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平成21年２月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 20年７月 11日 

上 場 会 社 名        プライムワークス株式会社    上場取引所  東証マザーズ 
コ ー ド 番 号        ３６２７                       ＵＲＬ  http://www.primeworks.jp/ 
代  表  者 (役職名）代表取締役社長        （氏名）池田 昌史 
問合せ先責任者 (役職名）常務執行役員企画部長   (氏名）中野 隆司  ＴＥＬ (03)5209－1581 

 
（百万円未満切捨て） 

１．平成21年２月期第１四半期の業績（平成20年３月１日 ～ 平成20年５月31日） 
(1) 経営成績                           （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％  百万円   ％ 

21年２月期第１四半期 777  － 224  － 199  － 117  － 

20年２月期第１四半期 －  － －  － －  － －  － 

20年２月期 2,253  － 316  － 310  － 181  － 

 

 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 

21年２月期第１四半期 7,456 17 7,325 25 

20年２月期第１四半期 －  － －  － 

20年２月期 16,084 85 －  － 

 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

21年２月期第１四半期 1,682 1,284 76.0 72,101 89 

20年２月期第１四半期 － － － －  － 

20年２月期 1,222 697 56.5 44,492 03 

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

21年２月期第１四半期 133 △48 454 770 

20年２月期第１四半期 － － － － 

20年２月期 198 △370 128 231 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末 

期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 

20年２月期 － － － － 0 00 

21年２月期 －    

21年２月期（予想）  － － － 
0 00 

 
３．平成21年２月期の業績予想（平成20年３月１日 ～ 平成21年２月28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 1,411 28.0 203 △3.3 174 △16.5 104 △13.9 6,237  89 

通     期 3,033 34.6 380  20.2 349  12.7 209  15.7 12,151  05 
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４．その他 
  
(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(3) 会計監査人の関与 ： 有 
四半期財務諸表については、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められ

ている「四半期財務諸表等に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受け
ております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（平成21年２月期の業績予想について） 

 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、業況等の変化等により、上記予想数値と異なる場合が

あります。 

（その他特記事項） 

 当社は、平成20年２月期第３四半期より四半期財務諸表を作成しておりますので、各項目の平成20

年２月期第１四半期、対前年第１四半期増減率については記載しておりません。 

 また、平成20年２月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、当社株式は非上場

でありましたので、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間（自平成20年３月１日 至平成20年５月31日）におけるわが国経済は、円

高及び原油をはじめとする原材料価格高騰の影響を受け、消費支出、設備投資共、停滞感が強まり

ました。 

一方、携帯電話市場におきましては、平成20年５月末日現在で契約数が１億台を超え、普及台数

は頭打ちの様相となりつつありますが、端末の高機能化、月額固定通信料金制度の普及と共に、コ

ミック、着せ替え、動画などの大容量コンテンツの配信サービスが進展しつつあります。また、法

人における携帯やインターネットを利用した顧客サービスニーズは引続き増大しており、特に顧客

とのコミュニケーション手段としてテレビ、ラジオ、新聞、雑誌等の既存メディアに比して、ネッ

トワークサービスの存在は益々重要視されつつあります。 

このような環境下で当社の当第１四半期の経営成績は売上高777,865千円、営業利益224,507千円、

経常利益199,984千円、四半期純利益117,650千円となりました。 

 

事業別の動向は、以下のとおりとなっております。 

＜プラットフォームソリューション事業＞ 

「カスタムモバイル」ソリューションにおいては、ソフトバンクモバイル向け「きせかえアレン

ジ」サイト開設等、配信チャネルの増強と配信タイトルの拡充を図ると共に、携帯端末メーカー向

けコンテンツ制作事業の拡大に取り組みました。また、携帯コミック向けＡＳＰサービスを始めと

した「電子ブック」ソリューションの強化に努めました。 

これらの結果、当第１四半期におけるプラットフォームソリューション事業の売上高は、576,008

千円となりました。 

 

＜サービスソリューション事業＞ 

ＷＥＢサイト構築・運営等のＷＥＢインテグレーションに加え、アクセス解析やＳＥＯ・ＳＥＭ

等のＷＥＢマーケティングを含めた総合的なソリューションを提供する「ラップソリューション」

への取り組みに努めた結果、ＷＥＢマーケティングに関する受注が増加し、堅調に推移いたしまし

た。 

これらの結果、当第１四半期におけるサービスソリューション事業の売上高は、201,856千円と

なりました。 
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２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態 

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は1,223,068千円であり、前事業年度比425,466

千円の増加となりました。これは、主に現金及び預金の増加（前事業年度比538,852千円増）による

ものです。固定資産の残高は459,846千円であり、前事業年度比34,461千円の増加となりました。こ

れは、主に差入保証金の増加（前事業年度比22,260千円増）及び投資有価証券の増加（前事業年度

比7,605千円増）によるものです。以上の結果、当第１四半期会計期間末における総資産は1,682,915

千円となり、前事業年度比459,927千円の増加となりました。 

当第１四半期会計期間末における負債合計は398,177千円であり、前事業年度比127,753千円の減

少となりました。これは、主に前受金の減少（前事業年度比97,238千円減）及び買掛金の減少（前

事業年度比49,241千円減）によるものです。 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は1,284,737千円となり、前事業年度比587,681千円

の増加となりました。これは、主に公募増資465,520千円による資本金及び資本剰余金の増加並びに

四半期純利益117,650千円計上による利益剰余金の増加によるものです。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末

の資金に比べて538,852千円増加し、770,483千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそ

れらの主な要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は133,243千円となりました。これは主に、前受金の減少97,238千

円、法人税等の支払65,086千円及び仕入債務の減少49,241千円による資金の流出があったものの、

税引前四半期純利益の計上199,984千円及び売上債権の減少92,333千円により資金が得られたこと

によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は48,747千円となりました。これは主に、差入保証金の差入による

支出22,260千円及び無形固定資産の取得による支出19,375千円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） 

財務活動の結果得られた資金は454,357千円となりました。これは、公募増資に伴う新株式の発

行により資金が得られたことによるものです。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

プラットフォームソリューション事業においては、主力事業である「カスタムモバイル」、「電

子ブック」の更なる事業拡大に取り組んでまいります。「カスタムモバイル」については、引き続

きコンテンツ配信事業の強化に注力するとともに、本分野における携帯端末メーカー等へのソ

リューション提供の拡大を推進していきます。「電子ブック」については、市場拡大に対応したＡ

ＳＰサービスの基盤拡充とコンテンツ等を含めたライセンス事業の強化に努めてまいります。 

サービスソリューション事業においては、ＷＥＢインテグレーションからＷＥＢマーケティング

までの包括的ソリューションである「ラップソリューション」の提供を基本として、特に、ＷＥＢ

マーケティング事業の拡大とヘルスケアジャンルにおける新規案件の開拓に取り組んでいく方針で

す。 

平成21年２月期の業績につきましては、平成20年５月23日付「平成20年２月期 決算短信」にお

いて発表しました業績予想に変更はなく、売上高3,033百万円（前年同期比34.6％増）、営業利益380

百万円（同20.2％増）、経常利益349百万円（同12.7％増）、当期純利益209百万円（同15.7％増）

を見込んでおります。 

 

※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、業況等の変化等により、上記予想数値と異なる

場合があります。 
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４．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成20年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

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   770,483   231,631  

２．受取手形   8,345   23,293  

３．売掛金   306,479   383,865  

４．たな卸資産   76,419   98,925  

５．前渡金   14,674   1,335  

６．前払費用   21,041   20,204  

７．繰延税金資産   24,023   38,346  

８．その他   1,600   －  

流動資産合計   1,223,068 72.7  797,601 65.2 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物   2,779   2,837  

２．器具備品   30,173   27,229  

３．建設仮勘定   1,269   －  

有形固定資産合計 ※１  34,223 2.0  30,067 2.5 

(2）無形固定資産        

１．商標権   634   659  

２．ソフトウェア   242,268   26,986  

３．ソフトウェア仮勘定   20,725   235,620  

４．その他   46   46  

無形固定資産合計   263,674 15.7  263,312 21.5 
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当第１四半期会計期間末 
（平成20年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   77,300   69,695  

２．繰延税金資産   14,571   14,494  

３．差入保証金   59,694   37,434  

４．その他   10,381   10,381  

投資その他の資産合計   161,948 9.6  132,005 10.8 

固定資産合計   459,846 27.3  425,385 34.8 

資産合計   1,682,915 100.0  1,222,987 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金   105,309   154,551  

２．未払金   4,097   1,617  

３．未払費用   78,160   63,754  

４．未払法人税等   73,205   67,741  

５．未払消費税等 ※２  18,676   6,810  

６．前受金   43,711   140,950  

７．預り金   17,953   3,891  

８．前受収益   23,409   26,264  

９．賞与引当金   30,291   57,129  

10．ポイントサービス引当金   3,361   3,220  

流動負債合計   398,177 23.7  525,931 43.0 

負債合計   398,177 23.7  525,931 43.0 
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当第１四半期会計期間末 
（平成20年５月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   438,460 26.0  205,700 16.8 

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  428,460   195,700   

資本剰余金合計   428,460 25.5  195,700 16.0 

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  402,144   284,493   

利益剰余金合計   402,144 23.9  284,493 23.3 

株主資本合計   1,269,064 75.4  685,893 56.1 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金 

  10,023 0.6  5,512 0.4 

評価・換算差額等合計   10,023 0.6  5,512 0.4 

Ⅲ 新株予約権   5,650 0.3  5,650 0.5 

純資産合計   1,284,737 76.3  697,056 57.0 

負債純資産合計   1,682,915 100.0  1,222,987 100.0 
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(2) 四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   777,865 100.0  2,253,887 100.0 

Ⅱ 売上原価   466,322 59.9  1,591,280 70.6 

売上総利益   311,543 40.1  662,607 29.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   87,035 11.2  346,243 15.4 

営業利益   224,507 28.9  316,364 14.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１  －   39 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２  24,523 3.2  6,388 0.3 

経常利益   199,984 25.7  310,015 13.7 

税引前四半期（当期）純
利益 

  199,984 25.7  310,015 13.7 

法人税、住民税及び事業
税 

 71,182   113,782   

法人税等調整額  11,151 82,333 10.6 15,165 128,948 5.7 

四半期（当期）純利益   117,650 15.1  181,067 8.0 
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自平成20年３月１日 至平成20年５月31日） 

 株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金 

 
その他利益剰余
金 

 

資本金 
資本準備金 資本剰余金合計 

繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成20年２月29日残高（千円） 205,700 195,700 195,700 284,493 284,493 685,893 

四半期会計期間中の変動額       

新株の発行 232,760 232,760 232,760   465,520 

四半期純利益    117,650 117,650 117,650 

株主資本以外の項目の四半期会
計期間中の変動額（純額） 

      

四半期会計期間中の変動額合計（千
円） 

232,760 232,760 232,760 117,650 117,650 583,170 

平成20年５月31日残高（千円） 438,460 428,460 428,460 402,144 402,144 1,269,064 
       
 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額
金 

評価・換算差額等合計 
新株予約権 純資産合計 

平成20年２月29日残高（千円） 5,512 5,512 5,650 697,056 

四半期会計期間中の変動額     

新株の発行    465,520 

四半期純利益    117,650 

株主資本以外の項目の四半期会
計期間中の変動額（純額） 

4,510 4,510  4,510 

四半期会計期間中の変動額合計（千
円） 

4,510 4,510 － 587,681 

平成20年５月31日残高（千円） 10,023 10,023 5,650 1,284,737 
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前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自平成19年３月１日 至平成20年２月29日） 

 株主資本 

 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 資本剰余金合計 

繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成19年２月28日残高（千円） 134,750 124,750 124,750 103,426 103,426 362,926 

事業年度中の変動額       

新株の発行 70,950 70,950 70,950   141,900 

当期純利益    181,067 181,067 181,067 

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

      

事業年度中の変動額合計（千円） 70,950 70,950 70,950 181,067 181,067 322,967 

平成20年２月29日残高（千円） 205,700 195,700 195,700 284,493 284,493 685,893 
       
 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額
金 

評価・換算差額等合計 
新株予約権 純資産合計 

平成19年２月28日残高（千円） 7,941 7,941 18,550 389,417 

事業年度中の変動額     

新株の発行    141,900 

当期純利益    181,067 

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△2,428 △2,428 △12,900 △15,328 

事業年度中の変動額合計（千円） △2,428 △2,428 △12,900 307,638 

平成20年２月29日残高（千円） 5,512 5,512 5,650 697,056 
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

税引前四半期（当期）
純利益 

 199,984 310,015 

減価償却費  24,330 39,962 

賞与引当金の増減額
（減少：△） 

 △26,838 25,136 

ポイントサービス引当
金の増減額（減少：△） 

 141 △2,478 

受取利息及び受取配当
金 

 － △39 

株式交付費  11,162 564 

売上債権の増減額（増
加：△） 

 92,333 △220,412 

たな卸資産の増減額
（増加：△） 

 22,505 △59,082 

仕入債務の増減額（減
少：△） 

 △49,241 74,764 

未払費用の増減額（減
少：△） 

 14,406 39,742 

未払消費税等の増減額
（減少：△） 

 11,866 △3,806 

前渡金の増減額（増
加：△） 

 △13,338 － 

前払費用の増減額（増
加：△） 

 △836 28,164 

前受金の増減額（減
少：△） 

 △97,238 140,950 

前受収益の増減額（減
少：△） 

 △2,854 △49,943 

預り金の増減額（減
少：△） 

 14,061 △476 

その他  2,115 △351 

小計  198,329 322,709 

利息及び配当金の受取
額 

 － 39 

法人税等の支払額  △65,086 △123,972 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 133,243 198,776 



 

プライムワークス㈱（3627）平成21年２月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

- 12 - 

 

  
当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △7,112 △26,869 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △19,375 △279,455 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 － △50,000 

投資有価証券の償還に
よる収入 

 － 3,000 

差入保証金の差入によ
る支出 

 △22,260 △13,293 

その他  － △3,463 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △48,747 △370,082 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

株式の発行による収入  454,357 128,435 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 454,357 128,435 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額（減少：△） 

 538,852 △42,869 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 231,631 274,500 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※ 770,483 231,631 
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(5) 注記事項 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

(1）有価証券 

その他有価証券 

(1）有価証券 

その他有価証券 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

時価のあるもの 時価のあるもの 

  四半期決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用

しております。 

 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 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。 

同左 

(2）たな卸資産 

原材料 

(2）たな卸資産 

原材料 

 

 総平均法による原価法 同左 

 仕掛品 仕掛品 

  個別法による原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法）を採用しておりま

す。 

同左 

  なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 

 建物        18年 

器具備品   ２年～10年 

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 なお、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に

よる定額法を採用しております。 

同左 

株式交付費 ────── ３．繰延資産の処理方法 

 支出時に全額費用として処理する方

法を採用しております。 
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項目 
当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率等

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。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき当四半期会計期間

の負担額を計上しております。 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。 

 (3）ポイントサービス引当金 (3）ポイントサービス引当金 

  コンテンツサービス売上に関して、

将来におけるポイント利用による費用

負担に備えるため、将来利用可能であ

るポイントに対する所要額を計上して

おります。 

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 

６．四半期キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から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 

７．その他四半期財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

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 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

────── （減価償却方法の変更） 

  平成19年度法人税法改正に伴い、器具備品に含まれる

サーバー機器を除き、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については改正後の償却方法により減価償

却費を計上しております。なお、これによる当事業年度

の損益に与える影響は軽微であります。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年５月31日） 

前事業年度 
（平成20年２月29日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

42,651千円 

 

※２ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ、未

払消費税等として表示しております。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

38,323千円 

 

※２        ────── 

 

（四半期損益計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

※１        ────── 

 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    株式公開費用          11,785千円 

    株式交付費           11,162千円 

    債権売却損失          1,574千円 

 

３  減価償却実施額 

    有形固定資産          4,327千円 

    無形固定資産          20,002千円 

     合計             24,330千円 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息              39千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    債権売却損失          3,494千円 

    株式公開費用          2,000千円 

 

 

３  減価償却実施額 

    有形固定資産          17,264千円 

    無形固定資産          22,698千円 

     合計             39,962千円 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当四半期会計期間
増加株式数（株） 

当四半期会計期間
減少株式数（株） 

当四半期会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 15,540 2,200 － 17,740 

合計 15,540 2,200 － 17,740 

（注） 普通株式の発行済株式総数の増加2,200株は、公募増資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 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前事業年度
末 

当四半期会
計期間増加 

当四半期会
計期間減少 

当四半期会
計期間末 

当四半期会
計期間末残
高 
（千円） 

ストック・オプションとしての新株予
約権 

－ － － － － 5,650 

合計 － － － － － 5,650 

（注） 上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

 

３．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）基準日が当四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が四半期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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前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式     

普通株式 5,190 10,350 － 15,540 

合計 5,190 10,350 － 15,540 

 （注） 普通株式の発行済株式総数の増加10,350株は、平成20年２月１日付けで１株につき２株の株式分割を行っ

たことによる増加5,480株、及び新株予約権の権利行使による増加4,870株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 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

前事業年度
末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

当事業年度
末残高 
（千円） 

第４回新株予約権 普通株式 600 － 600 － － 

ストック・オプションとしての新株予
約権 

－ － － － － 5,650 

合計 － － － － － 5,650 

 （注）１．新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

３．第４回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

 

３．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）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 該当事項はありません。 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期会計期間末残高と四半

期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成20年５月31日現在） （平成20年２月29日現在） 
 

 （千円） 

現金及び預金勘定 770,483 

現金及び現金同等物 770,483 
  

 
 （千円） 

現金及び預金勘定 231,631 

現金及び現金同等物 231,631 
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（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

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

 リース資産の事業内容における重要性が低いこと及びリース契約１件当たりの金額が少額なため、注記

の対象から除いております。 

 

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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 

 リース資産の事業内容における重要性が低いこと及びリース契約１件当たりの金額が少額なため、注記

の対象から除いております。 

 

（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年５月31日） 

前事業年度末 
（平成20年２月29日） 

 
取得原価 
（千円） 

四半期貸借
対照表計上
額（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

貸借対照表
計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式 10,400 27,300 16,900 10,400 19,695 9,295 

合計 10,400 27,300 16,900 10,400 19,695 9,295 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年５月31日） 

前事業年度末 
（平成20年２月29日） 

 

四半期貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

債券 50,000 50,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

 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） 

当第１四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

当第１四半期会計期間中に付与をしておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション② 

付与対象者の区分及び数 当社の取締役１名及び従業員14名 当社の代表取締役１名 

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 960株 普通株式 2,200株 

付与日 平成17年７月12日 平成17年７月12日 

権利確定条件 
付与日（平成17年７月12日）以降、権
利確定日（平成19年７月12日）まで継
続して勤務していること。 

（注）２ 

対象勤務期間 
２年間（自平成17年７月12日 至平成
19年７月12日） 

（注）３ 

権利行使期間 
平成19年７月13日から、平成27年５月
30日まで。 

平成17年７月12日から、平成27年５月
30日まで。 

 

 平成17年ストック・オプション③ 平成17年ストック・オプション④ 

付与対象者の区分及び数 当社の従業員１名 取締役１名及び従業員３名 

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 60株 普通株式 560株 

付与日 平成17年９月29日 平成17年10月５日 

権利確定条件 （注）２ 
付与日（平成17年10月５日）以降、権
利確定日（平成19年10月４日）まで継
続して勤務していること。 

対象勤務期間 （注）３ 
２年間（自平成17年10月５日 至平成
19年10月５日） 

権利行使期間 
平成17年９月29日から、平成27年５月
30日まで。 

平成19年10月６日から、平成27年５月
30日まで。 
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 平成18年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション② 

付与対象者の区分及び数 当社の取締役１名及び従業員13名 当社の監査役２名 

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 480株 普通株式 60株 

付与日 平成19年２月27日 平成19年２月27日 

権利確定条件 
付与日（平成19年２月27日）以降、権
利確定日（平成21年２月28日）まで継
続して勤務していること。 

付与日（平成19年２月27日）以降、権
利確定日（平成22年５月31日）まで継
続して勤務していること。 

対象勤務期間 
２年間（自平成19年２月27日 至平成
21年２月28日） 

２年間（自平成19年２月27日 至平成
22年５月31日） 

権利行使期間 
平成21年３月１日から、平成29年１月
31日まで。 

平成22年６月１日から、平成22年11月
30日まで。 

 

 平成19年ストック・オプション① 平成19年ストック・オプション② 

付与対象者の区分及び数 当社の従業員９名 取締役１名及び従業員16名 

ストック・オプション数（注）１ 普通株式 90株 普通株式 200株 

付与日 平成19年８月21日 平成19年10月22日 

権利確定条件 
付与日（平成19年８月21日）以降、権
利確定日（平成21年８月31日）まで継
続して勤務していること。 

付与日（平成19年10月22日）以降、権
利確定日（平成21年10月30日）まで継
続して勤務していること。 

対象勤務期間 
２年間（自平成19年８月21日 至平成
21年８月31日） 

２年間（自平成19年10月22日 至平成
21年10月30日） 

権利行使期間 
平成21年９月１日から、平成29年１月
31日まで。 

平成21年11月１日から、平成29年１月
31日まで。 

 （注）１．平成20年２月１日付の株式分割考慮後の株式数に換算して記載しております。 

２．権利確定条件は付されておりません。 

３．対象勤務期間の定めはありません。 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度（平成20年２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、平成20年２月１日付の株式分割考慮後の株式数に換算して記載しておりま

す。 

① ストック・オプションの数 

  平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション② 

権利確定前 （株）   

前事業年度末  1,000 － 

付与  － － 

失効  － － 

権利確定  1,000 － 

未確定残  － － 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － 5,020 

権利確定  1,000 － 

権利行使  － 2,820 

失効  40 － 

未行使残  960 2,200 

 

  平成17年ストック・オプション③ 平成17年ストック・オプション④ 

権利確定前 （株）   

前事業年度末  － 560 

付与  － － 

失効  － － 

権利確定  － 560 

未確定残  － － 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  1,200 － 

権利確定  － 560 

権利行使  1,140 － 

失効  － － 

未行使残  60 560 

 



 

プライムワークス㈱（3627）平成21年２月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

－  － 
 

22 

  平成18年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション② 

権利確定前 （株）   

前事業年度末  480 60 

付与  － － 

失効  － － 

権利確定  － － 

未確定残  480 60 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － － 

権利確定  － － 

権利行使  － － 

失効  － － 

未行使残  － － 

 

  平成19年ストック・オプション① 平成19年ストック・オプション② 

権利確定前 （株）   

前事業年度末  － － 

付与  100 200 

失効  10 － 

権利確定  － － 

未確定残  90 200 

権利確定後 （株）   

前事業年度末  － － 

権利確定  － － 

権利行使  － － 

失効  － － 

未行使残  － － 

 



 

プライムワークス㈱（3627）平成21年２月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

－  － 
 

23 

② 単価情報 

  平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション② 

権利行使価格 （円） 25,000 25,000 

行使時平均株価 （円） － 25,000 

公正な評価単価（付与日） （円） － 2,500 

 

  平成17年ストック・オプション③ 平成17年ストック・オプション④ 

権利行使価格 （円） 25,000 25,000 

行使時平均株価 （円） 25,000 － 

公正な評価単価（付与日） （円） 2,500 － 

 

  平成18年ストック・オプション① 平成18年ストック・オプション② 

権利行使価格 （円） 100,000 100,000 

行使時平均株価 （円） － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － 

 

  平成19年ストック・オプション① 平成19年ストック・オプション② 

権利行使価格 （円） 100,000 100,000 

行使時平均株価 （円） － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － 

 （注） 平成20年２月１日付の株式分割考慮後の権利行使価格で記載しております。 

 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 平成19年８月21日及び平成19年10月22日に付与したストック・オプション（平成19年ストック・オプ

ション①及び②）について、未公開企業であるため公正な評価単価を本源的価値により算定しておりま

す。なお、本源的価値は以下のとおりです。 

① １株当たりの評価方法及び１株当たりの評価額 

 類似公開企業比較法及び取引事例法による評価額を勘案のうえ、１株当たりの評価額を200千円（平

成20年２月１日付の株式分割考慮後100千円）としております。 

② 新株予約権の行使価格     200千円（平成20年２月１日付の株式分割考慮後100千円） 

 算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額のため単位当たりの本源的価値

はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単位もゼロと算定しております。 

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

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

用しております。 
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（持分法損益等） 

当第１四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

 当社は非連結子会社及び関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

 当社は非連結子会社及び関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

 
１株当たり純資産額 72,101.89円

１株当たり四半期純利益金額 7,456.17円

潜在株式調整後１株当たり四半期 

純利益金額 
7,325.25円

  

 
１株当たり純資産額 44,492.03円

１株当たり当期純利益金額 16,084.85円

   
 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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

  当社は平成20年２月１日付で株式１株につき２株の株

式分割を行いました。当事業年度の１株当たり情報は当

該株式分割が当期首に行われたと仮定して算出しており

ます。 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間末 
（平成20年５月31日） 

前事業年度末 
（平成20年２月29日） 

純資産の部の合計（千円） 1,284,737 697,056 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 5,650 5,650 

（うち新株予約権） （5,650） （5,650） 

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額（千円） 1,279,087 691,406 

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末（期
末）の普通株式の数（株） 

17,740 15,540 

 
    ２．１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

１株当たり四半期（当期）純利益金額   

 四半期（当期）純利益（千円） 117,650 181,067 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る四半期（当期）純利益（千円） 117,650 181,067 

 期中平均株式数（株） 15,779 11,257 

   

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額   

 四半期（当期）純利益調整額（千円） － － 

 普通株式増加数（株） 282 － 

 （うち新株予約権） （282） － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要 

────── 

 

新株予約権（新株予約権の

数4,610個）。 
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（重要な後発事象） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

──────  平成20年４月21日及び平成20年５月８日開催の取締役

会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成 

20年５月22日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は438,460千円、発行済株式総数は

17,740株となっております。 
 
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類及

び数 

：普通株式    2,200株 

③ 発行価格 ：１株につき  230,000円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき  211,600円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受

人の手取金となります。 

⑤ 払込金額 ：１株につき  170,000円 

この金額は会社法上の払込金額であり、平成20年５

月８日開催の取締役会において決定された金額であ

ります。 

⑥ 資本組入額 ：１株につき  105,800円 

⑦ 発行価額の総額 ：      374,000千円 

⑧ 資本組入額の総額 ：      232,760千円 

⑨ 払込金額の総額 ：      465,520千円 

⑩ 払込期日 ：平成20年５月22日 

⑪ 資金の使途 ：設備資金及び運転資金 
  

 
(6) 事業部門別売上高 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年５月31日） 

前事業年度 
（自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日） 

 

 
金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

プラットフォームソリューション事業 576,008 74.0 1,452,364 64.4 

サービスソリューション事業 201,856 26.0 801,523 35.6 

合計 777,865 100.0 2,253,887 100.0 

 


