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平成21年２月期  第３四半期財務・業績の概況 

平成 21 年１月 14 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)5209－1590 

 
（百万円未満切捨て） 

１．平成21年２月期第３四半期の連結業績（平成20年３月１日 ～ 平成20年11月30日） 
(1) 連結経営成績                         （％表示は対前年同四半期増減率） 

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

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％  百万円   ％

21年２月期第３四半期 2,241 － 330 － 303 － 168 － 

20年２月期第３四半期 －  － －  － －  － －  － 

20年２月期 －  － －  － －  － －  － 

 

 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３四半期 9,755 37 8,492 00 

20年２月期第３四半期 －  － －  － 

20年２月期 －  － －  － 
（注）平成21年２月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成20年２月期第３四半期及び平成20年２月期は記載しておりません。 

 
(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円    銭

21年２月期第３四半期 1,854 1,340 72.0 73,926 71 

20年２月期第３四半期 － － － －  － 

20年２月期 － － － －  － 
（注）平成21年２月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成20年２月期第３四半期及び平成20年２月期は記載しておりません。 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による  

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

21年２月期第３四半期 158 △231 364 523 

20年２月期第３四半期 － － － － 

20年２月期 － － － － 
（注）平成21年２月期が連結財務諸表作成初年度であるため、平成20年２月期第３四半期及び平成20年２月期は記載しておりません。 

 
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月期の連結業績予想（平成20年３月１日 ～ 平成21年２月28日） 

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 円   銭

通 期 3,183  － 380   － 349   － 209   － 12,000 06
（注）平成21年２月期が連結財務諸表作成初年度であるため、対前年増減率は記載しておりません。 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有 
  新規   １社（社名 カタリスト・モバイル株式会社）   除外   －社 
  （注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(4) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「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。 

 
５．個別業績の概要（平成20年３月１日 ～ 平成20年11月30日） 
(1) 個別経営成績                         （％表示は対前年同四半期増減率） 

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

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％  百万円   ％

21年２月期第３四半期 2,225  34.4 349  15.5 323   7.9 187   7.2 

20年２月期第３四半期 1,655   － 302   － 299   － 175   － 

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３四半期 10,882 57 9,473 22 

20年２月期第３四半期 32,029 73 －  － 

20年２月期 16,084 85 －  － 
（注）平成20年２月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

 
(2) 個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円    銭

21年２月期第３四半期 1,779 1,360 76.1 75,004 48 

20年２月期第３四半期 1,257 582 44.9 103,124 72 

20年２月期 1,222 697 56.5 44,492 03 
（注）平成20年２月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

 
６．平成21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日 ～ 平成21年２月28日） 

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 円   銭

通 期 3,033 34.6 380  20.2 349  12.7 209  15.7 12,000 06

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 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、平成20年２月第３

四半期の対前年同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月期第３四半期及び平成20年2月期の潜在株式調整後１株当たり四半期（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】 
 平成21年２月期が連結財務諸表作成初年度であるため、前年同期比較、増減の状況等は記載しておりません。 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的金融不安の中、株安と円高が進み、景

気の急速な後退が見られました。一般企業においては、設備投資全般に対して慎重な姿勢にあり、

マーケティングツールとしてのＩＴサービス活用の進展という基本的な流れは変わっていませんが、

業績悪化が著しい業種においては、ＩＴ投資を手控える動きも出ています。携帯電話業界において

は、携帯キャリアの業績は順調に推移している模様ですが、平成20年央から顕在化しつつある新機

種買替えサイクルの長期化により、新規端末の販売台数は昨年度に比べて大幅な減少傾向となって

おり、携帯端末メーカーは、このインパクトを大きく受けている状況にあります。 

このような環境下で、当社は、営業に努めた結果、当第３四半期の連結経営成績は売上高2,241,587

千円、営業利益330,599千円、経常利益303,581千円、四半期純利益168,455千円となりました。 

なお、当社は、平成20年10月28日付けで、カタリスト・モバイル株式会社の70％の株式を取得し、

連結決算対象会社といたしました。当社は、「アプリケーション」「コンテンツ」「ＷＥＢ」の３

つのナレッジの融合を経営戦略として掲げておりますが、携帯電話端末への「Flash®Lite™」のポー

ティング（実装・移植作業）や「デコメアニメ®」のコアエンジン開発など、携帯電話向けのプラッ

トフォーム技術に実績を持つカタリスト・モバイル株式会社をグループ化することにより、「アプ

リケーション」開発力の一層の強化を図り、次世代の携帯電話端末を見据えた新たなサービス＆ソ

リューション創出への取り組みを強化したものであります。 

※「デコメアニメ®」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。 

※「Flash®」、および「Flash®Lite™」は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) 

の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 

 

当第３四半期における事業分野別の動向は、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」については、着せ替えコンテンツポータルサイト「カスタモ」におけるタ

イトルラインナップを増強すると共に、「iコンシェル®」、「iウィジェット®」、「モバイルウィ

ジェット®」等の新たなコンテンツの制作、配信を開始したのに加え、宣伝・広告、アフィリエー

ト対応等のマーケティング施策の積極展開を図り、Ｂ to Ｃ事業の取り組み強化を行いました。 

「電子ブック」においては、携帯コミックへのユーザーの理解、認知度が深まりつつあり、市場

が拡大する中で、ＡＳＰサービスの基盤強化や電子ブックビューワーの実装サービスの拡大、電子

辞書コンテンツへの取り組み等、「電子ブック」事業全体の拡充に努めました。 

さらに、当社がヘルスケア分野で培ってきたノウハウを活かし、au ユーザーに対する健康管理

サービスである「au Smart Sports Karada Manager」をＫＤＤＩ株式会社と共同企画し、平成20

年11月13日よりサービス提供を開始いたしました。 

これらの結果、当第３四半期におけるプラットフォームソリューション事業の連結売上高は、

1,593,138千円となりました。 

※「iコンシェル®」、「iウィジェット®」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。 

※「モバイルウィジェット®」はソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。 

 

＜サービスソリューション事業＞ 

 平成20年４月より開始された特定健康診査・特定保健指導制度（いわゆるメタボリック健診）に

対する健康保険組合向けサービス需要への対応を行うなど、ヘルスケア分野において｢ＩＴヘルス

ケア｣のソリューション提供が順調に推移しました。また、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」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案件数、規模ともに拡大しました。 

これらの結果、当第３四半期におけるサービスソリューション事業の連結売上高は、648,449千

円となりました。 



 

プライムワークス㈱（3627）平成21年２月期 第３四半期財務・業績の概況 

 

 

- 4 -

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は1,854,152千円、負債は513,535千円、純資産は

1,340,616千円となりました。 

なお、平成20年10月28日にカタリスト・モバイル株式会社の株式を取得し連結子会社化したこと

に伴い、当第３四半期連結会計期間末において、のれん（連結調整勘定）221,942千円が計上されて

おります。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、523,636千

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158,555千円となりました。これは主に、前受金の減少140,950

千円、法人税等の支払122,189千円、及び仕入債務の減少69,050千円による資金の流出があったも

のの、税金等調整前四半期純利益の計上303,581千円、減価償却費の計上92,298千円及びたな卸資

産の減少54,131千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231,059千円となりました。これは主に無形固定資産の取得によ

る支出141,947千円、差入保証金の差入による支出42,260千円、有形固定資産の取得による支出

29,105千円、及び新規連結子会社株式の取得による支出19,515千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364,509千円となりました。これは、公募増資及び新株予約権の

行使に伴う新株式の発行による収入461,009千円、連結子会社における転換社債型新株予約権付社

債の発行による収入28,500千円、及び連結子会社における長期借入金の返済による支出125,000千

円によるものであります。 

 

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、「カスタモバイル」「電子ブック」という二

本の柱の更なる拡大に加えて、健康管理サービス「au Smart Sports Karada Manager」やカタリス

ト・モバイル株式会社における「デコメアニメ®」コアエンジンのライセンス事業等、当第３四半

期より導入された新たな事業の拡大に積極的に取り組んでまいります。 

 サービスソリューション事業については、引き続き、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携帯電話サービスに関わるソリューションを推進してまい

ります。 

 平成21年２月期（平成20年３月１日～平成21年２月28日）の連結業績予想につきましては、平成

20年10月28日付「連結決算開始に伴う平成21年２月期連結業績予想に関するお知らせ」において発

表した予想値と同様、売上高3,183百万円、営業利益380百万円、経常利益349百万円、当期純利益

209百万円としております。 

 

※上記に記載した予想値は、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、上記予想値と異なる場合

があります。 

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

新規 １社（社名 カタリスト・モバイル株式会社） 

平成20年10月28日開催の取締役会決議に基づき、グループとして更なるアプリケーション事業の

強化を図ると共に、アプリケーション開発技術とコンテンツ制作技術の融合による新たなサービス

＆ソリューションへの取り組みを加速することを目的として、同日、同社の発行済株式の70％の株

式を取得し、連結決算対象会社としております。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

 当連結会計期間が連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同四半期及び前連結会計年度は記載しておりません。 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成20年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  523,636

２．受取手形及び売掛金  407,338

３．たな卸資産  44,794

４．その他  92,648

流動資産合計  1,068,417 57.6

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産 ※ 49,194

２．無形固定資産  

(1）のれん  221,942

(2）ソフトウェア  256,054

(3）その他  86,921 564,919

３．投資その他の資産  171,621

固定資産合計  785,734 42.4

資産合計  1,854,152 100.0
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当第３四半期連結会計期間末 

（平成20年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．買掛金  179,237

２．未払費用  98,943

３．未払法人税等  88,540

４．賞与引当金  37,503

５．ポイントサービス引当金  4,453

６．その他  74,857

流動負債合計  483,535 26.1

Ⅱ 固定負債  

１．転換社債型新株予約権付社債  30,000

固定負債合計  30,000 1.6

負債合計  513,535 27.7

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金  442,535 23.9

２．資本剰余金  432,535 23.3

３．利益剰余金  452,949 24.4

株主資本合計  1,328,019 71.6

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額金  7,097

評価・換算差額等合計  7,097 0.4

Ⅲ 新株予約権  5,500 0.3

純資産合計  1,340,616 72.3

負債純資産合計  1,854,152 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 

 当連結会計期間が連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同四半期及び前連結会計年度は記載しておりません。 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  2,241,587 100.0

Ⅱ 売上原価  1,540,748 68.7

売上総利益  700,839 31.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※ 370,240 16.6

営業利益  330,599 14.7

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息  1,137

２．その他  13 1,151 0.1

Ⅴ 営業外費用  

１．株式交付費  12,510

２．株式公開費用  12,281

３．売掛債権売却損  3,185

４．その他  190 28,169 1.3

経常利益  303,581 13.5

税金等調整前第３四半期純利益  303,581 13.5

法人税、住民税及び事業税  142,411

法人税等調整額  △7,285 135,126 6.0

第３四半期純利益  168,455 7.5
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

 当連結会計期間が連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同四半期及び前連結会計年度は記載しておりません。 

 

当第３四半期連結会計期間（自平成20年３月１日 至平成20年11月30日） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

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

第３四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行 236,835 236,835  473,670

第３四半期純利益 168,455 168,455

株主資本以外の項目の四半期連結
会計期間中の変動額（純額） 

 

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円） 

236,835 236,835 168,455 642,125

平成20年11月30日残高（千円） 442,535 432,535 452,949 1,328,019

 

 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

第３四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行  473,670

第３四半期純利益  168,455

株主資本以外の項目の四半期連結
会計期間中の変動額（純額） 

1,584 1,584 △150 1,434

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円） 

1,584 1,584 △150 643,560

平成20年11月30日残高（千円） 7,097 7,097 5,500 1,340,616
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 当連結会計期間が連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同四半期及び前連結会計年度は記載しておりません。 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前第３四半期純利益  303,581 

減価償却費  92,298 

のれん償却額  2,674 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △19,626 

ポイントサービス引当金の増減額（減少：△）  1,233 

受取利息及び受取配当金  △1,137 

株式交付費  12,510 

売上債権の増減額（増加：△）  31,701 

たな卸資産の増減額（増加：△）  54,131 

仕入債務の増減額（減少：△）  △69,050 

前受金の増減額（減少：△）  △140,950 

その他  12,294 

小計  279,662 

利息及び配当金の受取額  1,083 

法人税等の支払額  △122,189 

営業活動によるキャッシュ・フロー  158,555 
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当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日） 

区分 
注記
番号

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  △29,105 

無形固定資産の取得による支出  △141,947 

新規連結子会社株式の取得による支出 ※２ △19,515 

差入保証金の差入による支出  △42,260 

差入保証金の返還による収入  1,770 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △231,059 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △125,000 

株式の発行による収入  461,009 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入  28,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー  364,509 

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：△）  292,005 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  231,631 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高 ※１ 523,636 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

 

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 １社 

 連結子会社の名称 

 カタリスト・モバイル株式会社 
 

カタリスト・モバイル株式会社は、株式取得によ

り平成20年10月28日から連結子会社に該当するこ

ととなったため、当第３四半期連結会計期間より

連結の範囲に含めております。 

２．持分法の適用に関する事項  持分法適用会社はありません。 

３．連結子会社の四半期決算日等に

関する事項 

 連結子会社であるカタリスト・モバイル株式会社の

第３四半期決算日は平成20年12月31日であります。四

半期連結財務諸表の作成にあたっては、当第３四半期

連結決算日現在で実施した仮決算に基づく四半期財務

諸表を使用しております。 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ①有価証券 

その他有価証券 

４．会計処理基準に関する事項 

時価のあるもの 

  第３四半期決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用して

おります。 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用しておりま

す。 

 ②たな卸資産 

原材料 

 

 総平均法による原価法 

 仕掛品 

  個別法による原価法 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ①有形固定資産 

 

 定率法（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。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

 建物     15年～18年 

器具備品   ２年～10年 

  ②無形固定資産 

 のれん 

 定額法（７年）を採用しております。 

ソフトウェア 

 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。 

(3）重要な繰延資産の処理方法 

株式交付費 

 

 支出時に全額費用として処理する方法を採用

しております。 

 (4）重要な引当金の計上基準 

 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。 

  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。 

  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。 

 (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。 

 (6）その他四半期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。 

５．四半期連結キャッシュ・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。 



 

プライムワークス㈱（3627）平成21年２月期 第３四半期財務・業績の概況 

- 13 - 

 

(5) 注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成20年11月30日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額 

57,632千円 

 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

    給与             61,278千円 

    役員報酬           49,160千円 

    支払報酬           45,224千円 

    支払手数料          40,412千円 

 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当第３四半期連結
会計期間増加株式
数（株） 

当第３四半期連結
会計期間減少株式
数（株） 

当四半期連結会計
期間末株式数（株）

発行済株式  

普通株式 15,540 2,520 － 18,060

合計 15,540 2,520 － 18,060

 （注） 普通株式の発行済株式総数の増加2,520株は、公募増資による増加2,200株、及び新株予約権の権利行使に

よる増加320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 

当第３四半
期連結会計
期間増加 

当第３四半
期連結会計
期間減少 

当四半期連
結会計期間
末 

当四半期連
結会計期間
末残高 
（千円）

ストック・オプションとしての新株予
約権 

－ － － － － 5,500

合計 － － － － － 5,500

 （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）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期会計期間末後

となるもの 

 該当事項はありません。 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期会計期間末残高

と第３四半期貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成20年11月30日現在）
 

 （千円）

現金及び預金勘定 523,636

現金及び現金同等物 523,636

 

※２ 株式の取得により新たにカタリスト・モバイル株

式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び

負債の内訳並びにカタリスト・モバイル株式会社株

式の取得価額とカタリスト・モバイル株式会社取得

のための支出（純額）との関係は次のとおりである。

 （千円）

流動資産 59,688

固定資産 25,992

のれん 224,616

流動負債 △150,298

固定負債 △125,000

カタリスト・モバイル株式会社
株式の取得価額 

35,000

カタリスト・モバイル株式会社
現金及び現金同等物 

△15,484

差引：カタリスト・モバイル株
式会社取得のための支出 

19,515
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（リース取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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 

 取得原価（千円） 第３四半期連結貸借対照表
計上額（千円） 差額（千円） 

株式 10,400 22,366 11,966 

合計 10,400 22,366 11,966 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第３四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

債券 50,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

 該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

１．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 カタリスト・モバイル株式会社 

 平成20年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
カタリスト・モバイル株式会社の代表取締役１名、 

取締役１名及び従業員11名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 カタリスト・モバイル株式会社の普通株式 87株 

付与日 平成20年11月26日 

権利確定条件 ――――― 

対象勤務期間 ――――― 

権利行使期間 平成20年11月27日から、平成24年11月26日まで。 

権利行使価格      （円） 250,000 

公正な評価単価（付与日）（円） － 
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（セグメント情報） 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

 当社グループは、携帯電話、ＰＣ、インターネットを活用したサービスを提供することを主要事業として

おり、情報サービス事業の単一セグメントであるため、該当事項はありません。 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

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

 

〔海外売上高〕 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日） 

 

１株当たり純資産額 73,926.71円

１株当たり第３四半期純利益金額 9,755.37円

潜在株式調整後１株当たり第３四半

期純利益金額 
8,492.00円

  
 （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３四半期連結会計期間末

（平成20年11月30日） 

純資産の部の合計（千円） 1,340,616 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 5,500 

（うち新株予約権） （5,500）

普通株式に係る第３四半期末の純資産額（千円） 1,335,116 

１株当たり純資産額の算定に用いられた第３四半期末
の普通株式の数（株） 

18,060 

 
    ２．１株当たり第３四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半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３四半期連結会計期間
（自 平成20年３月１日 
至 平成20年11月30日）

１株当たり第３四半期純利益金額  

 第３四半期純利益（千円） 168,455 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － 

 普通株式に係る第３四半期純利益（千円） 168,455 

 期中平均株式数（株） 17,268 

  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

 第３四半期純利益調整額（千円） － 

 普通株式増加数（株） 2,569 

 （うち新株予約権） （2,569）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り第３四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

────── 

 

 

 

（重要な後発事象） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

 該当事項はありません。 
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６．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成20年11月30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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  431,511 334,634 231,631 

２．受取手形  1,777 5,428 23,293 

３．売掛金  251,001 379,831 383,865 

４．たな卸資産  93,544 44,794 98,925 

５．前払費用  25,809 25,035 20,204 

６．繰延税金資産  32,920 34,120 38,346 

７．その他  963 61,311 1,335 

流動資産合計   837,529 66.6 885,156 49.7  797,601 65.2

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  2,897 3,826 2,837 

(2）器具備品  23,816 39,118 27,229 

(3）建設仮勘定  643 1,553 － 

 有形固定資産合計 ※１ 27,357 2.2 44,498 2.5 30,067 2.5

２．無形固定資産    

(1）商標権  684 585 659 

(2）ソフトウェア  20,349 243,904 26,986 

(3）ソフトウェア仮勘定  240,630 5,290 235,620 

(4）その他  46 46 46 

 無形固定資産合計  261,710 20.8 249,826 14.1 263,312 21.5

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  78,860 72,366 69,695 

(2）関係会社株式  － 35,000 － 

(3）関係会社社債  － 400,000 － 

(4）繰延税金資産  8,189 24,918 14,494 

(5）差入保証金  37,434 57,294 37,434 

(6）その他  6,917 10,381 10,381 

 投資その他の資産合計  131,401 10.4 599,961 33.7 132,005 10.8

固定資産合計   420,469 33.4 894,287 50.3  425,385 34.8

資産合計   1,257,998 100.0 1,779,443 100.0  1,222,987 100.0
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前第３四半期会計期間末 

（平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成20年11月30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 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  90,830 130,218 154,551 

２．未払金  247,477 － － 

３．未払費用  46,316 87,499 63,754 

４．未払法人税等  53,862 88,501 67,741 

５．前受金  140,950 － 140,950 

６．前受収益  48,153 13,230 26,264 

７．賞与引当金  25,745 37,503 57,129 

８．ポイントサービス引当金  4,013 4,453 3,220 

９．その他 ※２ 18,425 57,956 12,319 

流動負債合計   675,775 53.7 419,363 23.6  525,931 43.0

負債合計   675,775 53.7 419,363 23.6  525,931 43.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   142,725 11.3 442,535 24.9  205,700 16.8

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  132,725 432,535 195,700 

 資本剰余金合計   132,725 10.6 432,535 24.3  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  278,724 472,413 284,493 

 利益剰余金合計   278,724 22.2 472,413 26.5  284,493 23.3

株主資本合計   554,174 44.1 1,347,483 75.7  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   10,948 0.9 7,097 0.4  5,512 0.4

評価・換算差額等合計   10,948 0.9 7,097 0.4  5,512 0.4

Ⅲ 新株予約権   17,100 1.3 5,500 0.3  5,650 0.5

純資産合計   582,223 46.3 1,360,080 76.4  697,056 57.0

負債純資産合計   1,257,998 100.0 1,779,443 100.0  1,222,987 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

Ⅰ 売上高   1,655,161 100.0 2,225,344 100.0  2,253,887 100.0

Ⅱ 売上原価   1,109,260 67.0 1,524,296 68.5  1,591,280 70.6

売上総利益   545,901 33.0 701,048 31.5  662,607 29.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   243,424 14.7 351,560 15.8  346,243 15.4

営業利益   302,476 18.3 349,488 15.7  316,364 14.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  39 0.0 1,714 0.1  39 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,100 0.2 28,162 1.3  6,388 0.3

経常利益   299,416 18.1 323,040 14.5  310,015 13.7

税引前第３四半期（当期）純利

益 
  299,416 18.1 323,040 14.5  310,015 13.7

法人税、住民税及び事業税  100,949 142,405 113,782 

法人税等調整額  23,167 124,117 7.5 △7,285 135,120 6.1 15,165 128,948 5.7

第３四半期（当期）純利益   175,298 10.6 187,920 8.4  181,067 8.0
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期会計期間（自平成19年３月１日 至平成19年11月30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

第３四半期会計期間中の変動額   

新株の発行 7,975 7,975 7,975  15,950

第３四半期純利益  175,298 175,298 175,298

株主資本以外の項目の四半期会
計期間中の変動額（純額）   

第３四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 7,975 7,975 7,975 175,298 175,298 191,248

平成19年11月30日残高（千円） 142,725 132,725 132,725 278,724 278,724 554,174

 

 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

第３四半期会計期間中の変動額  

新株の発行  15,950

第３四半期純利益  175,298

株主資本以外の項目の四半期会
計期間中の変動額（純額） 3,007 3,007 △1,450 1,557

第３四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

3,007 3,007 △1,450 192,805

平成19年11月30日残高（千円） 10,948 10,948 17,100 582,223
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当第３四半期会計期間（自平成20年３月１日 至平成20年11月30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

第３四半期会計期間中の変動額   

新株の発行 236,835 236,835 236,835  473,670

第３四半期純利益  187,920 187,920 187,920

株主資本以外の項目の四半期会
計期間中の変動額（純額） 

  

第３四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

236,835 236,835 236,835 187,920 187,920 661,590

平成20年11月30日残高（千円） 442,535 432,535 432,535 472,413 472,413 1,347,483

 

 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

第３四半期会計期間中の変動額  

新株の発行  473,670

第３四半期純利益  187,920

株主資本以外の項目の四半期会
計期間中の変動額（純額） 

1,584 1,584 △150 1,434

第３四半期会計期間中の変動額合
計（千円） 

1,584 1,584 △150 663,024

平成20年11月30日残高（千円） 7,097 7,097 5,500 1,360,080

 



 

プライムワークス㈱（3627）平成21年２月期 第３四半期財務・業績の概況 

- 23 - 

 

前事業年度の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３四半期のキャッシュ・フロー計算書については、連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30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    

税引前第３四半期（当期）純利益  299,416 310,015 

減価償却費  27,924 39,962 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △6,247 25,136 

ポイントサービス引当金の増減額（減少：△）  △1,685 △2,478 

受取利息及び受取配当金  △39 △39 

株式交付費  123 564 

売上債権の増減額（増加：△）  △66,032 △220,412 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △53,701 △59,082 

仕入債務の増減額（減少：△）  11,043 74,764 

未払費用の増減額（減少：△）  22,305 39,742 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △5,744 △3,806 

前払費用の増減額（増加：△）  22,559 28,164 

前受金の増減額（減少：△）  140,950 140,950 

前受収益の増減額（減少：△）  △28,054 △49,943 

預り金の増減額（減少：△）  9,184 △476 

その他  10,674 △351 

小計  382,676 322,709 

利息及び配当金の受取額  39 39 

法人税等の支払額  △123,964 △123,972 

営業活動によるキャッシュ・フロー  258,751 198,776 
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前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30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  △18.488 △26,869 

無形固定資産の取得による支出  △37,335 △279,455 

投資有価証券の取得による支出  △50,000 △50,000 

投資有価証券の償還による収入  3,000 3,000 

差入保証金の差入による支出  △13,293 △13,293 

その他  － △3,463 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △116,116 △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  14,376 128,435 

財務活動によるキャッシュ・フロー  14,376 128,435 

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：△）  157,011 △42,869 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  274,500 274,500 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末（期末）残高 ※ 431,511 231,631 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

 

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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）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 時価のあるもの 

  第３四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。 

同左  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 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 同左 

(2）たな卸資産 

原材料 

(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 同左 

 仕掛品 仕掛品 仕掛品 

  個別法による原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (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。 

 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。 

 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。 

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 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 

建物     15年～18年 

器具備品   ２年～10年 

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 (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 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 

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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 (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 同左 

 (2）賞与引当金 (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、支給見込額を計上しておりま

す。 

同左 同左 

 (3）ポイントサービス引当金 (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 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。 

──────  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。 

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 

消費税等の会計処理 

同左 

 



 

プライムワークス㈱（3627）平成21年２月期 第３四半期財務・業績の概況 

－  － 

 

28

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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） ────── （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、これによる当第３四半期会計期間

の損益に与える影響は軽微であります。 

 

  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。 

 

 

 

表示方法の変更 

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30日） 

────── （四半期貸借対照表） 

  前第３四半期まで区分掲記していた「未払金」（当第３四半期末の残

高は2,553千円）は、当第３四半期末において負債及び純資産の合計額の

100分の５以下となりましたので、流動負債の「その他」に含めて表示す

ることとしました。 
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(5) 注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

（平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成20年11月30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 

32,723千円 

 

※２ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的に重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めております。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

50,145千円 

 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※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） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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 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 

    売掛債権売却損     2,976千円 

 

 

 

３  減価償却実施額 

    有形固定資産      11,664千円 

    無形固定資産      16,260千円 

     合計         27,924千円 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息        1,700千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

    株式交付費       12,510千円

    株式公開費用      12,281千円

    売掛債権売却損     3,185千円

 

３  減価償却実施額 

    有形固定資産      14,827千円

    無形固定資産      74,983千円

     合計         89,811千円

 

※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 

    売掛債権売却損     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

 

 



 

プライムワークス㈱（3627）平成21年２月期 第３四半期財務・業績の概況 

－  － 

 

30

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前第３四半期会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当第３四半期会計
期間増加株式数
（株） 

当第３四半期会計
期間減少株式数
（株） 

当第３四半期会計
期間末株式数（株）

発行済株式  

普通株式 5,190 290 － 5,480

合計 5,190 290 － 5,480

 （注） 普通株式の発行済株式総数の増加290株は、ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による増

加であります。 

 

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 

当第３四半
期会計期間
増加 

当第３四半
期会計期間
減少 

当第３四半
期会計期間
末 

当第３四半
期会計期間
末残高 
（千円）

第４回新株予約権 普通株式 600 － － 600 3,000

ストック・オプションとしての新株予約

権 
－ － － － － 14,100

   合計 － － － － － 17,100

 （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．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 該当事項はありません。 

 

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

となるもの 

 該当事項はありません。 
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当第３四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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） 

当第３四半期会計
期間増加株式数
（株） 

当第３四半期会計
期間減少株式数
（株） 

当第３四半期会計
期間末株式数（株）

発行済株式  

普通株式 15,540 2,520 － 18,060

合計 15,540 2,520 － 18,060

 （注） 普通株式の発行済株式総数の増加2,520株は、公募増資による増加2,200株、及び新株予約権の権利行使に

よる増加320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 

当第３四半
期会計期間
増加 

当第３四半
期会計期間
減少 

当第３四半
期会計期間
末 

当第３四半
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 

－ － － － － 5,500

合計 － － － － － 5,500

 （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）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期会計期間末後

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） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30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第３四半期会計期間末残高と第３四半期貸

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19年11月30日現在） （平成20年２月29日現在）

 

 （千円）

現金及び預金勘定 431,511

現金及び現金同等物 431,511

 

 

 （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） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30日） 

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。

 

同左 

 

（有価証券関係） 

前第３四半期会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 第３四半期貸借対照表計上額
（千円） 差額（千円） 

株式 10,400 28,860 18,460 

合計 10,400 28,860 18,460 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 第３四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

債券 50,000 

 

当第３四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 第３四半期貸借対照表計上額
（千円） 差額（千円） 

株式 10,400 19,695 9,295 

合計 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 

 第３四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

債券 50,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第３四半期会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30日） 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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） 

前第３四半期会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30日） 

１．当第３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 平成19年ストック・オプション① 

付与対象者の区分及び数 当社の従業員 10名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 50株 

付与日 平成19年８月21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。 

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） 

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。 

権利行使価格      （円） 200,000 

公正な評価単価（付与日）（円） － 

 

 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 当社の取締役１名及び従業員16名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 100株 

付与日 平成19年10月22日 

権利確定条件 
付与日（平成19年10月22日）以降、権利確定日（平成21

年10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10月22日  至平成21年10月31日） 

権利行使期間 平成21年11月１日から、平成29年１月31日まで。 

権利行使価格      （円） 200,000 

公正な評価単価（付与日）（円） － 

 

当第３四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

 四半期連結財務諸表の注記事項（ストック・オプション等関係）における記載内容と同一のため、記載し

ておりません。 

 

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１．当事業年度において存在したストック・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。 
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 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。 

 

 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） 

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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（持分法損益等） 

前第３四半期会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30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。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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。 
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（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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 103,124.72円 円

１株当たり第３四半期純利益 

金額 
32,029.73円 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益金額については、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。 

１株当たり純資産額 75,004.48円

１株当たり第３四半期純利益

金額 
10,882.57円

潜在株式調整後１株当たり 

第３四半期純利益金額 
9,473.22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。 

 
前第３四半期会計期間末 

（平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成20年11月30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） 582,223 1,360,080 697,056 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 17,100 5,500 5,650 

（うち新株予約権） （17,100） （5,500） （5,650）

普通株式に係る第３四半期末（期末）の純資産額（千

円） 
565,123 1,354,580 691,406 

１株当たり純資産額の算定に用いられた第３四半期

末（期末）の普通株式の数（株） 
5,480 18,060 15,540 

 

    ２．１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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株当たり第３四半期（当期）純利益金額    

 第３四半期（当期）純利益（千円） 175,298 187,920 181,067 

 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） 175,298 187,920 181,067 

 期中平均株式数（株） 5,473 17,268 11,257 

    

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益

金額 
   

 第３四半期（当期）純利益調整額（千円） － － － 

 普通株式増加数（株） － 2,569 － 

 （うち新株予約権） － （2,569） － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り第３四半期（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

4,600個（株））。 

────── 

 

新株予約権（新株予約権の数

4,610個（株））。 
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（重要な後発事象） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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．当社は、平成19年12月28日開催の取締役会

の決議に基づき、次のように株式分割によ

る新株式を発行しております。 

（1）平成20年２月１日付をもって普通株式１株

につき２株に分割します。 

①分割により増加する株式数 

普通株式 5,480株 

②分割方法 

平成20年１月31日 終の株主名簿に

記載された株主の所有株式数を、１株

につき２株の割合をもって分割しま

す。 

 当該株式分割が当期首に行われたと仮

定した場合の当第３四半期会計期間にお

ける１株当たり情報は、以下のとおりと

なります。 

当第３四半期会計期間 

１株当たり純資産額 

51,562.36円 

1株当たり第３四半期純利益金額 

16,016.33円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、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。 

 

２．平成20年２月５日及び平成20年２月６日付

で新株予約権が行使され、株式数等が次の

とおり増加しております。 

（1）平成17年７月12日発行及び平成17年９月29

日発行の新株予約権の行使 

①新株予約権の行使により発行した株

式の種類、数及び１株当たりの発行価

格 

普通株式 4,580株  27,500円 

②新株予約権の行使により発行した株

式の発行価額の総額 

         125,950千円 

③新株予約権の行使により発行した株

式の資本組入額 

          62,975千円 

──────  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
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(6) 事業部門別売上高 

 

 

前第３四半期会計期間 

（自 平成19年３月１日 

至 平成19年11月30日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成20年３月１日 

至 平成20年11月30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(％) 金額（千円） 構成比(％)

プラットフォームソリューション事業 1,091,925 66.0 1,576,895 70.9 1,452,364 64.4

サービスソリューション事業 563,236 34.0 648,449 29.1 801,523 35.6

合計 1,655,161 100.0 2,225,344 100.0 2,253,887 100.0

 


