の変更に伴う追加情報）」に記載

のとおり、当連結会計年度から「工具、器具及び備品」のうち、一部の在外連結子会社における

委託設置資産について、７年としていた耐用年数を５年に変更いたしました。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業費用は「アジア」が133,259千円、

「その他」が22,654千円増加し、営業損失がそれぞれ増加しております。また「消去又は全社」

が4,277千円減少したことにより、営業損失が減少しております。 
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【海外売上高】 
前第３四半期連結会計期間(自 平成 18 年８月１日 至 平成 19 年 4 月 30 日) 

 アジア 北米 その他 計 

 （千円） （千円） (千円) （千円） 

Ⅰ 海外売上高（千円） 4,761,524 3,306,047 2,209,952 10,277,523 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 11,302,389 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
42.1 29.3 19.6 90.9 

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

アジア ・・ シンガポール、フィリピン、マレーシア、香港、マカオ、韓国、ベトナム、

台湾、インドネシア、中華人民共和国、インド、タイ、スリランカ 

北米 ・・ アメリカ、カナダ 

その他 ・・ ポルトガル、アラブ首長国連邦、ヨルダン、レバノン、サウジアラビア、オ

ーメン、エジプト、南アフリカ共和国、オーストラリア、ニュージーランド、

フィジー 

2．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
当第３四半期連結会計期間(自 平成 19 年８月１日 至 平成 20 年４月 30 日) 

 アジア 北米 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 295,417 3,650,797 3,946,214 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― 4,470,279 

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 

 
6.6 81.7 88.3 

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

アジア ・・ 中華人民共和国、香港 

北米 ・・ アメリカ、カナダ 

2．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

   3. その他の地域は、同事業地域において事業展開をしていたMagiNet Private Ltd.が連結子会社か

ら持分法適用関連会社に移行したため、当第３四半期連結会計期間より除外しております。 

 
前連結会計年度(自 平成 18 年８月１日 至 平成 19 年７月 31 日) 

 アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 6,483,543 4,456,999 3,347,611 14,288,154 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 15,534,641 

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合（％） 
 

41.7 28.7 21.5 92.0 

（注）1．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

アジア ・・ シンガポール、フィリピン、マレーシア、香港、マカオ、韓国、ベトナム、

台湾、インドネシア、中華人民共和国、インド、タイ、スリランカ 

北米 ・・ アメリカ、カナダ 

その他 ・・ ポルトガル、アラブ首長国連邦、ヨルダン、レバノン、サウジアラビア、オ

ーメン、エジプト、南アフリカ共和国、オーストラリア、ニュージーランド、

フィジー 

2．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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(１株当たり情報) 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年 8月 1日 

  至 平成19年 4月30日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年 8月 1日 

  至 平成20年 4月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年 8月 1日 

  至 平成19年 7月31日) 

1株当たり純資

産額 

128,660円15銭 1株当たり純資

産額 

111,426円87銭 1株当たり純資

産額 

127,441円33銭

1株当たり第３

四半期純損失  
75,513円73銭 

1株当たり第３

四半期純損失 
1,581円18銭

1株当たり当期

純損失 
83,889円88銭

潜在株式調整後1株当たり第3四半

期純利益金額については、潜在株

式はありますが、1株当たり第３四

半期純損失であるため記載してお

りません。 

同左 

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

ありますが、1株あたり当期純損失

であるため記載しておりません。 

(注) １株当たり第３四半期 (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３四半期連結会計期間

(自 平成18年 8月 1日 

  至 平成19年 4月30日)

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年 8月 1日 

  至 平成20年 4月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年 8月 1日

  至 平成19年 7月31日)

1株当たり第3四半期（当期）純
損失    

第3四半期（当期）純損失 (千円)  4,081,140 85,504 4,533,828 

普通株主に帰属しない金額 
（千円） 

― ― ― 

普通株主に係る第3四半期（当
期）純損失 
（千円） 

4,081,140 85,504 4,533,828 

普通株式の期中平均株式数（株） 54,045 54,076 54,045 

    

潜在株式調整後1株当たり第3四
半期純利益 

   

第3四半期純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） ― ― ― 

(うち新株予約権) (―) (―) (―) 

潜在株式の

種類 

新株予約権 潜在株式の

種類 

新株予約権 潜在株式の

種類 

新株予約権希薄化効果を有しないための、
潜在株式調整後 1株当たり第 3
四半期純利益の算定に含めなか
った潜在株式概要 

潜在株式の

数 
62

潜在株式の

数 
49 

潜在株式の

数 
56
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(重要な後発事象) 
 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年 8月 1日 
  至 平成19年 4月30日) 

該当事項はありません。 

 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年 8月 1日 
  至 平成20年 4月30日) 

当社は、平成 20 年 5 月 30 日開催の取締役会において、預金担保差し入れを行う事を決議いたしました。 
 
1.  預金担保差入の理由 
  VOD事業の日本国内における事業拡大のため、パートナー企業の銀行借入を実行させるため。 
 
2. 担保提供期間 
2008年6月6日～2008年11月5日 
 

3. 担保提供資産の種類及び簿価 
（１） 担保提供資産の種類 定期預金 
（２） 簿価 50百万円 
 

4. その他重要な特約等 
   該当事項はありません。 
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 (7) その他 

重要な訴訟事件等 
  海外連結子会社であるGuest-Tek Interactive Entertainment Ltd.は、元従業員による不当解雇に関連し
た訴えを提起されております。同社の経営陣はその訴えに根拠がないものと認識しています。 

前連結会計年度 

(自 平成18年 8月 1日 

  至 平成19年 7月31日) 

当社は、平成 19 年 9 月 14 日開催の取締役会において、当社連結子会社であります MagiNet Private Ltd. (シンガ
ポール、以下 MagiNet といいます)の株式の一部を譲渡する契約を締結する事を決議いたしました。 
 
１． 譲渡の理由 

当社は、前連結会計年度より、「収益力の向上」、「ビジネスモデルの再構築」、「投資先企業の保有シェアの見
直し」を重点項目として掲げて参りました。その一つである「投資先企業の保有シェアの見直し」を目的とした
ものです。 
本件において取得した資金を、「収益力の向上」と「ビジネスモデルの再構築」を図るため、注力分野に対し

ての投資資金及び当社の借入金返済等の財務体質改善を図る為に使用致します。 
本件により MagiNet は連結子会社から持分法適用会社となりますが、引続き当社グループ会社となります。当

社グループは、現在獲得している「シェア（面）の活用」を行い、「収益力の向上」を図ってまいります。 
 
２． MagiNet の概要 

(1) 商 号 MagiNet Private Ltd. 
(2) 代 表 者 Lee Nag Yong, CEO 
(3) 所 在 地 89C Science Park Drive The Rutherford #03-11/12 Singapore 118261 
(4) 設 立 年 月 日 2004 年 9 月(創業 1991 年) 
(5) 事 業 内 容 ホテル向けブロードバンドサービスの提供、サポート 

(6) 決 算 期 12 月期 

(7) 従 業 員 数 737 人 

(8) 主 な 事 業 所 シンガポール、オーストラリア、香港、タイ、韓国、日本など 

(9) 資  本  金 US＄26,322,092 

(10) 発行済株式総数 25,884,460 株 

(11) 大株主の構成及
び所有割合 

当社 65％保有 

(12) 最近事業年度における業績の動向(連結) 

 2005 年 12 月期 2006 年 12 月期 

売上高 $55.3 M 約 6,363 百万円 $75.9M 約 8,734 百万円

売上総利益 $28.3 M 約 3,258 百万円 $33.8M 約 3,889 百万円

税引前利益 $9.6 M 約 1,114 百万円 $9.8M 約 1,138 百万円

当期純利益 $7.0 M 約 805 百万円 $6.8M 約 784 百万円

総資産 $54.1 M 約 6,226 百万円 $79.2M 約 9,118 百万円

純資産 $32.5 M 約 3,747 百万円 $41.2M 約 4,746 百万円

*$表示の Mは「Million（百万）US$」を意味しております。 
*日本円に関しては、US$1=115 円で換算しております。  

３． 株式譲渡先の概要 
   （１） 商    号 Pacific Gate Company Limited 

（２） 代  表  者 Kookjin LEE 
   （３） 所  在  地 Unit 3(1), Main Office Tower, Financial Park Labuan,  

Jalan Merdeka 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia 
   （４） 主な事業概要 投資事業 
   （５） 当社との関係 人的関係、資本関係、取引関係はございません。 
 
４． 当社の譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡前後の所有株式の状況 

（１） 譲渡前の所有株式数  16,824,899 株 （65％） 
（２） 譲渡株式数      11,648,007 株 （45％） 
（３） 譲渡後の所有株式数   5,176,892 株 （20％） 
（４） 譲渡価格       US$39,641,312 （日本円約 45 億円） 

 
５． 日程    

株式譲渡契約締結日    平成 19 年 9 月 14 日 
株式譲渡日        平成 19 年 9 月 21 日  

 
６． 業績に与える影響 

当該子会社の株式譲渡により、当社連結決算で約 1億 65 百万円の株式売却益を特別利益として計上する予定
です。 
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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３四半期会計期間末 

(平成19年４月30日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成20年４月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年７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  116,942 1,520,634 45,928 

２. 売掛金  117,579 150,782 72,959 

３. たな卸資産  8,447 11,480 14,578 

４. 関係会社短期 
貸付金 

 － 2,331,080 － 

５. その他 ※４ 30,115 264,064 376,686 

貸倒引当金  － △97,351 － 

流動資産合計   273,084 2.7 4,180,691 56.2  510,153 4.7

Ⅱ 固定資産    

１. 有形固定資産 ※１ 40,293 36,079 36,117 

２. 無形固定資産  5,400 2,609 4,384 

３. 投資その他の資産    

 (1) 関係会社株式 ※２ 9,959,995 2,647,359 9,931,495 

  (2)  その他  22,925 571,509 290,225 

投資その他資産合計  9,982,920 3,218,868 10,221,720 

固定資産合計   10,028,614 97.3 3,257,557 43.8  10,262,223 95.3

資産合計   10,301,699 100.0 7,438,248 100.0  10,772,377 100.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成19年４月30日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成20年４月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年７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  121,239 24,992 53,133 

２. 短期借入金 ※２ 1,394,620 500,000 2,230,000 

３. 一年以内返済予定
長期借入金 

 337,992 ― 279,992 

４. 未払法人税等  7,448 7,692 13,718 

５. 前受金  14,496 1,411 10,200 

６. その他  155,579 47,276 57,432 

流動負債合計   2,031,375 19.7 581,373 7.8  2,644,477 24.5

Ⅱ 固定負債    

 １. 長期借入金  388,354 ― 348,356 

２. 退職給付引当金  7,790 6,437 7,090 

固定負債合計   396,144 3.9 6,437 0.1  355,446 3.3

負債合計   2,427,520 23.6 587,811 7.9  2,999,923 27.8

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１. 資本金   5,631,990 54.7 5,632,040 75.7  5,631,990 52.3

２. 資本剰余金    

(1) 資本準備金  5,745,264 5,745,314 5,745,264 

資本剰余金合計   5,745,264 55.7 5,745,314 77.2  5,745,264 53.3

３. 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  △3,493,083 △4,517,615 △3,594,809 

利益剰余金合計   △3,493,083 △33.9 △4,517,615 △60.7  △3,594,809 △33.3

４. 自己株式   △9,991 △0.1 △9,991 △0.1  △9,991 △0.1

株主資本合計   7,874,179 76.4 6,849,747 92.1  7,772,453 72.2

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 
差額金 

  ― 690  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 690 0.0  ―

純資産合計   7,874,179 76.4 6,850,437 92.1  7,772,453 72.2

負債純資産合計   10,301,699 100.0 7,438,248 100.0  10,772,377 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７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   651,418 100.0 511,748 100.0  760,545 100.0

Ⅱ 売上原価 ※４  559,580 85.9 398,286 77.8  638,277 83.9

売上総利益  91,837 14.1 113,462 22.2  122,267 16.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４  338,586 52.0 337,138 65.9  442,873 58.2

営業損失   246,748 △37.9 223,676 △43.7  320,605 △42.1

Ⅳ 営業外収益 ※１ 30,082 4.6 30,117 5.9  37,738 4.9

Ⅴ 営業外費用 ※２  74,313 11.4 284,793 55.6  109,535 14.4

経常損失  290,979 △44.7 478,353 △93.4  392,402 △51.6

Ⅵ 特別損失 ※３  3,246,485 498.4 443,545 86.7  3,246,485 426.9

税引前第3四半期(当期)

純損失 
 3,537,464 △543.1 921,898 △180.1  3,638,887 △478.5

法人税、住民税 

及び事業税 
 907 907 1,210 

法人税等調整額  134,914 135,821 20.8 ― 907 0.2 134,914 136,124 17.9

第3四半期(当期)純損失  3,673,286 △563.9 922,805 △180.3  3,775,012 △496.4
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期会計期間(自 平成 18 年８月１日 至 平成 19 年４月 30 日) 

(単位：千円) 

株主資本 
評価・換算
差額等 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

その他利益

剰余金 

  

資本金 
資本 

準備金 繰越 
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 

純資産合計

平成 18 年 7月 31 日 残高  5,630,390 5,743,664 180,202 △9,991 11,544,265 △252,622 11,291,642

第３四半期会計期間中の変

動額 
   

新株の発行 1,600 1,600 3,200  3,200

第３四半期純損失  △3,673,286 △3,673,286  △3,673,286

株主資本以外の項目の第

３四半期会計期間中の変

動額 (純額) 

  252,622 252,622

第３四半期会計期間中の変

動額合計  
1,600 1,600 △3,673,286 ― △3,670,086 252,622 △3,417,463

平成 19 年４月 30 日 残高  5,631,990 5,745,264 △3,493,083 △9,991 7,874,179 ― 7,874,179

 

当第３四半期会計期間(自 平成 19 年８月１日 至 平成 20 年４月 30 日) 

(単位：千円) 

株主資本 
評価・換算
差額等 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

その他利益

剰余金 

  

資本金 
資本 

準備金 繰越 
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 

純資産合計

平成 19 年 7月 31 日 残高  5,631,990 5,745,264 △3,594,809 △9,991 7,772,453 ― 7,772,453

第３四半期会計期間中の変

動額 
   

新株の発行 50 50 100  100

第３四半期純損失  △922,805 △922,805  △922,805

株主資本以外の項目の第

３四半期会計期間中の変

動額(純額) 

  690 690

第３四半期会計期間中の変

動額合計  
50 50 △922,805 ― △922,705 690 △922,015

平成 20 年 4月 30 日 残高 5,632,040 5,745,314 △4,517,615 △9,991 6,849,747 690 6,850,437
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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８月１日 至 平成 19 年７月 31 日) 

(単位：千円) 

株主資本 
評価・換算
差額等 

資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

その他利益

剰余金 

  

資本金 
資本 

準備金 繰越 
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 

純資産合計

平成 18 年 7月 31 日 残高  5,630,390 5,743,664 180,202 △9,991 11,544,265 △252,622 11,291,642

事業年度中の変動額    

新株の発行 1,600 1,600 3,200  3,200

当期純損失  △3,775,012 △3,775,012  △3,775,012

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額) 
  252,622 252,622

事業年度中の変動額合計  1,600 1,600 △3,775,012 ― △3,771,812 252,622 △3,519,189

平成 19 年 7月 31 日 残高 5,631,990 5,745,264 △3,594,809 △9,991 7,772,453 ― 7,772,453
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７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 
移動平均法による 
原価法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②子会社出資金 
― 

③その他有価証券 
― 

 
 
 (2) たな卸資産 
 ①商品 
  移動平均法による 
原価法 

 ②仕掛品 
  個別法による原価法 
 ③貯蔵品 
  最終仕入原価法 

(1) 有価証券 
①子会社株式及び関係会
社株式 
移動平均法による原価法
 

（追加情報） 
当 社 は 、 Guest-Tek 

Interactive Entertainment
Ltd.について、平成17年1
月17日に株式の過半数を取
得し、子会社化しておりま
すが、同社株式については
当第3四半期会計期間末に
おいて、著しく市場価格の
水準が下落しております。
同社株式の市場価格につ

いては、回復可能性の判断
のあるものであり、当第3
四半期会計期間末で減損処
理を行っておりません。 
今後も当社は、同社の業

績改善が重要な課題である
と認識しており、同社の経
営基盤の強化を図ってまい
ります。また、当第3四半期
会計期間末における同社に
対する投資残高は1,454百
万円であり、時価626百万円
であります。今後、同社株
式の市場価格の水準等によ
っては、上記子会社株式に
係る減損処理を実施する可
能性があります。 
 
②子会社出資金 
移動平均法による原価法
③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 

(2) たな卸資産 
 ①商品 

同左 

 ②仕掛品 
同左 

 ③貯蔵品 
同左 

(1) 有価証券 
①子会社株式 
移動平均法による 
原価法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②子会社出資金 
同左 

③その他有価証券 
― 

 
 
(2) たな卸資産 
 ①商品 

同左 

 ②仕掛品 
同左 

 ③貯蔵品 
同左 
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項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

２ 固定資産の減価償
却の方法 

(1) 有形固定資産 
定率法により償却して

おります。なお、主な耐
用年数は、以下の通りで
あります。 
建物… ６年～15年 
工具、器具及び備品 
……４年～15年 

(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 
  市場販売目的のソフト
ウェアについては、見込
販売数量に基づく償却額
と見込販売可能期間(１
年)に基づく定額償却額
のいずれか大きい額によ
り償却しております。 

  自社利用のソフトウェ
アについては、社内にお
ける利用可能期間(５年)
に基づく定額法により償
却しております。 

(2) 無形固定資産 
 

同左 

(2) 無形固定資産 
 

同左 

 (3) 長期前払費用 
― 

 

(3) 長期前払費用 
  定額法により償却して
おります。 

(3) 長期前払費用 
― 

 

３ 引当金の計上基準 
 

(1) 貸倒引当金 
  債権の貸倒れによる損
失に備えるため、一般債
権については貸倒実績率
により貸倒懸念債権等特
定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上す
ることとしております。

(1) 貸倒引当金 
 

同左 

(1) 貸倒引当金 
 

同左 

 (2) 退職給付引当金 
  平成17年7月20日開催
の取締役会の決議により
平成17年7月31日をもっ
て従業員の退職金制度を
廃止しております。なお、
当該退職未払額は確定し
ておりますが、従業員の
退職時に支給するため、
引き続き「退職給付引当
金」として計上しており
ます。 

(2) 退職給付引当金 
       

同左 

(2) 退職給付引当金 
       

同左 

４ 外貨建の資産及び
負債の本邦通貨へ
の換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、
第３四半期決算日の直物為
替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として
処理しております。 

 

同左 

 外貨建金銭債権債務は、
決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額
は損益として処理しており
ます。 

５ リース取引の処理
方法 

 リース物件の所有権が借
主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・
リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によって
おります。 

 

同左 

 

同左 

６  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は、
税抜方式によっておりま
す。 

 

同左 

 

同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

(繰延資産の会計処理に関する当面
の取扱い) 
 当第３四半期会計期間から、「繰
延資産の会計処理に関する当面の取
扱い」（企業会計基準委員会 平成
18年8月11日実務対応報告第1号）を
適用しております。 
前第３四半期会計期間において営

業外費用の内訳として表示していた
「新株発行費償却」は、当第３四半
期会計期間より「株式交付費償却」
として表示する方法に変更しており
ます。 

― 

(繰延資産の会計処理に関する当面
の取扱い) 
 当事業年度から、「繰延資産の会
計処理に関する当面の取扱い」（企
業会計基準委員会 平成18年8月11
日実務対応報告第1号）を適用してお
ります。 
前事業年度において営業外費用の

内訳として表示していた「新株発行
費償却」は、当事業年度より「株式
交付費償却」として表示する方法に
変更しております。 
 なお、当事業年度の「株式交付費
償却」(当期末残高69千円)は、僅少
なため営業外費用の「その他」に含
めて表示しております。 

(「金融商品会計に関する実務指針」
の改正) 
 当第３四半期会計期間より、「『金
融商品会計に関する実務指針』の改
正」（会計制度委員会報告第14号 
平成18年4月27日）を適用しておりま
す。 
 この結果、過年度にその他有価証
券を子会社株式に振替えた際に計上
した、その他有価証券評価差額金を
当第３四半期会計期間に振り戻して
おり、子会社株式は252,622千円、そ
の他有価証券評価差額金は252,622
千円それぞれ増加しております。 

― 

(「金融商品会計に関する実務指針」
の改正) 
 当事業年度より、「『金融商品会計
に関する実務指針』の改正」（会計制
度委員会報告第14号 平成18年4月
27日）を適用しております。 
 この結果、過年度にその他有価証
券を子会社株式に振替えた際に計上
した、その他有価証券評価差額金を
当事業年度に振り戻しており、子会
社株式は252,622千円、その他有価証
券評価差額金は252,622千円それぞ
れ増加しております。 

― ― 

(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。
 これに伴う損益の影響は軽微であ
ります。 
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 追加情報 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７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。
平成19年3月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額ま
で償却が終了した翌年から5年間で
均等償却する方法によっておりま
す。 
 これに伴う損益の影響は軽微であ
ります。 
 

― 
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(4) 注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 
前第３四半期会計期間末 
(平成19年４月30日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成20年４月30日) 

前事業年度末 
(平成19年７月31日) 

※１ 有形固定資産の 

   減価償却累計額 
35,251千円

 

※１ 有形固定資産の

   減価償却累計額
47,588千円

 

※１ 有形固定資産の 

   減価償却累計額 
38,597千円

 
   

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次の

とおりであります。 

関係会社株式 350,920千円 

 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 239,620千円 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は次のと

おりであります。 

現金及び預金 500,000千円 

 

   担保付債務は次のとおりであ

ります。 

短期借入金 500,000千円 

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 

― 

 

３ 偶発債務 

債務保証 

次の関係会社について、金融機関

からの借入に対し債務保証を行っ

ております。 

保証先 金額 内容 

MagiNet 

Private 

Ltd. 

1,243,263千円
借入 

債務 

 

 

３ 偶発債務 

債務保証 

 

 

― 

 

３ 偶発債務 

   債務保証 

次の関係会社について、金融機関

からの借入に対し債務保証を行っ

ております。 

保証先 金額 内容 

MagiNet 

Private 

Ltd. 

1,139,157千円
借入

債務

 
  

次の関係会社について、リース会

社とのリース契約に対し債務保証

を行っております。 

保証先 金額 内容 

Shanghi  

University 

Yoshiba 

Information

Technology 
Co.,Ltd. 

21,826千円 
リース

債務 

 

 

※４ 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。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

※４ 消費税等の取扱い 

 

             ― 
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(四半期損益計算書関係) 
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

   受取利息 194千円

   受取配当金 23,710千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

   受取利息 28,109千円

 

 

 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

 受取利息 304千円

   受取配当金 23,710千円

販促分担金収入 1,771千円

為替差益 8,567千円
 

   

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 31,726千円

たな卸資産 

評価損 
40,246千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 25,861千円

為替差損 257,965千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

 支払利息 66,336千円

たな卸資産 

評価損 
40,246千円

 固定資産除却損 611千円
 

   

※３ 特別損失の主要項目 

   子会社株式 

評価損 
3,118,959千円

   解約損害金 115,397千円

   本社縮小費用 12,128千円
 

※３ 特別損失の主要項目 

関係会社株式 

売却損 
346,193千円

   貸倒引当金繰入 97,351千円

 
 

※３ 特別損失の主要項目 

   子会社株式 

評価損 
3,118,959千円

   解約損害金 115,397千円

   本社縮小費用 12,128千円
 

   

※４ 減価償却実施額 

   有形固定資産 20,686千円

   無形固定資産 16,648千円

 
 

※４ 減価償却実施額 

   有形固定資産 8,991千円

   無形固定資産 1,775千円

 
 

※４ 減価償却実施額 

   有形固定資産 24,631千円

   無形固定資産 17,663千円
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(四半期株主資本等変動計算書関係) 
前第３四半期会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日) 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 13 ― ― 13

（注）端株については切捨てて表示しております。 

 
当第３四半期会計期間(自 平成19年８月１日 至 平成20年４月30日) 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 13 ― ― 13

（注）端株については切捨てて表示しております。 

 
前事業年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日) 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 13 ― ― 13

（注）端株については切捨てて表示しております。 
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(リース取引関係) 
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７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・リース取引に係る注記 

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・リース取引に係る注記 

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・リース取引に係る注記 

 

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３四半期

期末残高相当額 

（単位：千円） 

 
取得価額 
相当額 

減価償却
累計額 
相当額 

第３四半
期末 
残高 
相当額 

工具、
器具及
び備品 

― ― ― 

合計 ― ― ― 

 

リース取引の内容が重要性に乏
しく、かつ、契約１件あたりの
金額が少額であるため、中間財
務諸表等規則第５条の３の規定
に従い、記載を省略しておりま
す。 

 

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 

         （単位：千円）

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額

相当額

期末残高

相当額

工 具 、 

器具及び

備品 
― ― ―

合 計 ― ― ―

 
   

② 未経過リース料第３四半期末残

高相当額等 

  未経過リース料第３四半期末残

高相当額 

１年内 ―千円

１年超 ―千円

合計 ―千円

 
 

 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 ―千円

１年超 ―千円

合計 ―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 

支払リース料 688千円

減価償却費相当額 612千円

支払利息相当額 11千円
 

 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 

支払リース料 688千円

減価償却費相当額 612千円

支払利息相当額 11千円
 

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 

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。 

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。 

 

（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） 

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。 

 

（減損損失について） 
同左 
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(有価証券関係) 
前第３四半期会計期間末(平成19年４月30日現在) 

子会社株式で時価のあるもの                      (単位：千円) 

 四半期貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 1,454,235 1,166,049 △288,185 

合計 1,454,235 1,166,049 △288,185 

（注）表中の「四半期貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当第３四半期会計期間に

おいて減損処理を行い、子会社株式評価損 3,118,959 千円を計上しております。 

 

 

当第３四半期会計期間末(平成20年４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              (単位：千円) 

 四半期貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 1,454,235 626,287 △827,947 

合計 1,454,235 626,287 △827,947 

 
 
前事業年度末(平成19年７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              (単位：千円) 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

子会社株式 1,454,235 1,218,798 △235,436 

合計 1,454,235 1,218,798 △235,436 

（注）表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減損処理を

行い、子会社株式評価損 3,118,959 千円を計上しております 
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 (１株当たり情報) 
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年４月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成20年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

１株当たり 
純資産額 

145,621円27銭

 

１株当たり 
純資産額 

126,681円66銭

 

１株当たり 
純資産額 

143,740円00銭

 
１株当たり 
第３四半期純損失 

67,967円18銭

 

１株当たり 
第３四半期純損失

17,064円97銭

 

１株当たり 
当期純損失 

69,849円42銭

 
潜在株式調整後１株当たり第３四

半期純利益金額については、潜在

株式はありますが、１株当たり第

３四半期純損失であるため記載し

ておりません。 

同左 

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

ありますが、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３四半期(当期)純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第３四半期会計期間
(自 平成18年８月１日
至 平成19年４月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成19年８月１日
至 平成20年４月30日)

前事業年度 
(自 平成18年８月１日
至 平成19年７月31日)

1株当たり第３四半期 (当期)
純損失    
第３四半期（当期）純損失  
(千円) 

3,673,286 922,805 3,775,012 

普通株主に帰属しない金額 

(千円)   
― ― ― 

普通株式に係る第３四半期（当

期）純損失 (千円) 
3,673,286 922,805 3,775,012 

普通株式の期中平均株式数（株） 54,045 54,076 54,045 

潜在株式調整後 1 株当たり第

３四半期純利益(千円) 
   

第３四半期（当期）純利益調整

額(千円) 
― ― ― 

普通株式増加数（株） ― ― ― 
（うち新株予約権） （―） （―） （―） 

潜在株式

の種類 

 新株予約権 潜在株式

の種類 

新株予約権 潜在株式

の種類 

新株予約権 希薄化効果を有しないための、

潜在株式調整後 1 株当たり第

３四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式概要 

潜在株式

の数 
62

潜 在株式

の数 
49

潜 在株式

の数 
56
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 (重要な後発事象) 
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年 8月 1日 
至 平成19年 4月30日) 

該当事項はありません。 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成19年 8月 1日 
至 平成20年 4月30日) 

当社は、平成 20 年 5 月 30 日開催の取締役会において、預金担保差し入れを行う事を決議いたしました。 
 
1. 預金担保差入の理由 
  VOD事業の日本国内における事業拡大のため、パートナー企業の銀行借入を実行させるため。 
 
2.担保提供期間 

2008年6月6日～2008年11月5日 
 

3.担保提供資産の種類及び簿価 
（１） 担保提供資産の種類 定期預金 
（２） 簿価 50百万円 
 

4.その他重要な特約等 
該当事項はありません。 
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前事業年度 

(自 平成18年 8月 1日 
至 平成19年 7月31日) 

 

当社は、平成 19 年 9 月 14 日開催の取締役会において、当社連結子会社であります MagiNet Private Ltd. (シ

ンガポール、以下 MagiNet といいます)の株式の一部を譲渡する契約を締結する事を決議いたしました。 

１． 譲渡の理由 

当社は、前事業年度より、「収益力の向上」、「ビジネスモデルの再構築」、「投資先企業の保有シェアの見直し」

を重点項目として掲げて参りました。その一つである「投資先企業の保有シェアの見直し」を目的としたもので

す。 

本件において取得した資金を、「収益力の向上」と「ビジネスモデルの再構築」を図るため、注力分野に対して

の投資資金及び当社の借入金返済等の財務体質改善を図る為に使用致します。 

本件により MagiNet は連結子会社から持分法適用会社となりますが、引続き当社グループ会社となります。当

社グループは、現在獲得している「シェア（面）の活用」を行い、「収益力の向上」を図ってまいります。 

 

２． MagiNet の概要 

(1) 商号 MagiNet Private Ltd. 

(2) 代表者 Lee Nag Yong, CEO 

(3) 所在地 89C Science Park Drive The Rutherford #03-11/12 Singapore 118261

(4) 設立年月日 2004 年 9 月(創業 1991 年) 

(5) 事業内容 ホテル向けブロードバンドサービスの提供、サポート 

(6) 決算期 12 月期 

(7) 従 業 員 数 737 人 

(8) 主 な 事 業 所 シンガポール、オーストラリア、香港、タイ、韓国、日本など 

(9) 資  本  金 US＄26,322,092 

(10) 発行済株式総数 25,884,460 株 

(11) 大株主の構成

及び所有割合 

当社 65％保有 

(12) 最近事業年度における業績の動向(連結) 

 2005 年 12 月期 2006 年 12 月期 

売上高 $55.3 M 約 6,363 百万円 $75.9M 約 8,734 百万円

売上総利益 $28.3 M 約 3,258 百万円 $33.8M 約 3,889 百万円

税引前利益 $9.6 M 約 1,114 百万円 $9.8M 約 1,138 百万円

当期純利益 $7.0 M 約 805 百万円 $6.8M 約 784 百万円 

総資産 $54.1 M 約 6,226 百万円 $79.2M 約 9,118 百万円

純資産 $32.5 M 約 3,747 百万円 $41.2M 約 4,746 百万円

*$表示の Mは「Million（百万）US$」を意味しております。 

*日本円に関しては、US$1=115 円で換算しております。  
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前事業年度 

(自 平成18年 8月 1日 
至 平成19年 7月31日) 

３． 株式譲渡先の概要 

(1) 商    号   Pacific Gate Company Limited 

(2) 代  表  者  Kookjin LEE 

(3) 所  在  地  Unit 3(1), Main Office Tower, Financial Park Labuan,  

Jalan Merdeka 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia 

(4) 主な事業概要 投資事業 

(5) 当社との関係  人的関係、資本関係、取引関係はございません。 

 

４． 当社の譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡前後の所有株式の状況 

(1) 譲渡前の所有株式数  16,824,899 株 （65％） 

(2) 譲渡株式数       11,648,007 株 （45％） 

(3) 譲渡後の所有株式数   5,176,892 株 （20％） 

(4) 譲渡価格       US$39,641,312 （日本円約 45 億円） 

 

５． 日程    

株式譲渡契約締結日    平成 19 年 9 月 14 日 

株式譲渡日        平成 19 年 9 月 21 日 

 

６． 業績に与える影響 

当該子会社の株式譲渡により、当社個別決算で約 7億 22 百万円の株式売却損を特別損失として計上する予定で

す。 
 

 


