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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 5,744 △0.8 1,218 10.9 1,047 △33.9 △180 ―
20年3月期 5,792 △7.5 1,099 △21.0 1,583 10.7 689 △26.0

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 ％ ％ ％

21年3月期 △17.23 ― △2.4 12.2 21.2
20年3月期 65.18 64.83 9.3 16.9 19.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △3百万円 20年3月期  △1百万円

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

21年3月期 8,215 7,208 87.7 710.02
20年3月期 8,890 7,533 84.7 708.11

（参考） 自己資本   21年3月期  7,208百万円 20年3月期  7,533百万円

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

21年3月期 638 △413 △529 4,602
20年3月期 △102 367 △217 4,937

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 ％ ％

20年3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00 233 33.8 3.1
21年3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00 225 ― 3.1
22年3月期 

（予想）
― 10.00 ― 12.00 22.00 29.8

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

2,700 △0.1 500 △17.5 400 △36.4 250 △24.3 24.62

通期 5,900 2.7 1,250 2.6 1,150 9.8 750 ― 73.87



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

(2) 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、14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」及び17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株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。] 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 10,649,000株 20年3月期 10,649,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  496,250株 20年3月期  10,000株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 4,629 3.6 1,057 15.3 888 △36.5 △225 ―
20年3月期 4,469 △3.0 917 2.2 1,398 48.4 609 4.2

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

21年3月期 △21.59 ―
20年3月期 57.66 57.35

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3月期 7,527 6,800 90.3 669.82
20年3月期 8,351 7,171 85.9 674.03

（参考） 自己資本 21年3月期  6,800百万円 20年3月期  7,171百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。 

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

2,400 5.8 500 △1.3 400 △24.4 250 △10.6 24.62

通期 5,000 8.0 1,100 4.0 1,000 12.5 600 ― 59.09



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、世界的な金融危機や世界景気の後退によって、輸出及び生産は大幅に減少

し、企業収益も極めて大幅に減少しております。また、雇用情勢も急速に悪化していることから個人消費も弱い動き

となりました。 

  当社グループの主力事業であるモバイルコンテンツ事業を取り巻く環境につきましては、電気通信事業者協会の調

べにおける平成21年３月末現在では、携帯電話の契約数は107百万台となっており、その内、第三世代携帯電話の契

約数は99百万台と全体の契約数の92.7%を占めております。 

  このような経営環境下におきまして、当社グループでは独自のコンテンツ提携戦略に基づく事業間シナジーの拡大

を目指してまいりました。また、新たな事業の確立を図るため投資教育事業分野に参入し、事業化へ向けたマーケテ

ィング活動を行っております。 

 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高5,744,075千円（前期比0.8%減）、営業利益1,218,851千円（前期比

10.9%増）、経常利益1,047,368千円（前期比33.9%減）、特別損失におきまして、世界的な金融危機の影響により、

保有していた投資有価証券が含み損失を抱えており、今後の金融市場の動向を鑑みた場合に、株価変動リスクによる

経営の不安定要因の解消と財務体質の強化を図るために投資有価証券の売却を行い、投資有価証券売却損1,135,271

千円が発生し、当期純損失は180,185千円（前期は689,398千円の当期純利益）となりました。 

 なお、事業別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 ＜モバイルコンテンツ事業＞ 

 モバイルコンテンツ事業におきましては、キャラクター及び検定の分野に注力しております。当連結会計年度で

は、コンテンツの拡充を図るため、「キティ サンリオ デコアニ」「リラックマこんしぇる」「世界ぶらり地理検

定」など、新たに20サイトのサービスを開始し、107サイトを運営しております。また、有料・無料を合わせたサイ

トへの登録会員数は225万人となっております。 

 上記の結果、売上高4,074,251千円（前期比5.3%増）、営業利益1,477,656千円（前期比29.9%増）となりました。 

 ＜モバイルコマース事業＞ 

 モバイルコマース事業におきましては、キャラクターに関するモバイルサイト上でのグッズ販売とライセンス及び

セールスプロモーションビジネスを行っております。当連結会計年度では、人気キャラクターである「リラックマ」

に関連したモバイルサイト限定商品の販売、５周年記念及びクリスマスギフトキャンペーンなどの企画を行いまし

た。 

 上記の結果、売上高568,865千円（前期比6.2%減）、営業利益44,772千円（前期比46.3%減）となりました。 

 ＜パッケージソフトウェア事業＞ 

 パッケージソフトウェア事業におきましては、当連結会計年度では、当社グループがラインナップを揃える分野へ

のユーザーの認知度の向上を図るため、二つの分野においてブランドを立ち上げております。具体的には、検定の分

野のブランドとして「Open！ Study」を立ち上げ、タイトルも「日本数学検定協会公認 数検DS 大人が解けな

い！？子供の算数」「歴史能力検定協会公認／山川出版社監修 歴検DS」など３タイトルを発売しております。ま

た、ホームヘルスケアの分野のブランドとして「Enjoy！ Diet」を立ち上げ、Wii向けタイトル「シェイプボクシン

グWiiでエンジョイダイエット!」を発売し、海外市場でも販売するため、ライセンス提供を行っております。 

 上記の結果、売上高1,137,392千円（前期比17.0%減）、営業利益105,757千円（前期比37.2%減）となりました。 

 （次期の見通し） 

 今後の経済見通しにつきましては、世界的な金融危機の深刻化や世界景気の一層の下振れ懸念などが想定され、当

社グループの経営環境は厳しくなると予想しております。 

 このような経営環境下におきまして、景気動向を考慮しながら、中長期的な収益基盤を強固にすることを目指し

て、既存事業の拡大と新規事業の推進を次期の経営方針としております。 

 既存事業では、引き続き、キャラクター、教育関連などのコンテンツを複数事業で活用する事業間シナジーを図っ

てまいります。また、新規事業では、前連結会計年度に開始した投資教育事業の事業化へ向けたマーケティング活動

を引き続き行ってまいります。 

 各事業セグメント別では、モバイルコンテンツ事業につきましては、キャラクター分野の有料サイトに注力すると

ともに、新規サイトの拡充にも努めてまいります。 

 モバイルコマース事業では、引き続き、キャラクターを取り扱った、モバイルサイト上でのグッズ販売とライセン

ス及びセールスプロモーションビジネスを行ってまいります。 

 パッケージソフトウェア事業では、家庭用ビデオゲーム機のDS及びWii向けのパッケージソフトを中心として、前

連結会計年度に立ち上げた「Open！ Study」、「Enjoy！ Diet」のユーザーの浸透を図ってまいります。 



 上記の結果、次期の業績の見通しは、売上高5,900,000千円（前期比2.7%増）、営業利益1,250,000千円（前期比

2.6%増）、経常利益1,150,000千円（前期比9.8%増）、当期純利益750,000千円（前期は180,185千円の当期純損失）

を見込んでおります。 

  

(2) 財政状態に関する分析 

①  資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産につきましては、前連結会計年度末と比較して675,174千円減少した8,215,790千円とな

りました。その主な要因は、保有する投資有価証券の損失発生となる売却により投資有価証券は1,245,351千円が減

少し、一方で、投資有価証券の売却代金等を計上したことにより未収入金が806,976千円に増加したことによるもの

であります。 

 負債合計は、前連結会計年度末と比較して350,386千円減少した1,006,891千円となりました。その主な要因は、当

期純損失を計上したために未払法人税等が246,504千円の減少となったことによるものであります。 

  純資産は、前連結会計年度末と比較して324,788千円減少した7,208,899千円となりました。その主な要因は、利益

剰余金411,881千円の減少、自己株式の取得による自己株式295,441千円の増加があったものの、投資有価証券の売却

により、その他有価証券評価差額金382,362千円の減少となったことによるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 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、4,602,025千円と前連結会計年度末

より335,213千円減少（前年同期比6.8％減）となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次の通りであります。 

 （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638,634千円（前年同期は102,888千円の資金減少）となりました。 

 これは主に、投資有価証券売却損1,135,271千円、投資有価証券評価損120,786千円、投資事業組合運用損123,284

千円等の増加要因を計上した一方で、税金等調整前当期純損失193,065千円、法人税等の支払額597,980千円等の減少

要因を計上したことにより一部相殺されたものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は413,893千円（前年同期は367,051千円の資金増加）となりました。 

 これは主に、資金運用を目的とした投資有価証券の取得による支出581,176千円等が、投資有価証券の売却による

収入173,578千円等により一部相殺されたものであります。 

 （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529,977千円（前年同期は217,076千円の資金減少）となりました。 

 これは、自己株式の取得による支出300,341千円と配当金の支払額229,636千円によるものであります。 

 なお、当社のキャッシュ・フロー等指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 （注）１．各指標の内容 

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 

債務償還年数：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 

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 

３．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。 

４．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書によるキャッシュ・フローを使用しております。ま

た、利払いについては、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。 

  
第31期  

平成20年３月期  
第32期  

平成21年３月期  

自己資本比率（％） 84.7 87.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 76.6 61.3 

債務償還年数（年） － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策の一つとして認識しており、安定した配当と企業価値の最大化

による株主の皆様への利益還元を基本方針としております。 

 配当につきましては、連結業績の推移や経営環境、今後の設備等の投資計画、キャッシュ・フローを勘案の上で安

定配当を基本としながら、連結配当性向も考慮して配当金額を決定してまいります。また、内部留保金につきまして

は、将来的な企業価値の向上を図るための投資に活用してまいりますが、直近の株価動向や経営環境を勘案し、利益

還元の一環として、内部留保金の一部を自己株式の取得に弾力的に充当してまいります。 

 当連結会計年度の配当につきましては、中間配当として１株当たり10円を実施いたしましたが、期末配当におきま

して、業績は当期純損失となる結果となりましたが、安定配当の方針に基づき前連結会計年度と同額となる１株当た

り12円とし、年間配当は１株当たり22円を予定しております。また、当連結会計年度における自己株式の取得は、当

社普通株式486,250株、取得価額総額295,441千円を実施いたしました。 

  次期の配当につきましては、引き続き１株当たり年間配当は22円を予定しております。また、自己株式の取得につ

きましても平成21年５月13日開催の取締役会において当社普通株式250,000株、取得価額総額150,000千円の取得枠を

決議しております。 



２．企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（イマジニア株式会社）、子会社２社及び関連会社１社で構成さ

れております。主な事業内容としましては、モバイルコンテンツ事業、モバイルコマース事業、パッケージソフトウェ

ア事業となっております。 

  当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 以上に述べた事項を事業系統図によって示すと下記のようになります。 

事業区分 事業内容 主要な会社 

モバイルコンテンツ事業 モバイルコンテンツ 
イマジニア株式会社 

 ソリッドロジックス株式会社 

モバイルコマース事業 
モバイルコマース 

キャラクターグッズ製造及びライセンス等 
イマジニア株式会社 

パッケージソフトウェア事業 家庭用ゲーム機向けソフトウェア 
ロケットカンパニー株式会社 

株式会社デルタアーツ 

 
得 意 先 及 び 消 費 者

モ バ イ ル コ マ ー ス 事 業モバイルコンテンツ事業 パッケージソフトウェア事業

イ マ ジ ニ ア ㈱ 

※１ 
ロケットカンパニー㈱ 

イ マ ジ ニ ア ㈱

※２ 
㈱デルタアーツ 

コンテンツ 
商品

製品

ライセンス

製品 

ライセンス 

開発 

受託開発 

製品 

※１ 
ソリッド 

ロジックス㈱ 

開発 
制作 

※１ 子会社 
※２ 関連会社 



３．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針、（2）目標とする経営指標 

 平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月10日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示

を省略しております。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://wwww.imagineer.co.jp/ 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

 平成19年３月期決算短信（平成19年５月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省

略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://wwww.imagineer.co.jp/ 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

（4）会社の対処すべき課題 

 当社グループが中長期的な収益基盤を強固にするためには、各事業の拡大が重要な経営課題として認識しており、

各事業において次の課題の対処を行ってまいります。 

    ① モバイルコンテンツ事業 

   モバイルコンテンツ事業につきましては、有料サイトの会員数増加を課題としております。 

 課題の対処といたしましては、既存・新規のサイトに係らず「ハローキティ」と「リラックマ」を中心としたキ

ャラクターを活用したサイト運営に注力してまいります。また、新たなユーザー層を獲得するため、新規サイトの

立ち上げをキャラクター、ゲーム、絵文字など幅広い分野にて、積極的な取り組みを行います。 

    ② モバイルコマース事業 

 モバイルコマース事業につきましては、キャラクターに関するモバイルサイト上でのグッズ販売では、好調であ

った限定商品の販売を引き続き行うことを重点課題といたします。ライセンス及びセールスプロモーションビジネ

スでは、新たなキャラクターの育成にモバイルコンテンツ事業との連携を図りながら注力してまいります。 

    ③ パッケージソフトウェア事業 

 パッケージソフトウェア事業につきましては、立ち上げた二つのブランド「Open！ Study」、「Enjoy！ Diet」

のユーザーへの浸透を課題としてまいります。 

 その他、「Enjoy！ Diet」においては海外での販売も見込めるため、海外へのライセンス展開も視野に入れるこ

とや、ゲームファン向けのタイトルの投入もいたします。 

 また、組織の効率性を高め、規律を持つために経営管理体制の強化についても努めてまいります。具体的には、

全社的な経営管理体制の効率化、内部統制システムの一層の強化、コンプライアンスの徹底を行ってまいります。



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,937,238 4,602,025

売掛金 1,290,253 1,296,231

たな卸資産 26,595 －

商品及び製品 － 35,090

仕掛品 － 1,700

原材料及び貯蔵品 － 244

未収入金 － 806,976

未収還付法人税等 － 228,648

繰延税金資産 79,016 214,066

その他 87,025 64,696

貸倒引当金 △46,434 △34,155

流動資産合計 6,373,694 7,215,524

固定資産   

有形固定資産   

建物 72,402 72,402

減価償却累計額 △24,633 △30,159

建物（純額） 47,769 42,243

工具、器具及び備品 132,295 124,182

減価償却累計額 △88,318 △85,948

工具、器具及び備品（純額） 43,977 38,233

有形固定資産合計 91,746 80,477

無形固定資産   

のれん 24,019 12,009

その他 32,042 35,229

無形固定資産合計 56,061 47,238

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,784,059 538,707

繰延税金資産 471,107 219,663

その他 174,056 166,738

貸倒引当金 △59,759 △52,559

投資その他の資産合計 2,369,463 872,549

固定資産合計 2,517,271 1,000,265

資産合計 8,890,965 8,215,790



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,511 2,575

営業未払金 678,824 612,523

未払法人税等 315,401 68,897

その他 344,540 322,895

流動負債合計 1,357,277 1,006,891

負債合計 1,357,277 1,006,891

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,669,000 2,669,000

資本剰余金 2,466,023 2,466,023

利益剰余金 2,812,566 2,400,685

自己株式 △4,923 △300,365

株主資本合計 7,942,666 7,235,343

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △408,978 △26,615

評価・換算差額等合計 △408,978 △26,615

新株予約権 － 172

純資産合計 7,533,688 7,208,899

負債純資産合計 8,890,965 8,215,790



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 5,792,388 5,744,075

売上原価 2,963,732 2,771,213

売上総利益 2,828,655 2,972,862

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,729,306 ※1, ※2  1,754,010

営業利益 1,099,348 1,218,851

営業外収益   

受取利息 15,551 13,714

有価証券利息 23,090 13,756

受取配当金 22,830 20,363

為替差益 2,598 －

投資事業組合運用益 412,646 －

貸倒引当金戻入額 7,200 7,200

雑収入 4,607 －

その他 － 3,379

営業外収益合計 488,525 58,413

営業外費用   

投資事業組合運用損 － 123,284

為替差損 － 30,456

有価証券売却損 － 67,583

持分法による投資損失 1,291 3,308

雑損失 3,241 －

その他 － 5,263

営業外費用合計 4,533 229,896

経常利益 1,583,340 1,047,368

特別利益   

投資有価証券売却益 17,984 17,253

固定資産売却益 ※3  84 －

特別利益合計 18,068 17,253

特別損失   

固定資産売却損 ※4  649 －

固定資産除却損 ※5  447 ※5  1,629

投資有価証券評価損 125,642 120,786

投資有価証券売却損 179,854 1,135,271

特別損失合計 306,593 1,257,687

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,294,814 △193,065

法人税、住民税及び事業税 631,424 133,048

法人税等調整額 △21,219 △145,929

法人税等合計 610,204 △12,880

少数株主損失（△） △4,788 －

当期純利益又は当期純損失（△） 689,398 △180,185



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,669,000 2,669,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,669,000 2,669,000

資本剰余金   

前期末残高 3,091,167 2,466,023

当期変動額   

自己株式の消却 △602,476 －

自己株式の処分 △22,667 －

当期変動額合計 △625,144 －

当期末残高 2,466,023 2,466,023

利益剰余金   

前期末残高 2,355,234 2,812,566

当期変動額   

剰余金の配当 △232,066 △231,696

当期純利益又は当期純損失（△） 689,398 △180,185

当期変動額合計 457,331 △411,881

当期末残高 2,812,566 2,400,685

自己株式   

前期末残高 △672,682 △4,923

当期変動額   

自己株式の消却 602,476 －

自己株式の処分 65,282 －

自己株式の取得 － △295,441

当期変動額合計 667,759 △295,441

当期末残高 △4,923 △300,365

株主資本合計   

前期末残高 7,442,719 7,942,666

当期変動額   

剰余金の配当 △232,066 △231,696

当期純利益又は当期純損失（△） 689,398 △180,185

自己株式の処分 42,614 －

自己株式の取得 － △295,441

当期変動額合計 499,946 △707,322

当期末残高 7,942,666 7,235,343



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △78,077 △408,978

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △330,900 382,362

当期変動額合計 △330,900 382,362

当期末残高 △408,978 △26,615

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △78,077 △408,978

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △330,900 382,362

当期変動額合計 △330,900 382,362

当期末残高 △408,978 △26,615

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 172

当期変動額合計 － 172

当期末残高 － 172

少数株主持分   

前期末残高 33,642 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,642 －

当期変動額合計 △33,642 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 7,398,284 7,533,688

当期変動額   

剰余金の配当 △232,066 △231,696

当期純利益又は当期純損失（△） 689,398 △180,185

自己株式の処分 42,614 －

自己株式の取得 － △295,441

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △364,543 382,534

当期変動額合計 135,403 △324,788

当期末残高 7,533,688 7,208,899



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

1,294,814 △193,065

減価償却費 34,313 33,262

のれん償却額 12,009 12,009

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,904 △19,479

受取利息及び受取配当金 △61,472 △47,834

為替差損益（△は益） △2,514 29,975

投資有価証券売却損 179,854 －

投資有価証券売却益 △17,984 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,118,017

投資有価証券評価損益（△は益） 125,642 120,786

投資事業組合運用損益（△は益） △412,646 123,284

有価証券売却損益（△は益） － 67,583

売上債権の増減額（△は増加） 28,463 △5,978

前渡金の増減額（△は増加） 14,842 －

たな卸資産の増減額（△は増加） － △10,440

未収入金の増減額（△は増加） － 12,565

仕入債務の増減額（△は減少） △93,565 △15,936

営業未払金の増減額（△は減少） △199,589 △66,300

未払金の増減額（△は減少） △81,216 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △50,902 11,786

その他 △21,640 △2,307

小計 744,503 1,167,930

利息及び配当金の受取額 61,661 48,247

法人税等の還付額 － 20,436

法人税等の支払額 △909,054 △597,980

営業活動によるキャッシュ・フロー △102,888 638,634

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △966,310 △581,176

投資有価証券の売却による収入 1,121,463 173,578

投資有価証券の償還による収入 305,214 35,283

有形固定資産の取得による支出 △71,563 △17,169

無形固定資産の取得による支出 △10,415 △7,753

敷金及び保証金の差入による支出 △10,727 －

短期貸付けによる支出 － △15,000

その他 △610 △1,656

投資活動によるキャッシュ・フロー 367,051 △413,893

財務活動によるキャッシュ・フロー   

子会社清算による少数株主への分配金 △28,854 －

ストックオプションの行使による収入 42,614 －

自己株式の取得による支出 － △300,341

配当金の支払額 △230,837 △229,636

財務活動によるキャッシュ・フロー △217,076 △529,977

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,514 △29,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 49,601 △335,213

現金及び現金同等物の期首残高 4,887,637 4,937,238

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,937,238 ※1  4,602,025



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。 

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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数     ２社 

   主要な連結子会社の名称 

   ロケットカンパニー㈱ 

   ソリッドロジックス㈱ 

 ソリッドロジックス㈱については、当

連結会計年度において新たに設立したこ

とにより、当連結会計年度より連結子会

社に含めております。 

 また、前連結会計年度まで連結子会社

であったゴールドゴルフ㈱については平

成20年３月26日に清算結了し、連結子会

社でなくなりました。 

 なお、当連結会計年度中に清算結了を

しているため、当連結会計年度において

は清算結了時までの損益計算書のみを連

結しております。 

 (2) 非連結子会社の名称等 

  該当事項はありません。 

(1) 連結子会社の数     ２社 

   主要な連結子会社の名称 

   ロケットカンパニー㈱ 

   ソリッドロジックス㈱ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (2) 非連結子会社の名称等 

         同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法を適用した関連会社数 １社 

  主要な会社等の名称 

   ㈱デルタアーツ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

 及び関連会社の状況 

  該当事項はありません。 

(1）持分法を適用した関連会社数 １社 

  主要な会社等の名称 

   ㈱デルタアーツ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

 及び関連会社の状況 

          同左 

     

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 

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 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法 

 （評価差額は全部純資産直入法により 

 処理し、売却原価は移動平均法により 

 算定） 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

① 有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

  

  

  

 時価のないもの 

        同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ② たな卸資産 

 総平均法による原価法 

② たな卸資産 

 総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げの方

法により算定） 

（会計方針の変更）   

 当社グループは、当連結会計年度より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成18年７月５

日企業会計基準第９号）を適用し、評価

基準については、原価法から原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）に変更してお

ります。 

  なお、これによる営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純損失に与える影

響は軽微であります。 

(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（付属設備を除く）につい 

 ては、定額法 

  なお、主な耐用年数は次のとおりで 

 あります。 

  建物        ８～24年 

  工具器具備品    ２～15年 

  

（会計方針の変更） 

 当社グループは、法人税法改正に伴

い、当連結会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益に与える影響は軽

微であります。 

 （追加情報） 

 当社グループは、法人税法改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり均等

償却し、減価償却費に含めて計上してお

ります。 

 これによる営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益に与える影響は軽

微であります。 

① 有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ―――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ―――― 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ② 無形固定資産 

 自社利用ソフトウェア 

  社内における利用可能期間（５年）に 

 基づく定額法 

② 無形固定資産 

 自社利用ソフトウェア 

        同左 

   その他 

 定額法 

 その他 

        同左 

  ③ 長期前払費用 

 定額法 

③ 長期前払費用 

        同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

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

る計算額を、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。 

貸倒引当金 

同左 

(4）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。 

―――― 

(5）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方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方式を採

用しております。 

①消費税等の会計処理方法 

同左 

  

 ②リース取引の会計処理方法 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のものについては、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。 

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につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれんの償却に関する事

項 

 のれんの償却については、５年間の均等

償却を行っております。 

同左 

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 



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 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――― （リース取引に関する会計基準） 

 当社グループは、所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、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したが、当連結会計年度より「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本

公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純損失に与える影響はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 （連結貸借対照表） 

 １．前連結会計年度まで、区分掲記しておりました「未収

入金」は資産の総額の100分の５以下となったため、

流動資産の「その他」に含めて表示することといたし

ました。 

   なお、当連結会計年度における「未収入金」の金額

は、35,115千円であります。 

 （連結貸借対照表） 

 １．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。 

   なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ21,395千円、4,459千円、739千円であり

ます。 

 ２．「未収入金」は、前連結会計年度まで、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において、資産の総額の100分の５を超えたた

め区分掲記いたしました。 

   なお、前連結会計年度における「未収入金」の金額

は、35,115千円であります。 

 ３．「未収還付法人税等」は、前連結会計年度まで、流動

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、金

額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲

記いたしました。 

   なお、前連結会計年度における「未収還付法人税等」

の金額は、20,436千円であります。 

 



前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 （連結損益計算書） 

 ―――― 

 （連結損益計算書書） 

 １．前連結会計年度まで、区分掲記しておりました「雑

収入」は営業外収益の総額の100分の10以下となった

ため、営業外収益の「その他」に含めて表示すること

といたしました。 

   なお、当連結会計年度における「雑収入」の金額は、

3,379千円であります。 

 ２．前連結会計年度まで、区分掲記しておりました「雑

損失」は営業外費用の総額の100分の10以下となった

ため、営業外費用の「その他」に含めて表示すること

といたしました。 

    なお、当連結会計年度における「雑損失」の金額は、

363千円であります。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書）  （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 １．前連結会計年度において区分掲記しておりました連結

キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「固定資産除売却損」については、重要

性が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活動

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。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「固定資産除売却損」は、1,097千円であります。 

 １．前連結会計年度において区分掲記しておりました連結

キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「前渡金の増減額」については、重要 

性が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活動

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。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「前渡金の減少額」は、6,316千円であります。 

 ２．前連結会計年度において区分掲記しておりました連結

キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「固定資産売却益」については、重要性

が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活動に

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。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「固定資産売却益」は、84千円であります。 

 ２．連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「たな卸資産の増減額」は、前連結

会計年度は「その他」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より

区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「たな卸資産の減少額」は、489千円であります。 

  

 ３．前連結会計年度において区分掲記しておりました連結

キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「預り金の減少額」については、重要性

が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活動に

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。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「預り金の増加額」は、852千円であります。 

 ３．連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「未収入金の増減額」は、前連結会

計年度は「その他」に含めて表示しておりましたが、

金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分

掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「未収入金の増加額」は、7,453千円であります。 

  

 ４．前連結会計年度において区分掲記しておりました連結

キャッシュ・フロー計算書の投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「有形固定資産売却による収入」につい

ては、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度よ

り投資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。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「有形固定資産売却による収入」は、378千円であり

ます。 

 ４．前連結会計年度において区分掲記しておりました連結

キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「未払金の増減額」については、重要性

が乏しくなったため、当連結会計年度より営業活動に

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。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「未払金の減少額」は、6,492千円であります。 

 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ５．連結キャッシュ・フロー計算書の投資活動によるキャ

ッシュ・フローの「敷金保証金の預入による支出」

は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示してお

りましたが、金額的重要性が増したため、当連結会計

年度より区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「敷金保証金の預入による支出」は、11千円でありま

す。 

 ５．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資有

価証券売却益」(当連結会計年度は17,253千円)及び

「投資有価証券売却損」(当連結会計年度は1,135,271

千円)は、EDINETへのXBRL導入に伴い連結財務諸表の

比較可能性を向上するため、当連結会計年度より「投

資有価証券売却損益（△は益）」として表示しており

ます。  

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

 ※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

 投資有価証券（株式）       448千円 

  １．                ―――― 

       

 ２．当社は、効率的な資金調達を行うため取引銀行と

当座貸越契約を締結しております。この契約に基づ

く当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度額の総額        500,000千円  

借入の実行残高  －千円  

 差引差額        500,000千円  

 ２．当社は、効率的な資金調達を行うため取引銀行と

当座貸越契約を締結しております。この契約に基づ

く当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度額の総額    500,000千円  

借入の実行残高  －千円  

 差引差額 500,000千円  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

 ※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

 給料及び手当      226,800千円 

 役員報酬      185,920千円 

 広告宣伝費      191,548千円 

 支払手数料      473,408千円 

 研究開発費       186,501千円 

 貸倒引当金繰入額       37,888千円 

 給料及び手当    236,637千円 

 役員報酬    199,187千円 

 支払手数料     519,200千円 

 研究開発費       233,823千円 

 貸倒引当金繰入額     25,001千円 

 ※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開  

発費    

        186,501千円 

 ※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開  

発費    

 233,823千円 

 ※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

 工具器具備品   84千円  

  ３．        ―――― 

  

 ※４．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

 工具器具備品   649千円  

  ４．        ―――― 

  

 ※５．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

 工具器具備品   447千円  

 ※５．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

 工具器具備品 1,629千円  

    



（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注)１．普通株式の発行済株式総数及び普通株式の自己株式の株式数の減少のうち1,223千株は、自己株式の消却 

    による減少であります。 

  ２．普通株式の自己株式の株式数の減少のうち132千株は、ストック・オプションの行使による減少であります。 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１．平成13年新株引受権の当連結会計年度減少は、新株引受権の行使によるものであります。 

 ２．平成14年新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

 ３．平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式 (注)１ 11,872 － 1,223 10,649 

合計 11,872 － 1,223 10,649 

自己株式        

普通株式 (注)１、２ 1,366 － 1,356 10 

合計 1,366 － 1,356 10 

区分 内訳 
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

平成13年新株引受権

（注）１ 
普通株式 52,600 － 52,600 － － 

平成14年新株予約権 

（注）２ 
普通株式 80,000 － 80,000 － － 

平成17年新株予約権 

（注）３ 
普通株式 400,000 － － 400,000 － 

合計 － 532,600 － 132,600 400,000 － 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年５月16日 

取締役会 
普通株式 126,076 12 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

平成19年11月21日 

取締役会 
普通株式 105,990 10 平成19年９月30日 平成19年12月７日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月14日 

取締役会 
普通株式 127,668  利益剰余金 12 平成20年３月31日 平成20年６月30日



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加486千株は、取締役会決議に基づく市場買付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 

 （注）平成17年及び平成20年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式 10,649 － － 10,649 

合計 10,649 － － 10,649 

自己株式        

普通株式 (注) 10 486 － 496 

合計 10 486 － 496 

区分 内訳 
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

平成17年新株予約権 

（注） 
普通株式 400,000 － － 400,000 － 

平成20年新株予約権 

（注） 
普通株式 － 100,000 － 100,000 172 

合計 － 400,000 100,000 － 500,000 172 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月14日 

取締役会 
普通株式 127,668 12 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

平成20年10月30日 

取締役会 
普通株式 104,028 10 平成20年９月30日 平成20年12月５日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月13日 

取締役会 
普通株式 121,833  利益剰余金 12 平成21年３月31日 平成21年６月11日

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３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

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定     4,937,238千円

現金及び現金同等物     4,937,238千円

現金及び預金勘定     4,602,025千円

現金及び現金同等物     4,602,025千円



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

車両運搬具 9,777 6,499 3,278 

計 9,777 6,499 3,278 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

車両運搬具 9,777 8,466 1,311 

計 9,777 8,466 1,311 

 （注） 取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末

残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法によっておりま

す。 

 （注）         同左 

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 

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 1,966千円

１年超 1,311千円

合計 3,278千円

１年内   1,311千円

１年超    －千円

合計      1,311千円

 （注） 未経過リース料期末残高相当額の算定は、未経

過リース料期末残高が、有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込み法

によっております。 

 （注）         同左 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 1,966千円

減価償却費相当額      1,966千円

支払リース料      1,966千円

減価償却費相当額        1,966千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

 （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 



（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 減損処理金額については取得原価から控除しております。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 ４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

   種類  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円）  
差額（千円）  

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

(1）株式 － － － 

(2）債券       

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3）その他 － － － 

 小計 － － － 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式 1,318,684 730,000 △588,684 

(2）債券        

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 324,156 228,501 △95,655 

(3）その他 141,637 105,331 △36,306 

 小計 1,784,479 1,063,833 △720,646 

合計 1,784,479 1,063,833 △720,646 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

349,692 17,984 179,854 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券   

非上場株式  85,269 

投資事業有限責任組合等への出資 634,508 

 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

１．債券         

(1）国債・地方債等 － － － － 

(2）社債 － － － － 

(3）その他 － 247,400 － － 

２．その他 － － － － 

合計 － 247,400 － － 



当連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 減損処理金額については取得原価から控除しております。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 ４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

       該当事項はありません。 

   種類  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円）  
差額（千円）  

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

(1）株式 － － － 

(2）債券       

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3）その他 － － － 

 小計 － － － 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式 － － － 

(2）債券        

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3）その他 38,720 38,720 － 

 小計 38,720 38,720 － 

合計 38,720 38,720 － 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

979,051 17,253 1,202,855 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券   

非上場株式  56,393 

投資事業有限責任組合等への出資 443,594 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

（退職給付関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
取締役     ４名 

従業員     42名 

取締役     ４名 

監査役     ２名 

顧問      １名 

コンサルタント １名 

取締役    ４名 

株式の種類別のストック・

オプション数（注） 
普通株式 242,200株 普通株式 400,000株 普通株式 400,000株 

付与日 平成13年７月27日 平成15年５月９日 平成18年４月26日 

権利確定条件 

 付与日（平成13年７月27

日）以降、権利確定日（平

成16年６月30日）まで継続

して勤務していること 

 付与日（平成15年５月９

日）以降、権利確定日（平

成17年６月30日）まで継続

して勤務していること 

 付与日（平成18年４月26

日）以降、権利確定日（平

成22年６月30日）まで継続

して勤務していること 

対象勤務期間 
平成13年７月27日から 

平成16年６月30日まで 

平成15年５月９日から 

平成17年６月30日まで 

平成18年４月26日から 

平成22年６月30日まで 

権利行使期間 
平成16年７月１日から 

平成19年６月30日まで 

平成17年７月１日から 

平成20年６月30日まで 

平成22年７月１日から 

平成27年６月29日まで 



 (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 

② 単価情報 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 該当事項はありません。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 該当事項はありません。 

４．連結財務諸表への影響額 

 会社法の施行以前に付与されたストック・オプションであるため、連結財務諸表への影響はありません。 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末 － － 400,000 

付与 － － － 

失効 － － － 

権利確定 － － － 

未確定残 － － 400,000 

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末 52,600 80,000 － 

権利確定 － － － 

権利行使 52,600 80,000   

失効 － － － 

未行使残 － － － 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成14年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 398 271 2,119 

行使時平均株価     （円） 1,652 1,418 － 

公正な評価単価（付与日）（円） － － － 



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算し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 

 
平成17年 

ストック・オプション 
平成20年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 取締役    ４名 取締役     ４名 

株式の種類別のストック・

オプション数（注） 
普通株式  400,000株 普通株式 100,000株 

付与日 平成18年４月26日 平成20年８月25日 

権利確定条件 

 付与日（平成18年４月26

日）以降、権利確定日（平

成22年６月30日）まで継続

して勤務していること 

 付与日（平成20年８月25

日）以降、権利確定日（平

成23年６月30日）まで継続

して勤務していること 

対象勤務期間 
平成18年４月26日から 

平成22年６月30日まで 

平成20年８月25日から 

平成23年６月30日まで 

権利行使期間 
平成22年７月１日から 

平成27年６月29日まで 

平成23年７月１日から 

平成26年６月30日まで 

 
平成17年 

ストック・オプション 
平成20年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）     

前連結会計年度末 400,000 － 

付与 － 100,000 

失効 － － 

権利確定 － － 

未確定残 400,000 100,000 

権利確定後      （株）     

前連結会計年度末 － － 

権利確定 － － 

権利行使     

失効 － － 

未行使残 － － 



② 単価情報 

（注）平成20年ストック・オプションの「公正な評価単価（付与日）」は、新株予約権１個当たりの単価を記載してお 

   ります。 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された平成20年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は

以下のとおりであります。 

  ① 使用した評価技法     ブラック・ショールズ式 

  ② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．評価時点までの３年間の週次株価データによるヒストリカル・ボラティリティーを使用しておりま

す。 

２．評価時点から権利行使期間の中間点である平成24年12月末までとしております。 

３．平成20年３月期の配当実績によっております。 

４．平成20年８月の５年国債利回りであります。 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 権利確定条件及び権利行使価格等を考慮し、失効数を見積もっております。 

４．連結財務諸表への影響額 

ストックオプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 172千円 

 
平成17年 

ストック・オプション 
平成20年 

ストック・オプション 

権利行使価格         （円） 2,119 739 

行使時平均株価        （円） － － 

公正な評価単価（付与日）（注）（円） － 18,619 

  平成20年ストック・オプション 

 株価変動性（注）１ 55.330％ 

 予想残存期間（注）２ ４年４ヶ月 

 予想配当率（注）３ 3.577％ 

 安全利子率（注）４               1.037％ 



（税効果会計関係） 

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

(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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別内訳 

  
前連結会計年度 

（平成20年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日現在） 

（繰延税金資産）         

研究開発費   151,766千円      179,035千円 

有価証券   97,628千円         125,483千円 

ソフトウェア   29,005千円         25,593千円 

減価償却費   19千円     14千円 

貸倒引当金   29,402千円   15,317千円 

その他有価証券評価差額金   280,582千円          18,260千円 

未払事業税   25,330千円         7,015千円 

その他   46,580千円        59,787千円 

繰越欠損金         －千円         142,573千円 

繰延税金資産小計   660,315千円          573,082千円 

評価性引当額   △110,191千円      △139,351千円 

繰延税金資産合計   550,123千円          433,730千円 

  
前連結会計年度 

（平成20年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日現在） 

法定実効税率   40.7％  当連結会計年度は税金等調

整前当期純損失を計上してい

るため、記載しておりませ

ん。 

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目   5.6％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目   △0.3％ 

住民税均等割   0.3％ 

のれん償却   0.4％ 

評価性引当金に係る影響      △1.0％    

その他   1.5％    

税効果会計適用後の法人税等の負担率   47.1％  



（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （注）１．事業の区分方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

     なお、その他事業のゴールドゴルフ㈱は、平成20年３月26日付をもって清算を結了しております。 

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、254,895千円であり、その主なものは当

社の管理部門等にかかる費用であります。 

 ４．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、6,535,497千円であり、その主なものは余資運

用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び繰延税金資産であります。 

５．事業区分の方法の変更 

 事業区分の方法について、前連結会計年度まで「モバイルコンテンツ事業」、「モバイルコマース事業」

「パッケージソフトウェア事業」、「ゴルフサービス事業」と区分しておりましたが、当連結会計年度にお

いて、「ゴルフサービス事業」の廃止を決定したことから同事業を「その他事業」と変更しております。 

 なお、前連結会計年度における変更後の区分によった場合の前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報

は次のとおりであります。 

  

モバイル
コンテン
ツ事業 
（千円） 

モバイル
コマース
事業 
（千円） 

パッケー
ジソフト
ウェア事
業 
（千円） 

その他事
業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 3,864,070 578,223 1,349,248 846 5,792,388 － 5,792,388 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4,700 28,280 21,188 24 54,194 (54,194) － 

計 3,868,770 606,503 1,370,436 871 5,846,582 (54,194) 5,792,388 

営業費用 2,731,673 523,135 1,202,051 40,124 4,496,984 196,054 4,693,039 

営業利益（又は営業損失） 1,137,096 83,368 168,385 (39,253) 1,349,597 (250,248) 1,099,348 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
              

資産 1,518,427 163,185 680,690 － 2,362,304 6,528,661 8,890,965 

減価償却費 28,179 2,515 759 － 31,455 2,858 34,313 

資本的支出 40,101 5,109 540 － 45,751 11,167 56,919 

事業区分 事業内容 

モバイルコンテンツ事業 モバイルコンテンツ 

モバイルコマース事業 モバイルコマース、キャラクターグッズ製造及びライセンス等 

パッケージソフトウェア事業 家庭用ゲーム機向けソフトウェア 

その他事業 ゴルフサービス 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業の区分方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  

モバイル
コンテン
ツ事業 
（千円） 

モバイル
コマース
事業 
（千円） 

パッケー
ジソフト
ウェア事
業 
（千円） 

その他事
業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 3,839,912 556,713 1,659,762 208,198 6,264,586 － 6,264,586 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 572 8,465 47 9,084 (9,084) － 

計 3,839,912 557,285 1,668,227 208,245 6,273,671 (9,084) 6,264,586 

営業費用 2,667,254 550,578 1,178,933 253,587 4,650,353 222,100 4,872,453 

営業利益（又は営業損失） 1,172,657 6,707 489,294 (45,341) 1,623,317 (231,185) 1,392,132 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
              

資産 1,385,367 181,244 1,041,714 218,149 2,826,475 7,038,645 9,865,120 

減価償却費 18,136 1,478 1,363 5,893 26,872 1,091 27,964 

減損損失 494 － － 11,779 12,273 2,895 15,169 

資本的支出 55,315 7,534 2,190 3,573 68,613 6,395 75,009 

  

モバイルコ
ンテンツ事
業 
（千円） 

モバイルコ
マース事業 
（千円） 

パッケージ
ソフトウェ
ア事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 4,060,251 560,059 1,123,764 5,744,075 － 5,744,075 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
14,000 8,805 13,628 36,434 (36,434) － 

計 4,074,251 568,865 1,137,392 5,780,510 (36,434) 5,744,075 

営業費用 2,596,595 524,093 1,031,635 4,152,323 372,899 4,525,223 

営業利益（又は営業損失） 1,477,656 44,772 105,757 1,628,186 (409,334) 1,218,851 

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産 1,459,915 207,668 803,028 2,470,612 5,745,178 8,215,790 

減価償却費 26,855 2,038 570 29,464 3,798 33,262 

資本的支出 22,929 709 3,000 26,638 171 26,810 



２．各区分に属する主要な製品 

     なお、その他事業は、ゴールドゴルフ㈱の清算結了により、当連結会計年度末には消滅しております。 

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、402,213千円であり、その主なものは当

社の管理部門等にかかる費用であります。 

 ４．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、5,744,967千円であり、その主なものは余資運

用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び繰延税金資産であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（関連当事者情報） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報） 

事業区分 事業内容 

モバイルコンテンツ事業 モバイルコンテンツ 

モバイルコマース事業 モバイルコマース、キャラクターグッズ製造及びライセンス等 

パッケージソフトウェア事業 家庭用ゲーム機向けソフトウェア 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額   708円11銭

１株当たり当期純利益    65円18銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益    64円83銭   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 710円02銭

１株当たり当期純損失（△） △17円23銭



 （注） １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり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。 

（重要な後発事象） 

  
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金

額（△） 
    

当期純利益又は、当期純損失（△）（千

円） 
689,398 △180,185 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は、当期純損

失（△）（千円） 
689,398 △180,185 

期中平均株式数（株） 10,575,400 10,455,238 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円） －   － 

普通株式増加数（株） 57,367 － 

（うち新株予約権） （50,615） － 

（うち新株引受権） （6,752） － 

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 

 平成17年６月29日定時株主総会

決議による新株予約権（新株予約

権の数4,000個）。 

 平成17年６月29日定時株主総会

決議による新株予約権（新株予約

権の数4,000個）。 

 平成20年６月27日定時株主総会

決議による新株予約権（新株予約

権の数1,000個）。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 （自己株式の取得）  

  当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策

の遂行を可能とするため、平成20年５月14日開催の取締

役会において、会社法第459条第１項の規定による定款の

定めに基づき、自己株式を取得することを決議いたしま

した。 

 （1）取得の方法          市場買付 

（2）取得する株式の種類  当社普通株式 

（3）取得する株式の総数  700,000株（上限） 

        （発行済株式総数に対する割合6.57％）

 （4）株式取得価額の総額  700,000千円（上限） 

 （5）株式取得の日程    平成20年５月15日～ 

              平成20年９月19日 

 （新株予約権の発行）  

  当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づ

き新株予約権を発行することと決議いたしました。 

 この内容の詳細については、25ページ「ストック・オ

プション等関係」に記載の通りであります。 

 （自己株式の取得） 

  当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策

の遂行を可能とするため、平成21年５月13日開催の取締

役会において、会社法第459条第１項の規定による定款の

定めに基づき、自己株式を取得することを決議いたしま

した。 

 （1）取得の方法          市場買付 

（2）取得する株式の種類  当社普通株式 

（3）取得する株式の総数  250,000株（上限） 

        （発行済株式総数に対する割合2.35％）

 （4）株式取得価額の総額  150,000千円（上限） 

 （5）株式取得の日程    平成21年５月14日～ 

              平成21年６月19日 

   



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,426,917 3,908,493

売掛金 1,253,343 1,280,850

商品 12,614 －

製品 357 －

商品及び製品 － 22,907

仕掛品 2,849 20

貯蔵品 739 －

原材料及び貯蔵品 － 244

前渡金 － 530

前払費用 7,277 14,690

未収入金 － 807,025

未収還付法人税等 － 228,648

繰延税金資産 73,118 197,450

その他 14,200 4,413

貸倒引当金 △46,434 △34,155

流動資産合計 5,744,982 6,431,120

固定資産   

有形固定資産   

建物 72,402 72,402

減価償却累計額 △24,633 △30,159

建物（純額） 47,769 42,243

工具、器具及び備品 128,940 123,943

減価償却累計額 △87,071 △84,740

工具、器具及び備品（純額） 41,869 39,202

有形固定資産合計 89,638 81,446

無形固定資産   

商標権 9,891 8,804

ソフトウエア 18,672 20,106

電話加入権 2,815 2,815

無形固定資産合計 31,379 31,726

投資その他の資産   

投資有価証券 1,783,610 538,707

関係会社株式 200,448 200,000

長期前払費用 1,717 1,639

敷金及び保証金 107,026 107,026

繰延税金資産 387,926 130,572

その他 64,759 57,559

貸倒引当金 △59,759 △52,559

投資その他の資産合計 2,485,729 982,945

固定資産合計 2,606,747 1,096,117



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産合計 8,351,730 7,527,238

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,371 1,781

未払金 192,592 89,775

営業未払金 636,070 582,262

未払費用 14,304 12,556

未払法人税等 307,403 －

未払消費税等 7,171 17,470

預り金 5,269 6,633

その他 6,439 16,031

流動負債合計 1,180,623 726,511

負債合計 1,180,623 726,511

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,669,000 2,669,000

資本剰余金   

資本準備金 667,250 667,250

その他資本剰余金 1,798,773 1,798,773

資本剰余金合計 2,466,023 2,466,023

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,449,985 1,992,512

利益剰余金合計 2,449,985 1,992,512

自己株式 △4,923 △300,365

株主資本合計 7,580,085 6,827,171

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △408,978 △26,615

評価・換算差額等合計 △408,978 △26,615

新株予約権 － 172

純資産合計 7,171,107 6,800,727

負債純資産合計 8,351,730 7,527,238



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

モバイルインターネット売上高 3,862,978 4,053,962

商品売上高 235,272 272,112

製品売上高 125,043 10,864

その他の売上高 246,460 292,177

売上高合計 4,469,755 4,629,117

売上原価   

モバイルインターネット売上原価 1,989,478 1,937,447

商品売上原価 126,637 165,682

製品売上原価 108,565 8,179

その他の原価 164,512 213,877

売上原価合計 2,389,194 2,325,187

売上総利益 2,080,560 2,303,930

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 23,530 31,964

保管費 9,168 12,958

販売促進費 13,522 19,132

広告宣伝費 19,790 14,299

貸倒引当金繰入額 37,888 25,001

役員報酬 88,200 87,772

役員賞与 60,000 －

給料及び手当 195,245 199,953

賃借料 24,320 24,326

旅費及び交通費 19,529 17,917

支払手数料 474,965 537,268

減価償却費 14,409 11,980

研究開発費 ※2  73,663 ※2  162,848

その他 108,842 100,742

販売費及び一般管理費合計 1,163,075 1,246,166

営業利益 917,484 1,057,764

営業外収益   

受取利息 14,657 12,973

有価証券利息 23,090 13,756

受取配当金 22,830 20,363

為替差益 2,534 －

投資事業組合運用益 412,646 －

貸倒引当金戻入額 7,200 7,200

雑収入 4,210 7,557

営業外収益合計 487,170 61,850



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 ※1  6,052 3,765

投資事業組合運用損 － 123,284

為替差損 － 30,884

有価証券売却損 － 67,583

その他 － 5,601

営業外費用合計 6,052 231,120

経常利益 1,398,603 888,494

特別利益   

投資有価証券売却益 17,984 17,253

特別利益合計 17,984 17,253

特別損失   

固定資産売却損 ※3  649 －

固定資産除却損 ※4  447 ※4  1,472

投資有価証券評価損 125,642 120,786

投資有価証券売却損 179,854 1,135,271

関係会社株式評価損 22,255 －

特別損失合計 328,849 1,257,530

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,087,738 △351,781

法人税、住民税及び事業税 500,483 3,294

法人税等調整額 △22,550 △129,299

法人税等合計 477,932 △126,005

当期純利益又は当期純損失（△） 609,806 △225,776



売上原価明細 

(1)モバイルインターネット売上原価 

 ※１ 他勘定振替高の主な内訳 

(2)商品売上原価 

 ※１ 他勘定振替高の主な内訳 

    
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３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   228,403 33.6 237,226 31.7 

２．経費   451,017 66.4 512,096 68.3 

合計   679,421 100.0 749,322 100.0 

３．他勘定振替高 ※１ 73,663   55,684   

４．版権料   1,383,720   1,243,809   

モバイルインターネット
売上原価合計 

  1,989,478   1,937,447   

   
前事業年度 当事業年度 

 

研究開発費    73,663千円   55,684千円 

    
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

１．期首商品たな卸高   4,494 12,614 

２．当期商品仕入高   134,958 175,836 

合計   139,453 188,450 

３．他勘定振替高 ※１ 201 246 

４．期末商品たな卸高   12,614 22,521 

商品売上原価合計   126,637 165,682 

    
前事業年度 当事業年度 

販売促進費   －千円   213千円 

交際費    201千円    32千円 



(3)製品売上原価 

 ※１ 当期製品製造原価の主な内訳 

（原価計算の方法） 

 当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。 

(4)その他の原価 

    
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

１．期首製品たな卸高   2,670 357 

２．版権料   0 － 

３．当期製品製造原価 ※１ 106,315 8,207 

合計   108,985 8,565 

４．他勘定振替高   62 － 

５．期末製品たな卸高   357 386 

製品売上原価合計   108,565 8,179 

    
前事業年度 構成割合 

  
当事業年度 

 
構成割合 

材料費 98,031千円  (90.3％) 5,372千円  (   89.5％)

労務費     8,998千円 ( 8.3％)    78千円 (    1.3％)

経費     1,488千円 ( 1.4％)   553千円 (    9.2％)

    
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３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   17,406 11.2 30,685 14.4 

２．経費   137,515 88.8 182,217 85.6 

合計   154,922 100.0 212,903 100.0 

３．期首仕掛品たな卸高   10,235   646   

４．版権料   －   348   

 ５．期末仕掛品たな卸高   646   20   

その他の原価合計   164,512   213,877   



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,669,000 2,669,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,669,000 2,669,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 667,250 667,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 667,250 667,250

その他資本剰余金   

前期末残高 2,423,917 1,798,773

当期変動額   

自己株式の消却 △602,476 －

自己株式の処分 △22,667 －

当期変動額合計 △625,144 －

当期末残高 1,798,773 1,798,773

資本剰余金合計   

前期末残高 3,091,167 2,466,023

当期変動額   

自己株式の消却 △602,476 －

自己株式の処分 △22,667 －

当期変動額合計 △625,144 －

当期末残高 2,466,023 2,466,023

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,072,245 2,449,985

当期変動額   

剰余金の配当 △232,066 △231,696

当期純利益又は当期純損失（△） 609,806 △225,776

当期変動額合計 377,739 △457,472

当期末残高 2,449,985 1,992,512

利益剰余金合計   

前期末残高 2,072,245 2,449,985

当期変動額   

剰余金の配当 △232,066 △231,696

当期純利益 609,806 △225,776

当期変動額合計 377,739 △457,472

当期末残高 2,449,985 1,992,512



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △672,682 △4,923

当期変動額   

自己株式の消却 602,476 －

自己株式の処分 65,282 －

自己株式の取得 － △295,441

当期変動額合計 667,759 △295,441

当期末残高 △4,923 △300,365

株主資本合計   

前期末残高 7,159,730 7,580,085

当期変動額   

剰余金の配当 △232,066 △231,696

当期純利益又は当期純損失（△） 609,806 △225,776

自己株式の処分 42,614 －

自己株式の取得 － △295,441

当期変動額合計 420,354 △752,914

当期末残高 7,580,085 6,827,171

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △78,077 △408,978

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △330,900 382,362

当期変動額合計 △330,900 382,362

当期末残高 △408,978 △26,615

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △78,077 △408,978

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △330,900 382,362

当期変動額合計 △330,900 382,362

当期末残高 △408,978 △26,615

新株予約権   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 172

当期変動額合計 － 172

当期末残高 － 172



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 7,081,653 7,171,107

当期変動額   

剰余金の配当 △232,066 △231,696

当期純利益又は当期純損失（△） 609,806 △225,776

自己株式の処分 42,614 －

自己株式の取得 － △295,441

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △330,900 382,534

当期変動額合計 89,453 △370,379

当期末残高 7,171,107 6,800,727



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。 

重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理 

 し、売却原価は移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

総平均法による原価法  総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げの方

法により算定） 

（会計方針の変更）   

 当社は、当事業年度より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成18年７月５日企業会計基準

第９号）を適用し、評価基準について

は、原価法から原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定）に変更しております。 

  なお、これによる営業利益、経常利益

及び税引前当期純損失に与える影響は軽

微であります。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

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（付属設備を除く）について 

 は、定額法 

     なお、主な耐用年数は次のとおりで  

   あります。 

有形固定資産 

 同左 

    

      

     建物      ８～24年 

 工具器具備品  ２～15年 

（会計方針の変更） 

 当社は、法人税法改正に伴い、当事業

年度より、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、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

    

  

 ―――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

   （追加情報） 

 当社は、法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 

 ―――― 

  無形固定資産 

自社利用ソフトウェア 

  社内における利用可能期間（５年  

 間）に基づく定額法 

無形固定資産 

自社利用ソフトウェア 

同左 

     その他 

     定額法 

長期前払費用 

定額法 

   その他 

  同左    

長期前払費用 

同左 

４．引当金の計上基準 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

る計算額を、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。 

貸倒引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

        ―――― 

６．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方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方式を採

用しております。 

①消費税等の会計処理方法 

同左 

    

  

②リース取引の会計処理方法 

 所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のものについては、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。 



会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――― （リース取引に関する会計基準）  

   当社は、所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に 

準じた会計処理によっております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期

純損失に与える影響はありません。  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（貸借対照表関係） 

１．前事業年度まで、区分掲記しておりました「未収入

金」は資産の合計額の100分の１以下となったため、

流動資産の「その他」に含めて表示することといた

しました。 

  なお、当事業年度における「未収入金」の金額は、

8,819千円であります。 

（貸借対照表関係） 

１．「未収入金」は、前事業年度まで、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度

において、資産の総額の100分の１を超えたため区分

掲記いたしました。 

  なお、前事業年度における「未収入金」の金額は、

8,819千円であります。 

２．前事業年度まで、区分掲記しておりました「仮受

金」は負債純資産の合計額の100分の１以下となった

ため、流動負債の「その他」に含めて表示すること

といたしました。 

 なお、当事業年度における「仮受金」の金額は、39

千円であります。 

  

  

（損益計算書関係） 

１．前事業年度まで、区分掲記しておりました「経営指

導料収入」は営業外収益の合計額の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「雑収入」に含めて表示

することといたしました。 

 なお、当事業年度における「経営指導料収入」の金

額は、851千円であります。 

（損益計算書関係） 

 ―――― 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の減少1,356千株は、自己株式の消却による減少1,223千株、ストック・オプショ 

   ンの行使による減少132千株であります。 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加486千株は、取締役会決議に基づく市場買付による増加であります。 

  

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１．当社は、効率的な資金調達を行うため取引銀行と当

座貸越契約を締結しております。この契約に基づく

当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

当座貸越極度額の総額        500,000千円  

借入の実行残高  －千円  

 差引差額        500,000千円  

１．当社は、効率的な資金調達を行うため取引銀行と当

座貸越契約を締結しております。この契約に基づく

当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

当座貸越極度額の総額         500,000千円  

借入の実行残高 －千円  

 差引差額       500,000千円  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．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。 

  １．         ―――― 

支払利息      6,052千円     

※２．研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※２．研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

      73,663千円     162,848千円

 ※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。    ３.           ―――― 

工具器具備品   649千円   

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具器具備品   447千円 工具器具備品 1,472千円

 
前事業年度末株式

数（千株） 
当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

 普通株式 1,366 ─ 1,356 10 

合計 1,366 ─ 1,356 10 

 
前事業年度末株式

数（千株） 
当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

 普通株式 10 486 ─ 496 

合計 10 486 ─ 496 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前事業年度（平成20年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成21年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

車両運搬具 9,777 6,499 3,278 

計 9,777 6,499 3,278 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

車両運搬具 9,777 8,466 1,311 

計 9,777 8,466 1,311 

（注） 取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末

残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法によっておりま

す。 

 （注）         同左  

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 

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 1,966千円

１年超 1,311千円

合計 3,278千円

１年内      1,311千円

１年超      －千円

合計   1,311千円

（注） 未経過リース料期末残高相当額の算定は、未経

過リース料期末残高が、有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込み法

によっております。 

 （注）         同左 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 1,966千円

減価償却費相当額      1,966千円

支払リース料      1,966千円

減価償却費相当額        1,966千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 （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 



（税効果会計関係） 

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

(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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別内訳 

（１株当たり情報） 

  
前事業年度 

（平成20年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成21年３月31日現在） 

（繰延税金資産）         

研究開発費    68,586千円            86,342千円 

有価証券    97,628千円            125,483千円 

ソフトウェア   28,579千円           25,120千円 

減価償却費   19千円       14千円 

貸倒引当金    29,402千円            15,317千円 

その他有価証券評価差額金    280,582千円             18,260千円 

未払事業税    24,982千円            805千円 

その他    40,153千円            48,962千円 

繰越欠損金   －千円    142,573千円 

繰延税金資産小計   569,933千円            462,881千円 

評価性引当額   △108,888千円          △134,858千円 

繰延税金資産合計   461,045千円            328,023千円 

  
前事業年度 

（平成20年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成21年３月31日現在） 

法定実効税率   40.7％    当事業年度は税引前当期純

損失を計上しているため、記

載しておりません。 

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されない項目   3.0％  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目   △0.4％      

住民税均等割   0.4％      

評価性引当金に係る影響   △0.4％      

その他   0.6％      

税効果会計適用後の法人税等の負担率   43.9％      

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額    674円03銭

１株当たり当期純利益   57円66銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   57円35銭   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 669円82銭

１株当たり当期純損失（△） △21円59銭



 （注） １株当たり当期純利益又は当期純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり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。 

（重要な後発事象） 

６．その他 

    該当事項はありません。 

  
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

1株当たり当期純利益金額又は、当期純損失

金額（△） 
    

当期純利益又は、当期純損失（△）（千

円） 
609,806 △225,776 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は、当期純損

失（△）（千円） 
609,806 △225,776 

期中平均株式数（株） 10,575,400 10,455,238 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）              －               － 

普通株式増加数（株） 57,367 － 

（うち新株予約権） （50,615）               － 

（うち新株引受権） （6,752）                            － 

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 

 平成17年６月29日定時株主総会

決議による新株予約権（新株予約

権の数4,000個）。 

 平成17年６月29日定時株主総会

決議による新株予約権（新株予約

権の数4,000個）。 

 平成20年６月27日定時株主総会

決議による新株予約権（新株予約

権の数1,000個）。 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 （自己株式の取得）  

  当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の

遂行を可能とするため、平成20年５月14日開催の取締役会

において、会社法第459条第１項の規定による定款の定め

に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。

 （1）取得の方法          市場買付 

 （2）取得する株式の種類  当社普通株式 

 （3）取得する株式の総数  700,000株（上限） 

        （発行済株式総数に対する割合6.57％） 

 （4）株式取得価額の総額  700,000千円（上限） 

 （5）株式取得の日程    平成20年５月15日～ 

              平成20年９月19日 

 （自己株式の取得） 

  当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の

遂行を可能とするため、平成21年５月13日開催の取締役会

において、会社法第459条第１項の規定による定款の定め

に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。

 （1）取得の方法          市場買付 

（2）取得する株式の種類  当社普通株式 

（3）取得する株式の総数  250,000株（上限） 

        （発行済株式総数に対する割合2.35％） 

 （4）株式取得価額の総額  150,000千円（上限） 

 （5）株式取得の日程    平成21年５月14日～ 

              平成21年６月19日 

 （新株予約権の発行）  

  当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき

新株予約権を発行することと決議いたしました。 

 この内容の詳細については、25ページ「ストック・オ

プション等関係」に記載の通りであります。 
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