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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年7月期 6,029 △61.2 △1,014 ― △1,429 ― △1,247 ―
19年7月期 15,534 15.9 △2,148 ― △2,223 ― △4,533 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当

期純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年7月期 △23,068.96 ― △21.0 △10.1 △16.8
19年7月期 △83,889.88 ― △51.8 △11.2 △13.8

（参考） 持分法投資損益 20年7月期  △192百万円 19年7月期  ―百万円

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 8,132 5,646 61.1 91,861.36
19年7月期 20,310 10,346 33.9 127,441.33

（参考） 自己資本   20年7月期  4,967百万円 19年7月期  6,891百万円

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 △898 5,417 △2,430 4,099
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 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年7月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
20年7月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

21年7月期 
（予想）

― ― ― ― ― ――― ― ―――

3.  21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期連結累計期間 4,000 42.4 △370 ― △270 ― △190 ― △3,513.57
通期 9,100 50.9 △350 ― △230 ― △160 ― △2,958.79
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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  

（注） 詳細は、14ページ「企業集団の状況」をご覧ください。  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注） 詳細は、29ページ「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」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株あたりの当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、57ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 1 社 （ 社名 MagiNet Private Ltd. ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年7月期  54,076株 19年7月期  54,086株
② 期末自己株式数 20年7月期  ―株 19年7月期  13株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年7月期 802 5.5 △321 ― △421 ― △2,265 ―
19年7月期 760 △49.2 △320 ― △392 ― △3,775 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

20年7月期 △41,899.93 ―
19年7月期 △69,849.42 ―

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 6,136 5,511 89.8 101,921.04
19年7月期 10,772 7,772 72.2 143,740.00

（参考） 自己資本 20年7月期  5,511百万円 19年7月期  7,772百万円

2.  21年7月期の個別業績予想（平成20年8月1日～平成21年7月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 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性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。  

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

第2四半期累計期間 700 126.1 △100 ― 0 ― 0 ― ―
通期 1,850 130.6 △100 ― 20 ― 15 ― 277.38
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Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 

１． 経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

・当期の経営成績 

当連結会計年度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 優先項目と位置づけ、注力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。当連結会計年度において、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モデルに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、プロダクトの拡充をはかり、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、当連結会計年度よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社ではなくなりました。 

 

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高6,029百万円（前年同期比61.2%減）、営業損失1,014

百万円（前年同期は2,148百万円の損失）、経常損失1,429百万円（前年同期は2,223百万円の損失）、

当期純損失1,247百万円（前年同期は4,533百万円の損失）となりました。 

 
＜参考＞ 

  
 （連結） 

 

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)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

EBITDA 1,923百万円 △388百万円 

売上高比率 12.4％ △6.4％ 

1株当たりのEBITDA 35,584円53銭 △7,184円60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、当連結会計年度よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社ではなくなったため大

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」および「一時収

入モデル」による売上高が増加しました。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

連結会計年度のHSIA事業の売上高は5,470百万円（前年同期比54.1%減）、営業損失は620百万円（前

年同期は1,072百万円の損失）となりました。 
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VOD事業についても、当連結会計年度よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社ではなくなったため

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。 

以上の結果、当連結会計年度のVOD事業の売上高は325百万円（前年同期比91.0%減）、営業損失は58

百万円（前年同期は669百万円の損失）となりました。 

 
（セグメント別販売実績表） 
        

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)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20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 

 HSIA 事業 11,917 76.7％ 5,470 90.7％ 

 VOD 事業 3,616 23.3％ 325 5.4％ 

その他事業 ― ― 233 3.9％ 

消去又は全社 ― ― ― ― 

合   計 15,534 100.0％ 6,029 100.0％ 

（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)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20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 

売 上 高 11,917 100.0％ 5,470 100.0％ 

営 業 損  失 1,072 △9.0％ 620 △11.3％ 

EBITDA 2,124 17.8％ 10 0.2％ 

継続収入モデル 10,085 84.6％ 3,132 57.3％ 

一時収入モデル 1,832 15.4％ 2,338 42.7％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては361百万円、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)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20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 

売 上 高 3,616 100.0％ 325 100.0％ 

営 業 損  失 669 △18.5％ 58 △17.9％ 

EBITDA 216 6.0％ △35 △11.0％ 

継続収入モデル 2,069 57.2％ ― ― 

一時収入モデル 1,547 42.8％ 325 100.0％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては2百万円、前連結会計年
度においては322百万円であります。 

 

4



（その他事業）            

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)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20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 

売 上 高 ― ― 233 100.0％ 

営 業 損  失 ― ― 21 △9.2％ 

EBITDA ― ― △16 △7.2％ 

継続収入モデル ― ― ― ― 

一時収入モデル ― ― 233 100.0％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては4百万円であります。 
 

 

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、当連結会計年度よりMagiNet Private Ltd.が連結子会社ではなくなったた

め大幅な減収となりました。 

以上の結果、当連結会計年度のアジアにおける売上高は1,221百万円（前年同期比84.2%減）、営業

損失は105百万円（前年同期は158百万円の損失）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、当連結会計年度の北米における売上高は4,807百万円（前年同期7.9%増）、営業損失

は594百万円（前年同期は1,348百万円の損失）となりました。 

 

（セグメント別販売実績表）    

       

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)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20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 

アジア 7,730 49.8％ 1,221 20.3％ 

北米 4,456 28.7％ 4,807 79.7％ 

その他 3,347 21.5％ ― ―％ 

消去又は全社 ― ―％ ― ―％ 

合   計 15,534 100.0％ 6,029 100.0％ 

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

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)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20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 

売 上 高 7,730 100.0％ 1,221 100.0％ 

営 業 損  失 158 △2.0％ 105 △8.6％ 

EBITDA 1,791 23.2％ △78 △6.4％ 

継続収入モデル 5,744 74.3％ ― ―％ 

一時収入モデル 1,985 25.7％ 1,221 100.0％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては7百万円、前連結会計年
度においては803百万円であります。 

 

（北米） 

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)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20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 

売 上 高 4,456 100.0％ 4,807 100.0％ 

営 業 損  失 1,348 △30.3％ 594 △12.4％ 

EBITDA △68 △1.5％ 36 0.8％ 

継続収入モデル 3,062 68.7％ 3,132 65.1％ 

一時収入モデル 1,394 31.3％ 1,675 34.9％ 

※営業費用に含まれているのれん償却額は、当連結会計年度においては361百万円、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)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20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 

売 上 高 3,347 100.0％ ― ―％ 

営 業 損 失 234 △7.0％ ― ―％ 

EBITDA 618 18.5％ ― ―％ 

継続収入モデル 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。 
※その他の地域に含まれておりましたMagiNet Private Ltd.は当連結会計年度よりMagiNet 

Private Ltd.が連結子会社ではなくなりました。 

 
・次期の見通し 

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、特に北米、アジア地域において、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、
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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。 

 

＜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することが、引き

続き課題となっております。そのため、次期におきましても、引き続き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の拡大および収益構造の抜本的な見直

しをすることにより、北米事業の建て直しを図ってまいります。具体的には、既存顧客向けの設備更

新提案が順調に進んで、HSIAやVODシステムの販売単価も上昇していることから、次期におきまして

も一層の高付加価値商品の販売を拡大してまいります。 

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、次期においても「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、国

内におけるシンクライアント市場の急速な伸びに対応し、国内大手ベンダーとの提携を通してシンク

ライアントセンターを設立したことから、多くの顧客の要望に応えられるサービス体制が整いました。

そこで培った技術を基に、次期には新たにインフラソリューションテクニカルサービス（サーバー、

ネットワーク、クライアント、ソフトウェアの構築・保守サービス）を中心に展開して、販売拡大を

図ってまいります。また、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、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

構築については、引き続き、現在の事業との相乗効果が生み出せるような注力分野、重点分野へ資源

を集中し、早期に効果が現れるよう取り組んでまいります。 
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（２）財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における資産の状況は、前連結会計年度末に比べ12,178百万円減少し8,132百万

円となりました。これは主に、当連結会計年度より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7,478百万円減少し2,485百万円となりまし

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898百万円減少し、投資活動により5,417百万円増加し、財

務活動により2,430百万円減少致しました。この結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等

物（以下｢資金｣という）は、4,099百万円となり、前連結会計年度末から2,035百万円増加しておりま

す。 

当連結会計年度の各キャッシュ・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898百万円（前年同期は1,975百万円の獲得）となりました。これは

主に、前受金の増加601百万円により資金が増加したものの、税金等調整前当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5,417百万円（前年同期は4,496百万円の使用）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5,717百万円や貸付金の回収による収入143百万円があったこ

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、2,430百万円（前年同期は2,785百万円の獲得）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1,802百万円や長期借入金の返済による支出が664百万円あ

ったことによるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指数の推移 

 平成 19 年 7月期 平成 20 年 7月期 

自己資本比率（％） 33.9 61.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 17.8 25.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 3.3 △0.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.5 △29.6 

（注）自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指数は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 
※キャッシュ・フローは、連結営業キャッシュ・フローを利用しています。有利子負債は連結貸借対照

表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払い
につきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、株主の皆様からのご支援・ご協力に報いるため、利益還元を経営の 重要課題の

一つとして位置づけており、財務状況や将来の事業展開を総合的に勘案しつつ、安定的な配当を継続

して実施していくことが重要であると認識しております。 

しかしながら、当期純損失計上となったことから、誠に遺憾ながら無配とさせて頂きました。 

株主の皆様には、深くお詫びを申し上げますとともに、早期に配当を実現するよう収益力向上に努

めてまいります。 
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（４）事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられ

る主な事項を記載しております。また、必ずしも事業展開上のリスク要因に該当しない事項について

も、投資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要であると考えられる事項については、

投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社グループは、これらのリスク発

生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式

に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行う必要があり

ます。また、以下の記載は本株式への投資に関連する全てのリスクを網羅するものではありません。 

 

(事業展開について) 

① 経済状況について 

当社グループは、国内外においてサービスを展開しておりますが、各地域の政治、経済、法律、文

化、慣習、競合会社、社会情勢の変化や各種規制の動向が、各地の需要や当社グループのサービス提

供体制に影響を与え、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

また、一般的にブロードバンドサービスの価格は低下傾向にあり、ホスピタリティ市場においても

将来的に低価格化または無料化となる可能性があることから、現在の当社グループのビジネスモデル

では、収益が圧迫される可能性があります。当社グループとしては、付加価値サービス（マルチプレ

イサービス等）を追加していくことで、対処できると考えておりますが、付加価値サービスが展開で

きない場合、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 競合について 

当社グループが展開しております世界的なホスピタリティ市場におけるブロードバンドサービス

の競合状況については、当社グループのように地域を限定せず、且つ総合的にブロードバンドサービ

スを展開している企業はないと認識しております。現状においては、他社と比較して優位性があると

認識しておりますが、今後新規参入企業が出現した場合、競争優位を維持できないリスクがあり、こ

の事業の業績に影響を与える可能性があります。 

 

③ 投融資等について 

当社グループは、世界のホスピタリティ市場におけるブロードバンド総合サービスプロバイダーと

してONLY ONEとなることを目標に「企業価値（株主価値）の向上」を図っております。その実現の

ために買収、子会社設立、合併事業、設備投資等を国内外問わず展開してまいりました。現在、当社

は、主要な連結子会社5社に出資しており、うち4社が海外企業であり、更にうち１社は海外の株式市

場に上場しております。当社グループは、投融資案件に対して、リスク及びリターンを厳密に事前に

評価し実行する予定ですが、投融資先の事業の状況が当社グループの業績に与える影響を確実に予想

することは困難であります。上場会社を保有しますと、市場の動向に左右されることもあり、株式の

評価替えなどにより当社の業績や資産の額に影響を与える可能性があります。また、買収スキームの

煩雑化及び買収交渉の長期化により買収コスト（監査報酬や弁護士費用等）が増大し、投融資を回収

できず、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 
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④ 為替リスクについて 

当社グループの連結売上高に占める海外売上高の比率は、当連結会計年度において82.1％でありま

す。当社は、海外子会社における外貨表示（米ドル、カナダドル、中国元）の財務諸表を当社グルー

プの報告通貨である日本円に換算しております。また、当社連結子会社のGuest-Tekにおいても、そ

の売上高の多くを米ドルからカナダドルに換算しております。そのため、外国為替の変動は当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 自然災害によるリスク 

当社グループが提供している「委託設置」モデルでのブロードバンドサービスに係るシステムは、

常時ホテル内に設置しておりますので、不慮の自然災害等に対する防衛対策を施しておりますが、想

定した以上の大規模な自然災害によって甚大な被害を受ける可能性があります。長期間にわたり業務

を中断するような場合、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

⑥ 重要な訴訟等について 

当社グループは国内外においてサービスを展開しており、将来、重要な訴訟等が提起された場合に

は、裁判制度等の違いにより当社グループ側の主張・予測と相違する結果となるリスクがあります。

当社グループに不利益な判断がなされた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影

響を及ぼす可能性があります。 

 

(技術関連について) 

① 技術動向への対応について 

当社グループは、現状、 先端の技術動向の把握に支障を来したことはありませんが、ブロードバ

ンド市場は技術革新のスピードが速いため、当社グループが技術革新に対応できない場合には、業界

標準に対応できないあるいは顧客ニーズを捉えられないことなどにより、当社グループの財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 研究開発について 

当社グループにおける研究開発活動は、ブロードバンドサービスを円滑に行う上での機能拡充を目

的としたミドルウェアの開発、「StreamFaucet」（映像配信の為のソフトウェア）の開発及び新たな

ブロードバンドサービスを展開する上で必須なシステムの開発を中心に行っております。 

しかし、研究開発の成果は不確実なものであり、多額の支出を行ったとしても必ずしも成果に結び

つかないというリスクがあります。その場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

③ 品質管理について 

当社グループは、各種システムの構築にあたって、各社が保有している独自のミドルウェア及び

「StreamFaucet」（映像配信ソフトウェア）の品質管理を行うと共に、サーバやSTBといったハード

ウェアや関連するソフトウェアは、仕入れた段階で当社グループが独自に定めた品質テストを行うこ

とに加えて、客先でのシステム構築作業が完了した時点においても品質テストを行って 終確認を実
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施することとしており、システムの品質管理には細心の注意を払っております。 

当社グループは、顧客から案件を受託する際に取り交す契約に免責条項を設けておりますが、当社

グループのシステムが不具合を起こした場合、顧客より損害賠償請求を受けることなどにより、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 知的財産権について 

当社グループは、今後独自開発のミドルウェアやビジネスモデル等に関して、商標権、特許権、実

用新案権等の登録対象となる可能性のあるものについては、その登録を目指し出願の検討等の対応を

行ってまいりますが、他社が当社グループよりも先にその権利を取得した場合、損害賠償請求を受け

て当社事業の継続が困難になる可能性または当社事業が制約される可能性があります。 

また、当社グループは現時点において、第三者より知的財産権に関する侵害訴訟を提起されたり、

侵害の主張を受けてはおりませんが、将来的に当社グループが開発、販売する全てのソフトウェア、

ハードウェアに関し、第三者より知的財産の侵害に関する請求を受けたり、訴訟を提起される可能性

がないとは断言できません。 

 

(当社グループの組織体制について) 

① 当社単体が小規模組織であることについて 

当社は平成20年7月31日現在で従業員が47名と組織規模が小さく、内部管理体制や業務執行体制も

当該組織規模に応じたものとなっております。そのため、組織的な対応が適切且つ充分にできるか否

かは不確実であり、当社の事業遂行及び拡大に影響を及ぼす可能性があります。当社の役員や従業員

が、業務を遂行する上で支障が生じた場合や社外に流出した場合には、当社の業務に支障が生じ、当

社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 特定の経営者への依存について 

当社グループ、特に当社については、小規模組織であることもあり、代表取締役会長である吉本万

寿夫及び取締役社長である佐藤直浩が中心となって、事業を遂行する上での重要な役割を果たしてお

ります。よって、両氏への過度な依存を改善し、円滑に事業を遂行するべく、事業体制において全社

的な組織の構築や人材の育成に努めております。しかし、両氏が理由の如何に係わらず当社業務を継

続することが困難となった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可

能性があります。 

 

③ 人材の確保について 

当社グループは、優秀な人材の確保、従業員の育成は、今後事業を拡大する上で極めて重要である

と認識しております。優秀な人材の確保や従業員のインセンティブのために、能力主義やストックオ

プションなどを取り入れた報酬プログラムを実践しております。 

しかしながら、現在在職している人材が流出するような場合、または当社の求める人材が充分に確

保できなかった場合、今後の事業展開も含めて事業拡大及び将来性に影響を与える可能性があります。 
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④ 情報管理について 

当社グループは、お客様やお取引先の個人情報や機密情報の保護については、社内規程の制定、従

業員への教育等対策を徹底するなど万全を期しております。また、平成19年7月3日付けで財団法人日

本情報処理開発協会によるプライバシーマークの認定・付与を受けました。今後はより情報管理の強

化に努めてまいります。しかしながら、予期せぬ事態により流出する可能性が皆無ではありません。

万が一、このような事態が生じた場合、当社グループの社会的信用に影響を与え、賠償責任等の費用

負担やブランド価値の低下が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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２． 企業集団の状況 

当社グループは、当社及び連結子会社 12 社により構成されており、全世界のホスピタリティ市場（※

1）に対し、トリプルプレイサービス(※2)（HSIA(※3)、VOD(※4)、VoIP(※5)）やビジネスセンター

サービス(※6)の提供、及び ALL-in-one PCTV(※7)の販売を中心としたブロードバンド総合サービス

を展開しております。 

当社グループが、ブロードバンドサービスを提供しているホスピタリティマーケットは、北米・ア

ジアを中心としており、その大半はメジャーホテルであります。このように、当社グループは、様々

なブロードバンドサービスを、メジャーホテルを中心に世界的に展開しているユニークな企業グルー

プであると認識しております。 

次の２部門は「第4 連結財務諸表 連結財務諸表に関する注記事項〈セグメント情報〉」に掲げる

事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。 

(※1) ホスピタリティ

市場 

… ホスピタリティとは、幅広い意味で一時滞在及び宿泊施設の

ことを指す。具体的には、ホテル、賃貸マンション、学生寮、

老人養護施設等を指す。 

(※2) トリプルプレイ

サービス 

… 1つの事業者が、1つの回線で「インターネット接続」「IP電

話」「映像配信」の3機能を提供すること。大容量データ配信

のインフラが整備され、インターネット文化が成熟し、「通

信＋放送」の融合である同サービスのニーズが高まっている。 

(※3) HSIA … High Speed Internet Accessの略。パソコンの設定を変更せ

ず、またソフトウェアをダウンロードせずに、プラグとパソ

コンを繋げるだけで簡単に高速インターネットに接続できる

サービス方式。 

(※4) VOD … Video On Demandの略。視聴者が、自分が見たい番組を都合の

よいときに呼び出して視聴できるサービス方式。 

(※5) VoIP  … Voice over Internet Protocolの略。インターネットやイン

トラネットのようなIPネットワーク上で音声通話を実現する

技術のこと。デジタル符号化した音声信号を一定時間ごとに

区切ってパケット化し、回線使用効率が高いIPネットワーク

を利用して送信するため、通話料金を安くすることが可能。 

(※6) ビジネスセンター 

サービス 

… ホテル内において、パソコン、FAX、プリンター、コピー、電

話、郵便など仕事で使用する機器が一式揃っている場所のこ

とを指す。そして、これらの機器がインターネットで総合的

に課金・管理されている。 

(※7) ALL-in-one PCTV … ホテルにおいて、TV、ルームサービス、インターネットショ

ッピング、部屋でのチェックアウト機能、MSオフィス機能や

インターネットアクセスなどのサービス機能にオンデマン

ドによるハイビジョン対応の映画や放送が見られる上、広告

媒体にもなる標準37インチLCDとPCが一体になったもの。 
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（HSIA 事業） 

HSIA 事業は、当社の企業向け情報漏洩対策を目的としたシステム開発、導入支援、商品提供に関連す

る事業、及び当社連結子会社である Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd.（以下 Guset-Tek）の

高速インターネットサービスに関連する事業、並びに当社連結子会社である Logiclink, Inc.（以下

Logiclink）のビジネスセンターサービスに関連する事業などから成ります。 

なお、本事業のビジネスモデルは、当社及び Guest-Tek のビジネスは「売切り」モデルであり、Logiclink

のビジネスは「委託設置」モデルであります。 

また、HSIA 事業に含まれていた MagiNet Private Ltd.は、当連結会計年度より連結子会社ではなく

なりました。 

（VOD 事業） 

VOD 事業は、当社及び連結子会社である Shanghai University Yoshiba Information Technologiy 

Co.,Ltd.(以下 Shinghai University Yoshiba)の動画像配信サービスの提供、システム開発、商品提供

に関連する事業などから成ります。 

なお、本事業のビジネスモデルは、当社及び Shinghai University Yoshiba の動画像配信に関連する

システム開発、商品提供は「売切り」モデルであり、動画像配信サービスの提供は「委託設置」モデル

であります。 

また、VOD 事業に含まれていた MagiNet Private Ltd.は、当連結会計年度より連結子会社ではなく

なりました。 

 

なお、「委託設置」モデル及び「売切り」モデルのビジネスモデルは以下のとおりです。 

 

収入モデル 主なビジネス 変動要因 

「委託設置」モデル

継続収入モデル 

・「委託設置」モデルによるブロ

ードバンドサービスの提供 
・コールセンターサポート及び

メンテナンスの受託 

・ブロードバンドサービスの導入及びサポ

ート業務を受託しているホテルの棟数

及び部屋数 
・宿泊客によるブロードバンドサービス使

用料 
「売切り」モデル 
一時収入モデル 

・「売切り」モデルによるブロー

ドバンドサービスの提供 
・ブロードバンドサービスが導入されてい

るホテルの棟数及び部屋数 
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下記は、当社グループの事業系統図を図示したものであります。 
〈事業系統図〉 
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３． 経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループの経営理念及び経営方針は以下のとおりです。 

 

＜経営理念＞ 

「Challenge ＆ Innovation～挑戦と改革～」 

チャレンジ精神とホスピタリティ精神を基盤に、成長するための改革を追及し、新たなビジネスや

社会を創造できるプロフェッショナル集団を目指していきます。 

 

＜経営方針＞ 

1. チャレンジ精神 

あくなきチャレンジ精神の継続により、常に先進技術を追求し、新たなビジネスの創造と企業価値

を向上させていきます。 

2. ホスピタリティ精神 

ホスピタリティ精神を重視した企業活動を通じて、常に社会、お客さま、社員の満足度を向上でき

るプロフェッショナル集団を目指していきます。 

3. 人間性の尊重 

社会、お客さま、社員からの信頼を獲得することを重視し、多くの人々が生きる喜びや誇りを実感

し、楽しい生活が営める、｢人間らしさ｣を発揮できる社会づくりに貢献していきます。 

4. グローバリゼーション  

グローバル企業として、世界のマーケットを意識したビジネスを展開し、世界的企業とのクライア

ンスを積極的に図っていきます。 

5． イノベーション 

世界中のお客様に対して、ニーズに適した付加価値の高い製品やサービスを提供するために、組織

的にイノベーション活動を行っていきます。 

 
（2）目標とする経営指数 

当社グループは、「企業価値（株主価値）の向上」を 大の目標に、EBITDA（※8）の金額とそ

の伸び率の 大化を重視していくこととしております。これは、従前に行ったM&A（※9）に伴うの

れん（※10）の償却により、当社グループの収益力の実態を表すのが困難で、投資家の皆様に混乱

を招く恐れがあると考えているためであり、よって、当社グループの企業価値（株主価値）を、投

資家の皆様に正確に理解していただくために、EBITDAを 重要項目としております。 

尚、当社グループにおけるEBITDAは、本業によって生み出されたキャッシュにより近い数値とす

るため、「営業利益」+「減価償却費」+「のれん償却額」+「その他」にて算出しております。ご

参考までに前連結会計年度、当連結会計年度におけるEBITDAは以下のとおりです。 
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＜参考＞ 
  （連結） 

 

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)

当連結会計年度 

(自平成19年8月 1日 

至平成20年7月31日) 

EBITDA 1,923百万円  △388百万円 

1株当たりのEBITDA 35,584円53銭 △7,184円60銭 

経常損失  2,223百万円 1,429百万円 

当期純損失 4,533百万円 1,247百万円 

1株当たり当期純損失 83,889円88銭 23,068円96銭 

 ※当連結会計年度の1株当たり当期純利益及び1株当たりEBITDAは、当連結会計年度の期中平均

株式数である54,076株を基準に算出しております。 

（※8） EBITDA … Earnings Before Interest Taxes Depreciation and 
Amortization の略。イービットディーエー又はイービ
ットダーと呼ぶ。日本語では利払い前・税引き前・減
価償却前・その他償却前利益。国際的な会計基準の違
いを排除し、国際間での企業の収益力比較や、ワール
ドワイドに展開している企業の財務分析などに特に
有用とされている。 
 

（※9） M&A … Mergers & Acquisitions の略。日本語では「企業の買
収と合併」。広い意味で資本提携や各種業務提携（販
売・生産・技術提携等）、共同出資による合弁会社設
立等が含まれる。 
 

（※10） のれん … 親会社の投資勘定と、これに見合った子会社の資本勘
定とを相殺・消去するが、差額のある場合、これをの
れんと呼び、差額によって、資産または負債の部に計
上し、一定の年数で定額法などにより償却する。 
 

 

 
（3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、持続的な企業成長と収益向上を経営課題と認識し、「企業価値（株主価値）の向

上」を 大の目標に、世界のホスピタリティ市場におけるブロードバンド総合サービスプロバイダー

として ONLY ONE となることを目指しております。 

当社グループは、過去の企業体質から脱却すべく、「ビジネスモデルの再構築」ならびに「グルー

プ内事業ポートフォリオの再構築」を早期に推し進め、注力分野、重点エリアへの経営資源をシフト

することにより、筋肉質の企業体を構築する必要があると認識しております。そのため、当社の組織

体制を変更し、継続的にイノベーション活動を行い、安定した収益が確保できる新たなビジネスの開

発を行い、企業価値の向上を目指してまいります。また、グループとして成長戦略を共有し、事業シ

ナジーを 大限追求してまいります。 

また、個別事業に関して HSIA 事業及び VOD 事業ともに、すでに獲得した市場に対し、新たな付加価

値サービスを提供することで、収益構造の改善に取り組んでまいります。また、当社グループが展開

している収入モデルは、以下のとおり「継続収入モデル」と、「一時収入モデル」であります。今後

は、安定的な収益確保が可能な「継続収入モデル」へのビジネス転換が図れるように、注力していく

予定であります。 
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（4）会社の対処すべき課題 

ホスピタリティ市場においては、特にアジアにおけるマーケットの活性化は、他地域に比べ顕著と

なっております。このような状況の中、当社グループは、総力を結集し、世界のホスピタリティ市場

におけるブロードバンド総合プロバイダーとして確固たる地位を築くために、サービス開発、プラッ

トフォームの整備ならびにグループ間におけるシナジー醸成を進めてまいります。 

 

当社グループは、経営理念である「チャレンジ精神とホスピタリティ精神を基盤に、成長するため

の改革を追及し、新たなビジネスや社会を創造できるプロフェッショナル集団を目指す」に基づき、

生活者に視点を置いたビジネスを追及し、当ホスピタリティ業界における市場競争優位の確立を引き

続き目指してまいります。 

 

①経営規模拡大に伴う組織的対応について 

当社は、平成20年7月31日現在、役員7名及び従業員47名が在籍しておりますが、連結子会社12社を

含めた当社グループ全体では約500名の規模になります。当社は、グループ全体の情報管理を中心に、

グループ各社の組織体制やグループ各社間の連絡体制を見直し、効率的かつ有効的な管理体制及び情

報伝達系統を確立させてまいります。 

また当社では、業容の拡大、従業員の増加に合わせて内部管理体制の整備を進めており、今後も継

続して充実を図ってまいります。 

 

②優秀な人材の採用と育成について 

当社グループが行う事業は、システム全体に関わる広範な知識と経験、技術力、営業力を必要とし

ております。そのため、当社グループでは、各分野に秀でた専門的な人材とともに全体をコーディネ

ーションする管理責任者の育成並びに採用を積極的に進めております。 

また、国内外のトップ企業及びグループ各社間での連携、提携、交流を積極的に行い、ブロードバ

ンドを利用した多種多様な技術の習得を積極的に行ってまいります。 

 

③研究開発について 

当連結会計年度において、当社及び当社連結子会社であるShanghai University Yoshiba 

information Technology Co., Ltd.（中国）は、共同で開発した「StreamFaucet」（映像配信の為の

ソフトウェア）の機能拡充を行っております。また、グループ各社においては、顧客の多様なニーズ

に対して迅速かつ柔軟に対応できる開発を継続して行っております。VOD事業では、高画質化の実現、

及び多言語に対応できる製品開発を行いました。また、HSIA事業では、サポート・初期導入費用を抑

えるための総合管理システム機能拡充を行いました。 

今後も、グループ各社の役割分担を明確にし、それぞれの得意分野に注力していく一方、共通化で

きる分野は共同で開発することにより、費用対効果を 大限発揮できるための調整を行ってまいりま

す。そして、当社グループとしてのスケールメリットも有効活用し、有力なベンダーとの共同開発、

技術提携等を積極的に行っていき、 先端のブロードバンドソリューションを全世界に提供してまい

ります。 

19



④グループ経営について 

当社グループは、短期間で複数社を子会社化し急速に事業拡大、縮小等したため、グループ全体と

して経営管理などの業務や保有技術、特許などの経営資源の効果的運用が限定的となっており、改善

策を講じることが急務となっております。また、あわせて新たなグループ成長モデルを早急に構築し、

実現に向けての組織改革が必要であると認識しております。 

今後においては、グループ各社の役割分担を明確にし、それぞれの得意分野に注力することで、そ

れぞれの地域及びサービス分野において競争力を高め、高収益体質の企業体を構築してまいります。

その上で、グループ各社間の販売や開発などで連携を強化し、中長期的にも安定したグループ総合力

を発揮してまいります。 

 
 
（5）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 

(1)連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

(平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 20 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

(％)

（資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

 1．現金及び預金 ※１ 2,330,411  4,221,478

 2．売掛金  2,376,372  755,534

 3．たな卸資産  1,557,866  949,284

 4．繰延税金資産  2,114  2,253

 5．その他  1,160,436  849,971

   貸倒引当金  △182,808  △187,732

   流動資産合計  7,244,393 35.7  6,590,788 81.0

Ⅱ 固定資産   

 1．有形固定資産   

  (1) 建物  111,760 107,258 

    減価償却累計額  △59,095 52,664 △71,711 35,547

  (2) 車両運搬具  76,845 4,210 

    減価償却累計額  △28,088 48,757 △2,696 1,513

  (3) 工具、器具及び備品  11,325,196 1,471,742 

    減価償却累計額  △6,194,389 5,130,807 △919,842 551,899

  (4)その他  ―  6,626

   有形固定資産合計  5,232,228 25.8  595,587 7.3

 2．無形固定資産   

  (1) のれん  6,329,295  547,470

  (2) 特許権  430,927  ―

  (3) 商標権  209,640  ―

  (4) ソフトウェア  459,841  124,464

  (5) その他  85,670  463

   無形固定資産合計  7,515,374 37.0  672,398 8.3

 3．投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  ―  129,443

  (2) 繰延税金資産  64,067  ―

  (3) その他  162,280  382,308

貸倒引当金  ―  △238,305

  投資その他の資産合計  226,348 1.1  273,447 3.4

   固定資産合計  12,973,951 63.9  1,541,433 19.0

Ⅲ 繰延資産   

 1．開発費  92,463  ―

   繰延資産合計  92,463 0.4  ― ―

   資産合計  20,310,808 100.0  8,132,222 100.0
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前連結会計年度 

(平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 20 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

(％)

（負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

 1．買掛金   856,140  416,833

 2．短期借入金 ※1.２  3,337,069  500,000

 3．一年以内返済予定 
   長期借入金 

  664,624  ―

 4．未払法人税等   270,260  49,617

 5．未払金   826,516  204,990

 6．前受金    ―  997,732

 7．その他   1,108,355  146,271

   流動負債合計   7,062,966 34.8  2,315,444 28.5

Ⅱ 固定負債    

 1．長期借入金   2,440,271  28,713

 2．繰延税金負債   342,810  110,209

 3．退職給付引当金   7,090  6,437

 4．その他   110,824  25,116

   固定負債合計   2,900,997 14.3  170,476 2.1

   負債合計   9,963,963 49.1  2,485,921 30.6
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前連結会計年度 

(平成 19 年 7月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 20 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

(％)

（純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

 1. 資本金   5,631,990 27.7  5,632,040 69.2

 2. 資本剰余金   5,745,264 28.3  5,735,322 70.6

 3. 利益剰余金   △5,474,339 △27.0  △6,721,816 △82.7

 4. 自己株式   △9,991 △0.0  ― ―

   株主資本合計   5,892,923 29.0  4,645,546 57.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

 1. その他有価証券評価 
   差額金 

  ― ―  4,710 0.1

 2. 為替換算調整勘定   998,211 4.9  317,238 3.9

   評価・換算差額等合計   998,211 4.9  321,948 4.0

Ⅲ 新株予約権   96,774 0.5  10,853 0.1

Ⅳ 少数株主持分   3,358,936 16.5  667,952 8.2

   純資産合計   10,346,845 50.9  5,646,300 69.4

   負債純資産合計   20,310,808 100.0  8,132,222 100.0
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(2)連結損益計算書 

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年8月 1日 
 至 平成20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
(％)

Ⅰ 売上高  15,534,641 100.0  6,029,207 100.0

Ⅱ 売上原価  9,294,651 59.8  3,872,804 64.2

  売上総利益  6,239,989 40.2  2,156,403 35.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1、2 8,388,679 54.0  3,170,532 52.6

  営業損失  2,148,690 △13.8  1,014,129 △16.8

Ⅳ 営業外収益   

 1.受取利息  29,174 47,519 

 2.為替差益  170,544 ― 

 3.賃貸収入  ― 18,179 

 4.その他  34,946 234,664 1.5 5,412 71,112 1.2

Ⅴ 営業外費用   

 1.支払利息  208,990 30,310 

 2.為替差損  ― 235,609 

 3.持分法による投資損失  ― 192,169 

 4.固定資産売却損 ※３ 52,356 ― 

 5.たな卸資産評価損  41,156 ― 

 6.固定資産除却損 ※４ ― 26,855 

 7.その他  7,287 309,790 2.0 1,961 486,906 8.1

  経常損失  2,223,815 △14.3  1,429,923 △23.7

Ⅵ 特別利益   

 1.持分変動利益  21,347 7,905 

 2.関係会社株式売却益 ※５ ― 1,127,534 

 3.貸倒引当金戻入益  2,030 23,378 0.1 ― 1,135,439 18.8

Ⅶ 特別損失   

 1.のれん償却額  1,802,484 1,391,973 

 2.解約損害金  115,397 ― 

 3.本社縮小費用  12,128 ― 

 4.前期損益修正損  ― 20,484 

 5.貸倒引当金繰入額  ― 1,930,010 12.4 368,595 1,781,053 29.5

  税金等調整前当期純損失  4,130,448 △26.6  2,075,536 △34.4

  法人税、住民税及び事業税 373,733 24,628 

  法人税等調整額  451,110 824,844 5.3 △50,431 △25,803 △0.4

  少数株主損益  △421,463 △2.7  △802,255 △13.3

  当期純損失  4,533,828 △29.2  1,247,477 △20.7
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(3)連結株主資本等変動計算書 

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) 

(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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当連結会計年度(自 平成19年８月１日 至 平成20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19年７月31日残高 5,631,990 5,745,264 △5,474,339 △9,991 5,892,923

連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 50 50  100

自己株式の処分 △9,991 9,991 ―

 当期純損失 △1,247,477  △1,247,477

 株主資本以外の項目の連結
会計期間中の変動額(純額) 

 

連結会計期間中の変動額合計 50 △9,941 △1,247,477 9,991 △1,247,377

平成20年7月31日残高 5,632,040 5,735,322 △6,721,816 ― 4,645,546

 
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

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行  100

 自己株式の処分  ―

 当期純損失  △1,247,477

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動
額(純額) 

4,710 △680,972 △676,262 △85,920 △2,690,984 △3,453,167

連結会計年度中の変動額 
合計 

4,710 △680,972 △676,262 △85,920 △2,690,984 △4,700,544

平成20年７月31日残高 4,710 317,238 321,948 10,853 667,952 5,646,300

※ 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)連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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)

当連結会計年度 
(自 平成19年８月 1日
 至 平成20年７月31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    

  税金等調整前当期純損失  △4,130,448 △2,075,536

  減価償却費  1,986,755 250,083

  のれん償却額  3,802,029 1,742,518

  持分変動利益  △21,347 △7,905

  貸倒引当金の増減額  23,327 371,184

  退職給付引当金の増減額  △2,995 △652

  受取利息及び配当金  △29,174 △47,519

  支払利息  208,990 30,310

  固定資産除却損  ― 26,855

  固定資産売却損  52,356 ―

  たな卸資産評価損  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 ―

  本社縮小費用  12,128 ―

  前期損益修正損  ― 20,484

  売上債権の増減額  △298,765 △44,239

  未収収益の増減額  △13,527 △227,461

  たな卸資産の増減額  △367,905 △403,210

  前渡金の増減額  15,511 △92,063

  前払費用の増減額  ― △80,491

  未収入金の増減額  103,720 160,525

  前払金等の増減額  △119,287 △43,895

  仕入債務の増減額  217,654 177,108

  未払金の増減額  378,952 35,016

  前受金の増減額  323,790 601,811

  未払消費税等の増減額  42,791 △5,519

  破産更生債権等の増減額  ― △238,305

  その他  174,744 △74,631

  小計  2,515,856 △860,899

  利息及び配当金の受取額  29,174 23,125

  利息の支払額  △211,823 △24,103

  法人税等の支払額  △315,288 △36,553

  解約損害金の支払額  △42,053 ―

  営業活動によるキャッシュ・フロー  1,975,864 △898,430
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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)

当連結会計年度 
(自 平成19年8月 1日 
 至 平成20年7月31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    

  定期預金の預入による支出  △259,231 △115,374

  定期預金の払戻による収入  62,408 652

  投資有価証券の取得による支出  ― △124,733

  関係会社株式の取得による支出  ― △19,000

  関係会社株式の売却による収入  ― 5,717,636

  有形固定資産の取得による支出  △2,367,420 △167,626

  有形固定資産の売却による収入  173,010 ―

  無形固定資産の取得による支出  △125,953 △68,706

  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 ―

  貸付金の回収による収入  13,280 143,824

  貸付による支出  △335,948 ―

  敷金の差入による支出  △503 △2,696

  敷金の返還による収入  17,412 3,226

  その他  △25,986 △6,205

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,496,566 5,417,103

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  1,815,798 △1,802,237

  長期借入による収入  1,797,608 35,721

  長期借入金の返済による支出  △798,952 △664,048
  ファイナンス・リース債務の返済による

支出  △37,445 △297

  少数株主からの払込による収入  5,450 262

  株式の発行による収入  3,200 100

  財務活動によるキャッシュ・フロー  2,785,660 △2,430,499

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  139,585 △52,598

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  404,543 2,035,575

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,659,546 2,064,090

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,064,090 4,099,666
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(5) 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) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 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 連結子会社の数 12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. 

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 

 ・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、当連

結会計年度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。 

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、当連結会計年度より持
分法適用関連会社から除外してお
ります。 

３ 連結子会社の事業年

度等に関する事項 

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。 

 会社名 決算日  
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。 

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。 

 会社名   決算日  
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※

MPT International 
Assets Limited 12 月 31 日※

   
※平成20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。 
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項目 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) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

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 

 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 

  終仕入原価法 

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。 

 b.仕掛品 

同左 

 c.貯蔵品 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

①有形固定資産 

 定率法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。 

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。 

 

 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。
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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年 8 月 1 日 
至 平成 20 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 
 
 
 
 
 

 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

該退職金の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 

（4） 重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、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 

 (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 

（6） その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

消費税等の会計処理 
消費税等の会計処理は、税抜方式に
よっております。 

 
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 
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項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

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。 

７ 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 
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（6）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) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 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) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

― 

(連結貸借対照表) 

「前受金」は、前連結会計年度まで流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、負債及び純

資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しま

した。 

 なお、前連結会計年度末の「前受金」は576,121

千円であります。 

(連結損益計算書) 

「固定資産売却損」は、前連結会計年度まで営業

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。 

(連結損益計算書)（連結キャッシュ・フロー計算書）

「固定資産除却損」は、前連結会計年度まで営業外

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。 

 なお、前連結会計年度の「固定資産除却損」は

5,578千円であります。 

― 

(連結損益計算書) （連結キャッシュ・フロー計算書） 

「たな卸資産評価損」は、前連結会計年度まで区

分掲記しておりましたが、金額が僅少となったた

め、営業外費用の「その他」に含めて記載してお

ります。 

 なお、当連結会計年度の「たな卸資産評価損」

は210千円であります。 

― 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

「前払費用の増減額」は、前連結会計年度まで営

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したが、重要性が増したた

ため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度の「前払費用の増減額」

は16,980千円であります。 
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 

(平成 19 年 7 月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 20 年 7 月 31 日) 

※１ 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 

※１ 担保資産及び担保付債務 

現金及び預金 935,980 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 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。 

 当連結会計年度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 

※２ 当座貸越契約 

― 

３ 

― 

３ 輸出手形割引高は20,700千円でありま

す。 

 

 

 
(連結損益計算書関係) 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金

額は以下のとおりであります。 

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 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金

額は以下のとおりであります。 

給与手当 897,192 千円

のれん償却額 350,545 千円

支払手数料 438,637 千円

貸倒引当金繰入額 67,079 千円 
※２ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる

研究開発費 

 166,470 千円 

※２ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる

研究開発費 

 144,927 千円 
※３ 固定資産売却損の内訳 

工具、器具及び備品 52,356 千円 

※３ 
― 

※４ 

― 

※４ 固定資産除却損の内訳 

工具、器具及び備品 26,480 千円

ソフトウェア 375 千円

合計 26,855 千円
 

※５  

― 

※５ 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。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

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. 増加は新株権利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 

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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当連結会計年度（自平成19年8月１日 至平成20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 54,086 3 13 54,076

(注）1. 端株については切捨てて表示しております。 

2. 増加は新株権利の行使によるものであります。 

3． 普通株式の減少１３株は、取締役会の決議に基づく自己株式の消却による減少であります。 

 

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 0

(注）1． 普通株式の自己株式の減少１３株は、取締役会の決議に基づく消却による減少であります。 

2. 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 

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 99 ― 99 ― ―

第 2回新株予約権 普通株式 18 ― 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 56 ― 26 30 ―

連結子会社 新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 10,853

合計 ― ― ― ― 10,853

（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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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

※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 

※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20年7月31日現在) 

現金及び預金 4,221,478 千円

預入期間が3か月を超える定期預金 △121,812 千円

現金及び現金同等物 4,099,666 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。 

流動資産 358,535 千円

固定資産 25,133 千円

のれん 95,004 千円

流動負債 △50,838 千円

固定負債 △25,416 千円

少数株主持分 △150,325 千円

株式の取得価額 252,093 千円

現金及び現金同等物 △308,201 千円

差引：株式の取得による収入 56,108 千円 
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(リース取引関係) 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 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 
 

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 ― ― ―

  

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 
 

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、連結財
務諸表規則第15条の３の規定に従い、記載を省
略しております。 

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
  
  

 

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。 
  

 

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 

  

Ⅱ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 24,727 千円

１年超 4,120 千円

合計 28,848 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 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成19年7月31日現在) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(平成20年7月31日現在) 

該当事項はありません。 
(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(平成19年7月31日現在) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(平成20年7月31日現在) 

該当事項はありません。 

 
(退職給付関係) 

前連結会計年度(平成19年7月31日現在) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(平成20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。 

 

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。 
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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。

退職まはた退任および死亡後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。 

 

(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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当連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

1.当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

 販売管理費及び一般管理費     25,248千円 
 
2.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 

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。 

 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 

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 25 年 1月まで 

(注)1 

平成 26 年 2月まで 

(注)1 

平成 23 年 10 月まで 

(注)1 

平成 22 年 7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 8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20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。 
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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。 

 

 (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 20 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 ― ― ― ― 

付与 ― ― ― ― 

失効 ― ― ― ― 

権利確定 ― ― ― ― 

未確定残 ― ― ― ― 

権利確定後(株)     

前連結会計年度末 99 18 15 56 

権利確定 ― ― ― ― 

権利行使 3 ― ― ― 

失効 96 18 ― 26 

未行使残 ― ― 15 30 

(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。 

 

3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

（1）使用した算定技法 

   ブラック・ショールズ式 

(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法 

 ①株価変動性   125％ 

 ②予想残存期間  5年 

 ③予想配当    0円/株 

 ④無リスク利子率 3.7％ 

(注) 詳細については、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 
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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 ― 9,616 ― 280,000 ― 85,832 

付与 

失効 

権利確定 

(注)１ 

未確定残 685,000 ― ― 5,833 ― 23,334 

権利確定後(株)       

前連結会計年度末 ― ― 67,007 525,000 95,000 157,011 

権利確定 

権利行使 

失効 

(注)１ 

未行使残 ― 7,257 30,000 699,167 95,000 141,666 

 

  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 ― 

付与 

失効 

権利確定 

(注)１ 

未確定残 ― 

権利確定後(株)  

前連結会計年度末 89,995 

権利確定 

権利行使 

失効 

(注)１ 

未行使残 69,997 

 (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20年6月30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。 
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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) 723,462 552,302 890,295 ― 

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 

子会社スト
ック・オプ
ション 

権利行使価格 (加ドル) 0.66-0.85 0.94 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20年6月30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。 
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(税効果会計関係) 
前連結会計年度 

( 平成 19 年 7 月 31 日 ) 

当連結会計年度 

( 平成 20 年 7 月 31 日 ) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳 

(繰延税金資産)  

 海外子会社における繰延税金  

 資産 ※１ 700,264 千円

未払事業税 4,757 千円

減価償却超過額 6,515 千円

たな卸資産評価損 4,833 千円

未払役員退職慰労金 15,209 千円

退職給付引当金 2,885 千円

繰越外国税額控除 7,001 千円

繰越欠損金 306,801 千円

その他 117 千円

 計 1,048,386 千円

 評価性引当額 △1,003,895 千円

 繰延税金資産合計 44,491 千円
 
(繰延税金負債) 

 海外子会社における繰延税金 

 負債 ※１ △321,120 千円 

 繰延税金負債合計 △321,120 千円 

 繰延税金資産の純額 △276,628 千円 

  
 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 
 

   

 流動資産-繰延税金資産 2,114 千円

 固定資産-繰延税金資産 64,067 千円

 固定負債-繰延税金負債 342,810 千円
 

 

※１ 海外子会社における繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生原因別の主な内訳 
 
 (繰延税金資産)  

 たな卸資産評価損 5,077 千円

 投資税額控除等の特別控除 247,952 千円

 繰越欠損金 259,597 千円

 新株発行費償却 20,711 千円

 研究開発費 131,617 千円

 その他 35,308 千円

 繰延税金資産合計 700,264 千円
  
 (繰延税金負債） 

  有形固定資産 △172,858 千円

  無形固定資産 △144,755 千円

  その他 △3,505 千円

 繰延税金負債合計 △321,120 千円

 繰延税金資産の純額 379,144 千円

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳 

(繰延税金資産)  

 海外子会社における繰延税金  

 資産 ※１ 1,013,264 千円

未払事業税 4,856 千円

減価償却超過額 3,071 千円

未払役員退職慰労金 15,209 千円

退職給付引当金 2,619 千円

繰越外国税額控除 7,001 千円

繰越欠損金 620,052 千円

貸倒引当金 156,275 千円

その他有価証券評価差額金 1,916 千円

その他 170 千円

 計 1,824,439 千円

 評価性引当額 △1,803,950 千円

 繰延税金資産合計 20,489 千円
 
(繰延税金負債) 

 海外子会社における繰延税金 

 負債 ※１ △128,446 千円

 繰延税金負債合計 △128,446 千円

 繰延税金資産の純額 △107,956 千円

  
 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 
 

   

 流動資産-繰延税金資産 2,253 千円

 固定資産-繰延税金資産 －千円

 固定負債-繰延税金負債 110,209 千円
 

 

※１ 海外子会社における繰延税金資産及び繰延税

金負債の発生原因別の主な内訳 
 
 (繰延税金資産)  

 投資税額控除等の特別控除 268,619 千円

 繰越欠損金 474,788 千円

 新株発行費償却 1,889 千円

 研究開発費 126,931 千円

 有形固定資産 69,713 千円

 無形固定資産 58,962 千円

 その他 12,359 千円

 繰延税金資産合計 1,013,264 千円
  
 (繰延税金負債） 

  有形固定資産 △20,740 千円

  無形固定資産 △107,705 千円

 繰延税金負債合計 △128,446 千円

 繰延税金資産の純額 884,818 千円
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前連結会計年度 

( 平成19年7月31日 ) 

当連結会計年度 

( 平成20年7月31日 ) 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上

しておりますので、記載を省略しております。 

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

同左 
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（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 

 前連結会計年度（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） 

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
     

売上高   

 (1)外部顧客に 

対する売上高 
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
      

Ⅱ 資産、減価償却

費及び資本的支出 
     

資産 13,587,542 4,063,727 17,651,270 2,659,538 20,310,808

減価償却費 1,458,268 560,601 2,018,869 (32,114) 1,986,755

資本的支出 1,773,019 720,353 2,493,373 ― 2,493,373

（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4,277千円減少したことにより、
営業損失が減少しております。 

6. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,659,538千円であり、その主なものは、

当社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等に係る資産でありま

す。 
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 当連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

 HSIA事業 VOD事業 その他事業 計 
消去又は 
全社 

連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
  

売上高   

 (1)外部顧客に 

対する売上高 
5,470,581 325,052 233,573 6,029,207 ― 6,029,207

 (2)セグメント

間の内部売上

高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 5,470,581 325,052 233,573 6,029,207 ― 6,029,207

営業費用 6,091,407 383,150 255,171 6,729,730 313,606 7,043,336

営業損失 △620,825 △58,097 △21,598 △700,522 △313,606 △1,014,129
   

Ⅱ 資産、減価償却

費及び資本的支出 
  

資産 3,673,710 434,388 317,871 4,425,970 3,706,252 8,132,222

減価償却費 245,488 20,163 128 265,779 (15,696) 250,083

資本的支出 196,813 18,704 ― 215,518 20,815 236,333

（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314,441千円であり、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361,118千円、VOD事業に2,329千円含まれており、

その他事業に4,750千円含まれており、また、消去又は全社が△17,653千円であります。 

5． 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,706,252千円であり、その主なもの

は、当社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等に係る資産であ

ります。 
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【所在地別セグメント情報】 

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） 

Ⅰ 売上高及び営業

損益 
  

売上高   

(1)外部顧客に対す

る売上高 
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

Ⅱ 資産 10,082,266 4,615,486 2,953,516 17,651,270 2,659,538 20,310,808

（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。 

6. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,659,538千円であり、その主なものは、

当社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等であります。 
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当連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31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） 

Ⅰ 売上高及び営業

損益 

     

売上高      

(1)外部顧客に対す

る売上高 
1,221,290 4,807,916 6,029,207 ― 6,029,207 

(2)セグメント間の

内部売上高又は振

替高 

― ― ― ― ― 

計 1,221,290 4,807,916 6,029,207 ― 6,029,207 

営業費用 1,327,159 5,402,570 6,729,730 313,606 7,043,336 

営業損失 105,868 594,654 700,522 313,606 1,014,129 

Ⅱ 資産 964,324 3,461,645 4,425,970 3,706,252 8,132,222 

（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314,441千円であり、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7,080千円、北米に361,118千円含まれており、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、当連結会計年度より除外しております。 

6．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は3,706,252千円であり、その主なものは、

当社での余資運用資金（現金及び預金）、及び当社の経営管理部門にかかる資産等であります。 
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【海外売上高】 
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 

 （千円） （千円） （千円） （千円） 

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。 

 
 

当連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31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） 143,827 4,807,916 ― 4,951,744

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 6,029,207

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
2.4 79.7 ― 82.1

（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 

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、当連結会計年度より除外しております。 
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（関連当事者との取引） 
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） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所

資本金 

(百万円) 

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残

高 

(千円)

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等 

有限会

社エム

ツーエ

ム（注）

2 

東京都

杉並区 
3 

不動産
の管理

(被所有)

直接

9.73％

兼任 1名 ― 

資金の借入 

 

利息の支払 

（注）3 

90,000 

 

454 

― ― 

個人経費の

立替 
20,156 

未収 

入金 
17,270

役員及び個
人主要株主
等 

吉本 

万寿夫 

東京都

新宿区 
― 

代表取
締役会
長 

(被所有)

直接

6.24％

― ― 
資金の借入 

 

利息の支払 

（注）3 

50,000 

 

235 

― ― 

(注) １. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２. 有限会社エムツーエムは、当社代表取締役会長である吉本万寿夫及びその近親者が議決権の100％を

直接所有しております。 

３. 取引条件及び取引条件の決定方針 

借入金利は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

 

 

当連結会計年度（自 平成19年8月1日 至 平成20年7月31日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所

資本金 

(百万円) 

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残

高 

(千円)

役員及び個
人主要株主
等 

吉本 

万寿夫 

東京都

新宿区 
― 

代表取
締役会
長 

(被所有)

直接

6.22％

― ― 
個人経費の

立替 
19,682 

未収 

入金 
21,669

(注)  上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 
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(１株当たり情報) 

項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8月 1 日 

至 平成 20 年 7月 31 日) 

１株当たり純資産額 127,441 円 33 銭 91,861 円 36 銭 

１株当たり当期純損失 83,889 円 88 銭 23,068 円 96 銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

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。 

同左 

（注）１株当たり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) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年 8月 1 日 

至 平成 20 年 7月 31 日) 

1株当たり当期純損失金額   

 当期純損失（千円） 4,533,828 1,247,477 

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

 普通株式に係る当期純損失（千円） 4,533,828 1,247,477 

 普通株式の期中平均株式数（株） 54,045 54,076 

   

潜在株式調整後1株当たり当期純利益   

 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 希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後1株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 潜在株式の数 56 潜在株式の数 45 
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 (重要な後発事象) 
 

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) 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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当連結会計年度 
(自 平成19年 8月 1日 
至 平成20年 7月31日) 

該当事項はありません。 

 
(8) 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。 
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５．財務諸表 

(1)貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成 19 年 7 月 31 日現在）
当事業年度 

（平成 20 年 7 月 31 日現在）

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 ※1 45,928  1,210,177

 2．売掛金  72,959  150,796

 3．商品  1,420  16,664

 4．仕掛品  12,966  866

 5．貯蔵品  192  9

 6．前渡金  1,683  17,494

 7．前払費用  10,812  11,089

 8．短期貸付金  335,948  191,702

9．その他  28,242  80,973

 貸倒引当金  ―  △167,571

  流動資産合計  510,153 4.7  1,512,203 24.6

Ⅱ 固定資産   

 1．有形固定資産   

  (1) 建物  13,094 16,295 

    減価償却累計額  △2,818 10,276 △4,527 11,767

  (2) 工具、器具及び備品  61,620 72,326 

    減価償却累計額  △35,778 25,841 △46,833 25,492

(3) 建物仮勘定  ―  6,626

    有形固定資産合計  36,117 0.3  43,886 0.7

 2．無形固定資産   

  (1) ソフトウェア  3,921  11,166

  (2) その他  463  463

    無形固定資産合計  4,384 0.1  11,629 0.2

 3．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  ―  129,443

  (2) 関係会社株式  9,931,495  1,519,349

  (3) 関係会社出資金  267,300  267,300

(4) 関係会社長期貸付金  ―  2,577,965

  (5) 破産更生債権等  ―  216,492

(6) 長期前払費用  ―  50,139

  (7) 敷金  22,775  24,441

  (8) その他  150  ―

     貸倒引当金  ―  △216,492

  投資その他の資産合計  10,221,720 94.9  4,568,639 74.5

    固定資産合計  10,262,223 95.3  4,624,155 75.4

    資産合計  10,772,377 100.0  6,136,359 100.0
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前事業年度 

（平成 19 年 7 月 31 日現在）
当事業年度 

（平成 20 年 7 月 31 日現在）

区分 
注記
番号 

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  53,133  54,226

 2．短期借入金 ※1  2,230,000  500,000
 3．一年以内返済予定の 
  長期借入金  279,992  ―

 4．未払金  53,188  45,008

5．未払費用  ―  1,001

 6．未払法人税等  13,718  14,031

 7．前受金  10,200  1,352

 8．預り金  4,244  2,818

  流動負債合計  2,644,477 24.5  618,439 10.1

Ⅱ 固定負債   

 1．長期借入金  348,356  ―

 2．退職給付引当金  7,090  6,437

  固定負債合計  355,446 3.3  6,437 0.1

  負債合計  2,999,923 27.8  624,876 10.2

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 1．資本金  5,631,990 52.3  5,632,040 91.8

 2．資本剰余金   

  (1) 資本準備金  5,745,264 5,745,314 

  (2) その他資本準備金  ― △9,991 

    資本剰余金合計  5,745,264 53.3  5,735,322 93.4

 3．利益剰余金   

  (1) その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金  △3,594,809 △5,860,590 

    利益剰余金合計  △3,594,809 △33.3  △5,860,590 △95.5

 4．自己株式  △9,991 △0.1  ― ―

   株主資本合計  7,772,453 72.2  5,506,772 89.7

Ⅱ 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価 
  差額金  ―  4,710

  評価・換算差額等合計  ― ―  4,710 0.1

   純資産合計  7,772,453 72.2  5,511,482 89.8

   負債純資産合計  10,772,377 100.0  6,136,359 100.0
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(2)損益計算書 

  

前事業年度 

(自 平成 18 年 8 月 1 日 

至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 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
(％)

Ⅰ 売上高        
 1.商品売上  589,633 648,923 
 2.システム開発売上  9,475 10,100 
 3.サービス売上  161,436 760,545 100.0 143,375 802,399 100.0

Ⅱ 売上原価   
 1.商品売上原価  524,788 560,344 
 2.システム開発売上原価  25,130 7,201 
 3.サービス売上原価  88,358 638,277 83.9 70,976 638,522 79.6

  売上総利益  122,267 16.1  163,876 20.4
Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1、2 442,873 58.2  485,596 60.5

  営業損失  320,605 △42.1  321,720 △40.1
Ⅳ 営業外収益   
 1.受取利息  304 49,192 
 2.受取配当金 ※3 23,710 ― 
 3.販促分担金収入  1,771 3,834 
 4.為替差益  8,567 ― 
 5.その他  3,385 37,738 4.9 4,046 57,072 7.1

Ⅴ 営業外費用   
 1.支払利息  66,336 26,947 
 2.為替差損  ― 127,297 
 3.たな卸資産評価損  40,246 210 
 4.固定資産除却損 ※4 611 416 
 5.その他  2,341 109,535 14.4 2,185 157,056 19.6

  経常損失  392,402 △51.6  421,704 △52.6
Ⅵ 特別損失   
 1.子会社株式評価損   3,118,959 1,128,009 
 2.解約損害金  115,397 ― 
 3.本社縮小費用  12,128 ― 
 4.関係会社株式売却損  ― 346,193 
 5.貸倒引当金繰入額  ― 3,246,485 368,595 1,842,798

  税引前当期純損失  3,638,887 △478.5  2,264,502 △282.2

  法人税、住民税及び 
  事業税 

 1,210 1,278 

  法人税等調整額  134,914 136,124 17.9 ― 1,278 0.1

  当期純損失  3,775,012 △496.4  2,265,780 △282.3
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○商品売上原価明細書 

  

前事業年度 

(自 平成 18 年８月１日 

至 平成 19 年７月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年８月１日 

至 平成 20 年７月 31 日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

１ 期首商品棚卸高  57,540 1,420

２ 当期商品仕入高  470,091 577,281

３ 他勘定受入高 ※１ 41,214 ―

   合計  568,846 578,701

４ 期末商品棚卸高  1,420 16,664

５ 他勘定振替高 ※２ 42,637 1,691

   商品売上原価  524,788 560,344

    

 

(脚注) 

 
前事業年度 

(自 平成 18 年８月１日 

至 平成 19 年７月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年８月１日 

至 平成 20 年７月 31 日) 

※１ 他勘定受入高の内訳は、次の通りでありま

す。 

工具、器具及び備品 40,133 千円

ソフトウェア 946 千円

販売費及び一般管理費 134 千円

合計 41,211千円 

※１  
― 

※２ 他勘定振替高の内訳は、次の通りでありま

す。 

たな卸資産評価損 40,246千円

たな卸資産除却損 1,130千円

販売費及び一般管理費 1,260千円

合計 42,637千円 

※２ 他勘定振替高の内訳は、次の通りでありま

す。 

たな卸資産評価損 210千円

たな卸資産除却損 2千円

販売費及び一般管理費 1,479千円

合計 1,691千円 
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○システム開発売上原価明細書 

  

前事業年度 

(自 平成 18 年８月１日 

至 平成 19 年７月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年８月１日 

至 平成 20 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 

(％) 

１ 材料費  4,695 6.7 8,726 18.1

２ 労務費  33,010 47.0 26,709 55.5

３ 外注費  357 0.5 ― ―

４ 経費 ※２ 32,151 45.8 12,692 26.4

  当期総製造費用  70,215 100.0 48,128 100.0

  期首仕掛品棚卸高  3,615 12,342 

   合計  73,830 60,470 

  他勘定振替高 ※３ 36,357 52,582 

  期末仕掛品棚卸高  12,342 686 

  システム開発売上原価  25,130 7,201 

      

 

 

(脚注) 

 
前事業年度 

(自 平成 18 年８月１日 

至 平成 19 年７月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年８月１日 

至 平成 20 年７月 31 日) 

１ 原価計算の方法 

   原価計算の方法は、個別原価計算を採用して

おります。 

１ 原価計算の方法 

同左 

※２ 経費の主な内訳は、次の通りであります。 

旅費交通費 1,655 千円

地代家賃 9,089 千円

減価償却費 16,447 千円

通信費 2,979 千円

水道光熱費 948 千円 

※２ 経費の主な内訳は、次の通りであります。 

旅費交通費 1,063 千円

地代家賃 5,220 千円

減価償却費 955 千円

通信費 3,324 千円

水道光熱費 603 千円 
※３ 他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。

サービス売上原価 16,741千円

研究開発費 4,908千円

販売費及び一般管理費 11,718千円

ソフトウェア 2,988千円

合計 36,357千円 

※３ 他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。

サービス売上原価 22,137千円

研究開発費 3,324千円

販売費及び一般管理費 18,167千円

工具器具備品 8,953千円

合計 52,582千円 
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○ サービス売上原価明細書 

  

前事業年度 

(自 平成 18 年８月１日 

至 平成 19 年７月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年８月１日 

至 平成 20 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 

(％) 

１ 労務費  10,108 11.3 14,064 19.4

２ 外注費  19,522 21.8 11,226 15.5

３ 経費 ※２ 43,073 48.2 24,974 34.5

４ 他勘定受入高 ※３ 16,741 18.7 22,137 30.6

  当期総製造費用  89,446 100.0 72,402 100.0

  期首仕掛品棚卸高  ― 624 

     合 計  89,446 73,026 

  他勘定振替高 ※４ 463 1,870 

  期末仕掛品棚卸高  624 ― 

  期末業務受託仕掛高  ― 180 

  サービス売上原価  88,358 70,976 

      

 

 

(脚注) 

 
前事業年度 

(自 平成 18 年８月１日 

至 平成 19 年７月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年８月１日 

至 平成 20 年７月 31 日) 

１ 原価計算の方法 

   原価計算の方法は、個別原価計算を採用して

おります。 

１ 原価計算の方法 

同左 

※２ 経費の主な内訳は、次の通りであります。 

減価償却費 13,506千円

コンテンツ費用 23,965千円

地代家賃 3,278千円

手数料 735千円

通信費 567千円 

※２ 経費の主な内訳は、次の通りであります。 

減価償却費 7,007 千円

コンテンツ費用 11,325 千円

制作原価 1,375 千円

地代家賃 2,849 千円

手数料 468 千円

通信費 512 千円 
※３ 他勘定受入高の内訳は、次の通りでありま

す。 

システム開発売上原価 16,741 千円 

※３ 他勘定受入高の内訳は、次の通りでありま

す。 

システム開発売上原価 22,137 千円 
※４ 他勘定振替高の内訳は、次の通りでありま

す。 

販売費及び一般管理費 463千円 

※４ 他勘定振替高の内訳は、次の通りでありま

す。 

販売費及び一般管理費 1,870 千円 
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(3)株主資本等変動計算書 

前事業年度(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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当事業年度(自 平成 19 年８月１日 至 平成 20 年７月 31 日)         （単位：千円） 

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

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

繰越利益

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 ― 5,745,264 △3,594,809 △9,991 7,772,453

事業年度中の変動額    

新株の発行 50 50 50   100

自己株式の処分  △9,991 △9,991  9,991 ―

当期純損失  △2,265,780  △2,265,780

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 50 50 △9,991 △9,941 △2,265,780 9,991 △2,265,680

平成20年7月31日 残高 5,632,040 5,745,314 △9,991 5,735,322 △5,860,590 ― 5,506,772

 
評価・
換算 

差額等 

 
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 ― 7,772,453

事業年度中の変動額  

新株の発行  100

自己株式の処分  ―

当期純損失  △2,265,780

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額 
(純額) 

4,710 4,710

事業年度中の変動額合計 4,710 △2,260,970

平成20年7月31日 残高 4,710 5,511,482
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(4)重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

(自 平成 18 年 8 月 1 日 

至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

（1）子会社株式 

   移動平均法による原価法 

（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 

 （2）子会社出資金 

  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 

― 

（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 たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

（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 

 終仕入原価法 

  

（1）商品 

同左 
（2）仕掛品 

同左 
（3）貯蔵品 

同左 
 

３ 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 

 （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 
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項目 

前事業年度 

(自 平成 18 年 8 月 1 日 

至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

４ 繰延資産の処理方法  株式交付費 

支出時に全額費用処理してお

ります。 

 株式交付費 

同左 

５ 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、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 

６  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 

 （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、当該退職金の未払額は

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 

７ 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 

８  その他財務諸表作成の

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 

 

69



(5)重要な会計方針の変更 

前事業年度 

(自 平成 18 年 8 月 1 日 

至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 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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(6) 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 
（平成 19 年 7 月 31 日） 

当事業年度 
（平成 20 年 7 月 31 日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 

― 

※１ 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 915,280 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 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 

 
 

２ 偶発債務 

債務保証 

 

― 

 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. 

21,769 千円 
リース 

債務 
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(損益計算書関係) 

前事業年度 

(自 平成 18 年 8 月 1 日 

至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は

5%、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は95%であります。 

主要な費用及び金額は次のとおりでありま

す。 

役員報酬 70,035 千円

給与手当 134,928 千円

地代家賃 38,794 千円

減価償却費 9,151 千円

支払手数料 80,425 千円

租税公課 26,060 千円 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は

10%、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は90%であります。 

主要な費用及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 60,020 千円

給与手当 165,633 千円

地代家賃 35,780 千円

減価償却費 7,522 千円

支払手数料 61,368 千円

租税公課 26,935 千円 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 4,908 千円 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 3,324 千円 
※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり

含まれております。 

受取配当金 23,710 千円 

※３ 
― 

※４ 固定資産除却損の内容は以下のとおりで

あります。 

工具、器具及び備品 611 千円 

※４ 固定資産除却損の内容は以下のとおりであ

ります。 

工具、器具及び備品 41 千円

ソフトウェア 375 千円

合計 416 千円 
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(株主資本等変動計算書関係) 

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。 

 

 

当事業年度（自平成19年8月１日 至平成20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）１．普通株式の自己株式の減少１３株は、取締役会の決議に基づく消却による減少であります。 

２．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) 

前事業年度 
(自 平成18年 8月 1日 
至 平成19年 7月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年 8月 1日 
至 平成20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 

  

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 ― ― ―

  

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、財務諸

表等規則第８条の６の規定に従い、記載を省略

しております。 

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
  

 

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 
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－73－ 

(有価証券関係) 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（平成20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 576,799 576,799 0 

合計 576,799 576,799 0 

（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877,435千円を計上しております。 
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－74－ 

（税効果会計関係） 
前事業年度 

（平成 19 年 7 月 31 日現在） 
当事業年度 

（平成 20 年 7 月 31 日現在） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  
未払事業税 4,757 千円 

減価償却超過額 6,515 千円 

棚卸資産評価損 4,833 千円 

未払役員退職慰労金 15,209 千円 

退職給付引当金 2,885 千円 

繰越外国税額控除 7,001 千円 

繰越欠損金 306,801 千円 

その他 117 千円 

計 348,121 千円 

評価性引当額 △348,121 千円 

繰延税金資産合計 ― 
  
   

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  
（流動資産）  

未払事業税 4,856 千円 

減価償却超過額 542 千円 

繰越外国税額控除 7,001 千円 

貸倒引当金 68,184 千円 

その他 170 千円 

計 80,756 千円 

評価性引当額 △80,756 千円 

繰延税金資産合計 ― 

（固定資産）  

減価償却超過額 2,529 千円 

未払役員退職慰労金 15,209 千円 

退職給付引当金 2,619 千円 

その他有価証券評価差

額金 1,916 千円 

繰越欠損金 620,052 千円 

貸倒引当金 88,090 千円 

計 730,419 千円 

評価性引当額 △730,419 千円 

繰延税金資産合計 ― 
  
   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人

税等の負担率との差異の原因となった主な項目

別の内訳 

 当事業年度は、税引前当期純損失を計上してお

りますので、記載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

等の負担率との差異の原因となった主な項目別

の内訳 

同左 
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－75－ 

 (１株当たり情報) 

前事業年度 

(自 平成 18 年 8 月 1 日 

至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

1株当たり純資産額 143,740 円 00 銭 1株当たり純資産額 101,921 円 04 銭 

1株当たり当期純損失 69,849 円 42 銭 1株当たり当期純損失 41,899 円 93 銭 

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。 

同左 

（注）1株当たり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。 

 

前事業年度 
(自 平成 18 年 8 月 1 日 
至 平成 19 年 7 月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 19 年 8 月 1 日 
至 平成 20 年 7 月 31 日) 

1株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） 3,775,012 2,265,780 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純損失（千円） 3,775,012 2,265,780 

普通株式の期中平均株式数（株） 54,045 54,076 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純

利益 
  

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 
希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後1株当たり当期純利益

の算定に含めなかった潜在株式の

概要 
潜在株式の数 56 潜在株式の数 45 
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－76－ 

(重要な後発事象) 

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) 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、当社個別決算で約8億円の株式売却損を特別損失として計上する

予定です。 
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－77－ 

当事業年度 

(自 平成 19 年 8 月 1 日 

至 平成 20 年 7 月 31 日) 

該当事項はありません。 

 
6.その他 

（1）役員の異動 

①代表者の異動 

   該当事項はありません。 

②その他の異動 

退任役員 （平成 20 年 1 月 31 日付） 

取締役管理本部長 松沢 淳 
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