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1.  21年5月期の業績（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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5月期 982 △10.0 △2 ― 1 △97.2 △11 ―
20年5月期 1,091 13.6 49 6.1 49 64.0 24 52.4

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5月期 △2,532.95 ― △3.1 0.3 △0.3
20年5月期 5,501.33 ― 7.0 10.4 4.5

（参考） 持分法投資損益 21年5月期  ―百万円 20年5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

21年5月期 425 341 80.2 80,526.74
20年5月期 499 362 72.5 81,082.59

（参考） 自己資本   21年5月期  341百万円 20年5月期  362百万円

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5月期 △28 △11 △13 221
20年5月期 38 △7 ― 273

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 純資産配当
率（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5月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 4 18.2 1.3
21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
22年5月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

3.  22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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）

 

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

380 △24.5 △45 ― △27 ― △29 ― △6,842.85

通期 800 △18.6 △22 ― 0 △100.0 △4 ― △943.84
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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5月期 4,468株 20年5月期 4,468株
② 期末自己株式数 21年5月期  230株 20年5月期  0株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあっての注意事項等については、
３ページ「１．経営成績（１）経営成績の分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

当事業年度における我が国経済は、米国金融不安に端を発する世界的な金融市場の混乱、資源エネルギー価格や

為替の急激な変動等により、実体経済は急速に悪化いたしました。また、平成21年１月から３月の実質ＧＤＰ成長

率も前期比年率でマイナス14.2％と発表されたように、設備投資及び個人消費が落ち込み、雇用情勢も悪く、今後

も厳しい状況が続くものと予想されます。 

 当社の属する情報サービス業界におきましては、急速に悪化した景気後退の影響を受け、ＩＴ関連投資へのコス

ト意識の高まりにより、開発案件の減少・延期・規模縮小等が顕著になっており、今後の景気動向が、更に企業の

ＩＴ関連投資へ影響を与えることが懸念されております。また、技術の高度化、システムの複雑化からプロジェク

トマネージャーを始めとした高度なＩＴエンジニアを求める傾向が強くなることで、一層競争激化の状況が続くも

のと考えられます。 

 このような環境の中、当社では、主力であるＳＥＳ事業を中心に、資格取得や定期的な研修を行うことでＩＴエ

ンジニアの価値を高めるとともに、作業現場で顧客の要望に素早く対応できるような内部編成を実施し、取引先の

維持・拡大に注力いたしました。しかしながら、景気悪化に伴う開発案件の減少等により、ＩＴエンジニアの稼働

率が低下したことが、売上高の減少及び販売費及び一般管理費の増加の要因となりました。 

以上の結果、当事業年度における当社売上高は982,546千円（前事業年度比10.0％減）、売上総利益347,207千円

（同6.4％減）、営業損失2,848千円（前事業年度は営業利益49,033千円）、経常利益1,372千円（前事業年度比

97.2％減）、当期純損失11,058千円（前事業年度は当期純利益24,579千円）となりました。 

  

事業部門別の状況は次のとおりであります。 

①ＳＥＳ事業 

 ＳＥＳ事業においては、前事業年度末の稼働者数187名からスタートしましたが、当事業年度末においては稼

働者数が130名に減少しております。理由としては、急速に進行した景気後退の影響を受け、平成21年４月以

降、開発案件の減少等が顕著になり、ＩＴエンジニアの稼働者数が急激に減少いたしました。その結果当事業年

度における売上高は952,867千円（同10.8％減）、売上総利益は343,070千円（同5.4％減）となりました。 

   

②ＳＩ事業 

 ＳＩ事業においては、九州地区の新規取引先からＳＩ案件を受注することができましたので、ＳＥＳ事業から

一部要員をシフトさせ開発を行っております。その結果当事業年度における売上高は28,384千円（同29.7％

増）、売上総利益は3,802千円（同49.6％減）となりました。 

  

③その他事業 

 その他事業においては、平成20年11月よりスクール事業を開始し、有償によるＩＴエンジニアの育成及び取引

先の企業研修等の実績を上げております。その結果当事業年度における売上高は1,294千円（同29.9％減）、売

上総利益は334千円（同58.5％減）となりました。 

  

[次期の見通し] 

今後の我が国経済の展望は、米国金融不安に端を発する実体経済の悪化を受けて、設備投資及び個人消費が落ち

込み、雇用情勢も悪く、世界的な販売需要に深刻な影響を受けております。このような状況のもと、金融政策や景

気対策が施されておりますが、景気回復までには、しばらく時間がかかることが予想されます。 

当社の主要取引先についても状況は変わりなく、開発案件の減少・延期・規模縮小等が顕著になるとともに、技

術者派遣の抑制等も強まる可能性が高いことが予想されます。 

このような環境の中、ＳＥＳ事業・ＳＩ事業においては、事業部制導入による結束力を活かし、営業担当者及び

ＩＴエンジニアが一体となった体制で、既存取引先及び新規取引先に営業を行い、営業販路の拡大に注力いたしま

す。また、資格取得や定期的な研修を行うことでＩＴエンジニアの価値を高め、取引先から必要とさせるＩＴエン

ジニアの育成を実施いたします。 

販売費及び一般管理費においては、優秀なＩＴエンジニアの確保を 大限に優先するものの、各種費用の見直し

による大幅なコスト削減を行い、スリムで強固な経営体質への改善を実施いたします。  

以上を踏まえた結果、次期（平成21年６月１日～平成22年５月31日）の業績予想といたしましては、売上高800

百万円、営業損失22百万円、経常利益０百万円、当期純損失４百万円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・純資産の状況 

（資産）  

１．経営成績
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 資産合計は425,622千円（前事業年度比74,252千円減）となりました。 

 主要因は、流動資産における現金及び預金の減少（同52,451千円減）、売掛金の減少（同48,111千円減）によ

るものですが、これは主に売上の減少によるものであります。また、投資有価証券の評価損及び評価差額の計上

による減少（同4,580千円減）はあるものの、無形固定資産の増加（同4,709千円増）、敷金及び保証金の増加

（同2,733千円増）等により固定資産は58,204千円（同5,189千円増）となりました。 

  

（負債）  

 負債合計は84,350千円（前事業年度比53,247千円減）となりました。 

 流動負債については、未払費用の減少（同24,023千円減）、未払法人税等の減少（同17,315千円減）、未払消

費税の減少（同9,689千円減）等により84,350千円（同53,247千円減）となりました。 

 固定負債については、当事業年度末においては残高はありません。 

  

（純資産） 

 純資産合計は341,272千円（同21,004千円減）となりました。 

 減少の要因は、自己株式の取得8,823千円、配当金の支払4,468千円及び当期純損失の11,058千円によるもの

であります。  

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、221,071千円と前事業年度末に比較

し、52,451千円減少しております。 

 当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況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） 

 営業活動の結果使用した資金は28,318千円（前事業年度比67,141千円減）となりました。これは、売上債権

の減少額48,111千円等があったものの、税引前当期純損失6,257千円、たな卸資産の増加額16,301千円、未払費

用の減少額24,023千円等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） 

 投資活動の結果使用した資金は11,003千円（同3,134千円減）となりました。これは、有形・無形固定資産の

取得による支出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13,130千円となりました。これは、配当金の支払額4,172千円及び自己株式の

取得による支出8,957千円によるものであります。 

  

③キャッシュ・フロー関連指標の推移  

 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／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注１） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

 （注２） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

 （注３） 有利子負債は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

います。 

 （注４） 時価ベース自己資本比率については、平成18年５月期事業年度末までは、当社株式は非上場であ

り、時価が把握できませんので、記載していません。 

 （注５） キャッシュ・フロー対有利子負債比率については、前事業年度及び当事業年度末においては、有利

子負債がありませんので、記載していません。 

  

  平成18年５月期 平成19年５月期 平成20年５月期 平成21年５月期

 自己資本比率（％）  47.2  76.0  72.5  80.2

 時価ベースの自己資本比率（％）  －  72.6  54.5  35.9

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  135.5  －  －  －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  22.3  42.4  503.8  △291.2
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(3）会社の利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する配当での利益還元を経営の重要課題と位置づけております。当社は、利益配当金につ

きましては、事業成長に必要かつ十分な内部留保を維持する政策をとりながら、当社の経営成績及び財政状態等を総

合的に判断し、株主の皆様に対し配当での利益還元を積極的に実施していくことを基本方針としております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

当社は「取締役会の決議により、11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めてお

ります。 

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、今後の経営環境の変化と今期業績動向を総合的に勘案して、誠に遺憾な

がら無配とさせていただきたいと存じます。 

  

(4）事業等のリスク 

 以下において、当社の事業展開その他に関して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い

ます。また、当社としては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、重要と

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。 

 当社はこれらのリスクの発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、本

株式に関する投資判断は、以下の記載事項以外を慎重に判断した上で行われる必要があると考えられます。 

 なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日（平成21年７月13日）現在において当社が判断したものでありま

す。 

①当社の事業について 

（人材の確保について） 

 当社の主要事業であるＳＥＳ事業及びＳＩ事業においては、ＩＴエンジニアによる役務及び生産活動が収益

の源泉となっており、人材の育成及び優秀な人材の確保が重要な課題であると考えております。当社におきま

しては、採用活動の強化、研修カリキュラムの充実、全社的なコミュニケーションの積極化等に取り組む方針

であります。 

 しかしながら、他の業界への人材流出等の雇用環境の変化があった場合、当社が求める人材が計画どおり採

用できなかった場合、又は、採用した人材が育成できず収益への寄与が計画どおりでなかった場合等は、当社

の業績に影響を与える可能性があります。 

  

（拠点拡大の事業戦略について） 

 当社は、現在、福岡県福岡市に本社・研修センター・スクール、東京都千代田区に営業所を設置しておりま

すが、今後の事業戦略としては、その他の主要地域等への営業所及びスクールの設置により、募集・教育・営

業の強化を行う計画であります。 

 しかしながら、計画どおりに営業所及びスクールの設置が行えなかった場合、又は、設立後、計画どおりに

募集・教育・営業が行えなかった場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

（受託開発プロジェクトにおける採算性について） 

 当社のＳＩ事業は、顧客の要求する品質及び性能のソフトウェアを定められた期日に納めることで収益を得

る事業であります。当社は、過去において、受注金額の見積りの精査が不十分であったケース、社内生産工程

での管理が不十分であったケース等があり、見積り精度の向上やプロジェクト管理の徹底に取り組んでおりま

す。 

 しかしながら、技術の高度化やシステムの複雑化、又は、当社のプロジェクト管理の不徹底等により、当社

の採算性の悪化及び顧客からの信用失墜等があった場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

（事業環境について） 

 当社の主要事業であるＳＥＳ事業及びＳＩ事業をとりまく情報サービス業界においては、インターネットや

携帯電話等の通信インフラの整備・進展も背景とし、企業戦略におけるシステム投資の重要性の認識・意欲は

高く、依然、底堅い潜在需要に支えられていると考えております。しかしながら、近年におきましては、急速

な景気後退により、ＩＴエンジニアの過剰供給による業界内での競争激化に伴い、ＩＴエンジニアの余剰人員

や価格引下げの動きも出てきております。また、技術の高度化、システムの複雑化に伴い、とりわけ優秀な技

術者の慢性的不足という状況も顕著化しております。 

 このため当社は、このような外部環境のもと、価格面、技術面等での顧客満足度を高めるべく、コスト構造

の改善や技術の研鑽に取り組んでいく方針であります。 
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②法的規制について 

（労働者派遣法について） 

 当社の主要事業であるＳＥＳ事業の一般労働者派遣での派遣登録者の派遣について、「労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（以下、「労働者派遣法」という。）」の規

制対象であり、厚生労働大臣より一般労働者派遣事業の許可を受けなければ、派遣登録者の当該派遣事業を営

むことができません。当社は、平成12年12月１日より一般労働者派遣事業の許可を得ており、当該許可の次回

更新時期は平成25年11月30日であります（許可・指定番号：般40-01-0197）。 

 しかしながら、今後、派遣業種の変更等の法改正があった場合、又は、欠格要件に抵触することにより許可

取り消し等があった場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

（社会保険の加入について） 

 当社は、従業員、契約社員、派遣登録者を多く擁しており、社会保険制度の遵守の徹底に取り組んでおりま

す。現在の社会保険加入対象者の加入率は100％であります。 

 しかしながら、今後、社会保険料率や加入対象範囲等の改定があった場合は、当社の業績に影響を与える可

能性があります。 

  

③その他 

（個人情報の保護について） 

 平成17年４月１日の個人情報保護法の施行も契機とし、様々な業種において個人情報の管理が重要視される

ようになりました。人材ビジネスを主要事業とする当社におきましても、個人情報の厳重な管理に取り組むと

ともに、プライバシーマークを取得しております（認定番号：第18820138（02）号）。 

 しかしながら、故意、過失等による個人情報の漏洩の発生により、社会的信用の失墜や損害賠償等があった

場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

（顧客の機密情報の管理について） 

 当社の主要事業であるＳＥＳ事業やＳＩ事業においては、リリース前のシステム製品の企画・設計情報や導

入技術に関する情報を入手したり、顧客が保有する個人情報を取り扱う可能性があります。当社では、従業

員、契約社員及び派遣登録者からの誓約書の徴求、外注会社との契約における機密情報の取扱いに関する定め

等により、これらの顧客の重要な機密情報の取扱いに細心の注意を払っております。 

 しかしながら、故意、過失等による情報漏洩の発生により、顧客からの信用失墜や損害賠償請求等があった

場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

（特定人物への依存について） 

 当社代表取締役社長の上野英理也は、事業戦略の立案、営業の推進、各種業務管理等、当社経営の多岐にわ

たる部分で役割は大きく、依存度は高いものとなっております。当社では、権限委譲や経営陣の育成等を推進

することで、上野英理也に過度に依存しない経営体制の構築を目指しております。 

 しかしながら、離職や疾病等、何らかの理由により同人の職務執行等が困難となった場合は、当社の業績に

影響を与える可能性があります。 

  

（株式の希薄化について） 

 当社は、士気高揚、業績向上等を目的として、当社の取締役、従業員に対して、インセンティブプランとし

ての新株予約権を発行しております。本書提出日（平成21年７月13日）現在、新株予約権の未行使分である潜

在株式は814株、発行済株式総数4,468株に対する割合は18.22％となっております。 

 今後これらの潜在株式が顕在化することにより、当社株式の価値の希薄化が発生するほか、株式売買の需給

環境や当社の株価形成に影響を与える可能性があります。 
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当社は、子会社及び関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。  

  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「優秀なエンジニアを九州福岡から輩出し、 高のサービスを顧客に提供することにより、ＩＴ技術を文

化として広く世界へ伝達する」という企業理念のもと、主に九州一円より若く活力のある人材を活用し、当社独自の

ＩＴ専門教育を施しＩＴエンジニアを育成することに取り組んでおります。 

 今後もＩＴエンジニアの育成を通じて、企業価値の向上に努めると共に、九州福岡の人的価値の向上及び地域経済

の発展に寄与することを目指したいと考えております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、ＩＴエンジニアに特化した人材の提供を行っており、一般的な派遣会社とは異なり、高い収益性で業績を

伸ばしていくのが特徴です。収益指標的には、売上総利益率を当社の事業の中心となるＳＥＳ事業で32％、ＳＩ事業

で30％をそれぞれ目標にしております。また、ＩＴエンジニアの稼働率の向上に注力しており、ＳＥＳ事業で95％、

ＳＩ事業で80％をそれぞれ目標にしております。そこで、取引先から必要とされるＩＴエンジニアの育成のために、

資格取得の推進や、習得技術のレベルアップを行っております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、企業価値を向上させる中長期的な経営戦略として、優秀なＩＴエンジニアの確保及び育成、ＩＴエンジニ

アの価値向上、ＩＴエンジニアの定着化が重要であると認識しております。顧客ニーズの高い各種資格取得の推進や

習得技術のレベルアップを図り、量と質の両面で更なる業容の拡大を目指してまいります。 

 また、スクール事業を推進し、一般顧客及び企業の社員研修の人員等を積極的に受け入れることで、収益を計上し

ながら、若く活力のある人材をＩＴエンジニアへ育成してまいります。  

 営業面ににおいては、営業担当者及びＩＴエンジニアが協力することで、開発案件獲得のための戦略的な営業活動

及び更なる顧客満足のための開発力の向上を実現し、積極的に取引先へのＩＴエンジニアの提供及び取引先からの受

託開発案件の獲得を行ってまいります。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

 当社の主要事業であるＳＥＳ事業及びＳＩ事業を取り巻く情報サービス業界を全般的にながめますと、競争激化の

傾向にあります。当社が優位性を確保するためには、以下のような課題に対処していく必要があると考えています。

①人材の確保 

 当社の主要事業であるＳＥＳ事業及びＳＩ事業においては、技術の高度化やシステムの複雑化に対応できる優秀

な人材の確保が必要であると認識しております。 

 当社は、このような課題に対処するために、採用の強化、教育の強化、優秀な人材の確保に努める方針でありま

す。採用の強化に関しましては、企業ブランドの確立を第一に、マスメディアでの広告やホームページの充実等に

取り組み、新卒及び中途の採用を行ってまいります。教育の強化に関しましては、ＩＴエンジニアとしての技術的

側面の教育及び営業的側面の育成に注力してまいります。優秀な人材の確保に関しましては、雇用条件の改善や実

力主義による給与体系の整備を行ってまいります。 

②営業・採用地域の拡大 

 当社は、福岡県福岡市を中心に営業・採用活動を行っていたため、稼働しているＩＴエンジニアの65％以上が福

岡県に集中しております。このため地域依存リスクが高く、今後の収益拡大が限定的になる可能性があると認識し

ております。 

 当社は、このような課題に対処するために、平成19年11月に東京営業所を開設し、首都圏を中心に営業活動を強

化しております。今後も、主要地域への拠点展開及び営業・採用活動の強化に取り組んでいく方針であります。 

③プロジェクト管理の強化 

  当社のＳＩ事業においては、顧客の要求する品質・性能のソフトウェアを定められた期日に納める必要があるた

め、当社内での生産工程の非効率化や工程遅延により、プロジェクト（案件）の採算性が悪化する可能性があると

認識しております。 

 当社は、このような課題に対処するために、過去の失敗事例やノウハウを蓄積したマニュアルの閲覧・徹底、見

２．企業集団の状況

３．経営方針
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積りの精度向上、全社的な進捗会議の開催頻度の増加等により、プロジェクト管理の強化に取り組んでいく方針で

あります。 

④採算性の高い案件の獲得 

 当社の主要事業であるＳＥＳ事業とＳＩ事業では、後者の方が、上記③の採算性悪化リスクはあるものの、当社

内での生産性を高めることで、前者以上に高い利益率を確保できる可能性があるだけでなく、リーダークラスのＩ

Ｔエンジニア育成及びＩＴエンジニアの帰属意識の醸成に良好な影響を与えると考えております。したがって、今

後の企業価値向上のためには、後者の案件も積極的に取り込んでいく必要があると認識しております。 

 当社は、このような課題に対処するために、平成21年６月から事業部制を敷き、営業担当者及びＩＴエンジニア

が協力することで、開発案件獲得のための戦略的な営業活動及び更なる顧客満足のための開発力の向上を実現し、

開発案件の獲得を推進していく方針であります。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 273,523 221,071

売掛金 155,178 107,067

仕掛品 1,853 18,212

貯蔵品 426 368

前払費用 6,709 5,996

繰延税金資産 3,015 792

未収還付法人税等 － 8,545

未収入金 4,472 5,490

立替金 2,470 338

その他 37 24

貸倒引当金 △826 △488

流動資産合計 446,860 367,418

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,468 6,208

減価償却累計額 △906 △1,584

建物（純額） 2,562 4,624

車両運搬具 428 428

減価償却累計額 △35 △428

車両運搬具（純額） 392 0

工具、器具及び備品 8,672 10,259

減価償却累計額 △5,577 △7,498

工具、器具及び備品（純額） 3,095 2,761

有形固定資産合計 6,050 7,385

無形固定資産   

ソフトウエア 5,402 6,345

ソフトウエア仮勘定 － 3,765

無形固定資産合計 5,402 10,111

投資その他の資産   

投資有価証券 21,800 17,220

長期前払費用 1,083 2,294

繰延税金資産 578 359

敷金及び保証金 18,100 20,833

投資その他の資産合計 41,562 40,707

固定資産合計 53,014 58,204

資産合計 499,875 425,622
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,391 2,676

未払金 14,435 12,084

未払費用 73,796 49,773

未払法人税等 17,315 －

未払消費税等 15,790 6,101

前受金 － 1,020

預り金 11,868 12,688

その他 － 6

流動負債合計 137,598 84,350

負債合計 137,598 84,350

純資産の部   

株主資本   

資本金 175,825 175,825

資本剰余金   

資本準備金 141,525 141,525

資本剰余金合計 141,525 141,525

利益剰余金   

利益準備金 40 40

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 49,151 33,624

利益剰余金合計 49,192 33,665

自己株式 － △8,823

株主資本合計 366,542 342,192

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,265 △920

評価・換算差額等合計 △4,265 △920

純資産合計 362,277 341,272

負債純資産合計 499,875 425,622
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,091,568 982,546

売上原価 720,522 635,339

売上総利益 371,046 347,207

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 19,817 19,170

役員報酬 38,678 40,897

従業員給料 78,856 94,043

研修員給与 17,474 14,956

従業員賞与 17,270 11,888

法定福利費 16,894 18,617

旅費及び交通費 12,946 12,493

地代家賃 20,967 27,089

減価償却費 2,956 4,564

支払報酬 － 22,571

その他 96,150 83,761

販売費及び一般管理費合計 322,012 350,055

営業利益又は営業損失（△） 49,033 △2,848

営業外収益   

受取利息 111 63

受取配当金 200 200

助成金収入 － 4,151

雑収入 － 37

営業外収益合計 311 4,451

営業外費用   

支払利息 77 97

支払手数料 － 134

営業外費用合計 77 231

経常利益 49,267 1,372

特別利益   

貸倒引当金戻入額 429 337

特別利益合計 429 337

特別損失   

固定資産除却損 ※1  1,888 ※1  42

投資有価証券評価損 － 7,925

特別損失合計 1,888 7,967

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 47,808 △6,257

法人税、住民税及び事業税 24,075 2,358

法人税等調整額 △847 2,442

法人税等合計 23,228 4,800

当期純利益又は当期純損失（△） 24,579 △11,058
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（注）１ 原価計算の方法 

当社の原価計算は、実際原価計算による個別原価計算であります。 

※２ 経費の主な内容は次のとおりであります。 

※３ 他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。 

  

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    127  0.0  －  －

Ⅱ 労務費    649,149  90.7  613,768  93.3

Ⅲ 外注費    43,791  6.1  30,354  4.6

Ⅳ 経費 ※２  22,762  3.2  14,029  2.1

当期総製造費用    715,830  100.0  658,153  100.0

期首仕掛品たな卸高    6,545        1,853      

合計    722,375        660,006      

期末仕掛品たな卸高    1,853        18,212      

他勘定振替  ※３  －        6,453      

売上原価    720,522        635,339      

項目 
前事業年度 当事業年度 

金額（千円） 金額（千円） 

地代家賃  1,324  4,701

減価償却費  596  716

レンタル料  2,106  1,916

旅費交通費  15,104  2,717

項目 
前事業年度 当事業年度 

金額（千円） 金額（千円） 

ソフトウェア  －  2,677

ソフトウェア仮勘定  －  3,765

その他   －  9

合計  －  6,453
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（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６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 175,825 175,825

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 175,825 175,825

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 141,525 141,525

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 141,525 141,525

資本剰余金合計   

前期末残高 141,525 141,525

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 141,525 141,525

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 40 40

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 40 40

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 24,571 49,151

当期変動額   

剰余金の配当 － △4,468

当期純利益又は当期純損失（△） 24,579 △11,058

当期変動額合計 24,579 △15,526

当期末残高 49,151 33,624

利益剰余金合計   

前期末残高 24,612 49,192

当期変動額   

剰余金の配当 － △4,468

当期純利益又は当期純損失（△） 24,579 △11,058

当期変動額合計 24,579 △15,526

当期末残高 49,192 33,665
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △8,823

当期変動額合計 － △8,823

当期末残高 － △8,823

株主資本合計   

前期末残高 341,962 366,542

当期変動額   

剰余金の配当 － △4,468

当期純利益又は当期純損失（△） 24,579 △11,058

自己株式の取得 － △8,823

当期変動額合計 24,579 △24,349

当期末残高 366,542 342,192

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △265 △4,265

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,000 3,345

当期変動額合計 △4,000 3,345

当期末残高 △4,265 △920

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △265 △4,265

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,000 3,345

当期変動額合計 △4,000 3,345

当期末残高 △4,265 △920

純資産合計   

前期末残高 341,697 362,277

当期変動額   

剰余金の配当 － △4,468

当期純利益又は当期純損失（△） 24,579 △11,058

自己株式の取得 － △8,823

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,000 3,345

当期変動額合計 20,579 △21,004

当期末残高 362,277 341,272

14

メディアファイブ㈱（3824）　平成21年５月期決算短信（非連結）



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 47,808 △6,257

減価償却費 3,552 5,281

貸倒引当金の増減額（△は減少） △429 △337

雑費 690 －

受取利息及び受取配当金 △311 △263

支払利息及び社債利息 77 97

固定資産除却損 1,888 42

支払手数料 － 134

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,925

売上債権の増減額（△は増加） △19,567 48,111

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,875 △16,301

立替金の増減額（△は増加） △2,470 2,131

その他の資産の増減額（△は増加） △1,182 △3,320

仕入債務の増減額（△は減少） △1,414 △1,714

未払費用の増減額（△は減少） 17,556 △24,023

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,894 △9,689

未払金の増減額（△は減少） 1,596 △2,646

その他の負債の増減額（△は減少） 3,303 184

小計 57,867 △646

利息及び配当金の受取額 307 287

利息の支払額 △77 △97

法人税等の支払額 △19,275 △27,861

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,823 △28,318

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 △2,480 △4,559

無形固定資産の取得による支出 △2,200 △6,443

敷金及び保証金の差入による支出 △3,188 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,869 △11,003

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △8,957

配当金の支払額 － △4,172

財務活動によるキャッシュ・フロー － △13,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 30,953 △52,451

現金及び現金同等物の期首残高 242,569 273,523

現金及び現金同等物の期末残高 273,523 221,071
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 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

１．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）を採用しております。 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  (2）仕掛品 

 個別法による原価法によっておりま

す。 

(2）仕掛品 

 個別法による原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）によってお

ります。 

  (3）貯蔵品 

 先入先出法による原価法によってお

ります。 

(3）貯蔵品 

 先入先出法による原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）によっ

ております。 

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、費

用処理しております。 

 なお、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産については、旧定率

法によっております。 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

同左 

  (2）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（５年）に

基づく定額法によっております。 

(2）ソフトウェア 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  

  

  ① 一般債権 

 貸倒実績率法によっております。 

① 一般債権 

同左 

  ② 貸倒懸念債権及び破産更生債権等 

 個別に回収可能性を勘案して回収

不能見込額を計上しております。 

② 貸倒懸念債権及び破産更生債権等 

同左 

４．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．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

取引日から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 

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 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

― 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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）を当

事業年度から適用し、評価基準については、原価法から

原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更

しております。  

この変更による損益に与える影響はありません。 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 

至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

（損益計算書） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「福利厚生

費」、「備品消耗品費」、「業務委託費」、「支払報酬」

は、金額的重要性が乏しくなったため、販売費及び一般管

理費の「その他」に含めて表示することにしました。 

 なお、当事業年度において販売費及び一般管理費の「そ

の他」に含めて表示しております「福利厚生費」、「備品

消耗品費」、「業務委託費」、「支払報酬」はそれぞれ次

のとおりであります。 

（損益計算書） 

 前事業年度において販売費及び一般管理費の「その他」

に含めて表示しておりました「支払報酬」、「監査報酬」

は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い、財務諸表の比

較可能性を向上するため、当事業年度より販売費及び一般

管理費の「支払報酬」に一括して掲記しております。 

 なお、前事業年度において販売費及び一般管理費の「そ

の他」に含めて表示しております「支払報酬」、「監査報

酬」及び当事業年度において販売費及び一般管理費の「支

払報酬」に含めて表示しております「支払報酬」、「監査

報酬」はそれぞれ次のとおりであります。  

  

科目 金額（千円） 

 福利厚生費  8,802

 備品消耗品費  4,909

 業務委託費  2,794

 支払報酬  3,769
  

  
科目 

前事業年度 当事業年度 

金額（千円） 金額（千円）

 支払報酬  3,769  4,571

 監査報酬  11,400  18,000

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年５月31日） 

当事業年度 
（平成21年５月31日） 

― ― 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※１ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物付属設備 千円1,298

工具、器具及び備品 千円50

ソフトウェア 千円540

工具、器具及び備品 千円42
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前事業年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）平成14年７月自己新株予約権の増加は、従業員の退職に伴い取得したものであります。 

  

４．配当に関する事項 

 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 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前期末株式数 

（株） 
当期増加株式数 

（株） 
当期減少株式数 

（株） 
当期末株式数 

（株） 

発行済株式                        

普通株式（注）  4,468  ―  ―  4,468

合計  4,468  ―  ―  4,468

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高 
（千円） 

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 

提出会社 

平成14年７月新株予約権 

（自己新株予約権）（注） 
普通株式 

 

（―）  

―  

（6）  

―  

（―）  

―  

（6）  

―  

（―） 

―

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
―  ―  ―  ―  ―  ―

合計 ―  ―  ―  ―  ―
 

（―） 

―

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８月27日 

定時株主総会 
普通株式 4,468 利益剰余金 1,000 平成20年５月31日 平成20年８月28日
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当事業年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．自己株式の種類及び総数に関する事項 

 （注）自己株式の増加230株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

  

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  
前期末株式数 

（株） 
当期増加株式数 

（株） 
当期減少株式数 

（株） 
当期末株式数 

（株） 

発行済株式                        

普通株式  4,468  ―  ―  4,468

合計  4,468  ―  ―  4,468

  
前期末株式数 

（株） 
当期増加株式数 

（株） 
当期減少株式数 

（株） 
当期末株式数 

（株） 

自己株式                        

普通株式（注）  ―  230  ―  230

合計  ―  230  ―  230

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高 
（千円） 

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 

提出会社 

平成14年７月新株予約権 

（自己新株予約権） 
普通株式 

 

（6） 

―  

（―）  

―  

（―） 

―  

（6）  

―  

（―）  

―

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
―  ―  ―  ―  ―  ―

合計 ―  ―  ―  ―  ―
 

（―）  

―

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８月27日 

定時株主総会 
普通株式 4,468  利益剰余金 1,000 平成20年５月31日 平成20年８月28日
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 その他有価証券で時価のあるもの 

 (注）表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価格であります。 

当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について7,925千円の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた

額について減損処理を行っております。  

  

前事業年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日）及び当事業年度（自 平成20年６月１日 至 

平成21年５月31日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日）及び当事業年度（自 平成20年６月１日 至 

平成21年５月31日） 

 該当事項はありません。 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と現金及び預金勘定

は一致しております。 

※１          同左 

  

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

 内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額な

リース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規

定により記載を省略しております。 

 該当事項はありません。 

（有価証券関係）

区分 

前事業年度（平成20年５月31日） 当事業年度（平成21年５月31日）

取得原価 
(千円) 

貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円）

取得原価
(千円) 

貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を超え

ないもの 
                               

 株式  26,065 21,800 △4,265 18,140  17,220 △920

合計  26,065 21,800 △4,265 18,140  17,220 △920

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）
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前事業年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５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）平成18年７月16日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴いストック・オプション数は分割後の

数値によっております。 

（ストック・オプション等関係）

  
平成14年７月 

ストック・オプション 
平成18年５月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員      ７名 当社の取締役       1名 

株式の種類別のストック・オプション

の数 
普通株式        14株 普通株式        800株 

付与日 平成14年７月31日 平成18年５月31日 

権利確定条件  権利行使時において当社ならびに

当社子会社の取締役、監査役及び従

業員の地位にあること。ただし、当

社ならびに当社子会社の取締役及び

監査役を任期満了により退任した場

合、当社取締役会において認められ

る場合には、この限りではない。ま

た、行使期間内に在任または在職中

死亡した場合は、相続人がこれを行

使できるものとする。 

 権利行使時において当社ならびに

当社子会社の取締役、監査役及び従

業員の地位にあること。ただし、当

社ならびに当社子会社の取締役及び

監査役を任期満了により退任した場

合、当社取締役会において認められ

る場合には、この限りではない。 

対象勤務期間 

２年間 

（自平成14年７月31日 

至平成16年７月31日） 

３年１ヶ月間 

（自平成18年５月31日 

至平成21年６月30日） 

権利行使期間 権利確定後５年以内 権利確定後10年以内 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度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います。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

（注） 平成18年７月16日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴い権利行使価格は分割後の数値によ

っております。 

２．ストック・オプションの当事業年度末における本源的価値の合計額    ０円 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

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

ています。 

４．財務諸表への影響額 

 当事業年度における財務諸表への影響はありません。 

  
平成14年７月 

ストック・オプション 
平成18年５月 

ストック・オプション 

権利確定前（株）            

前事業年度末  －  800

付与  －  －

失効  －  －

権利確定  －  －

未確定残  －  800

権利確定後（株）            

前事業年度末  20  －

権利確定  －  －

権利行使  －  －

失効  6  －

未行使残  14  －

  
平成14年７月 

ストック・オプション 
平成18年５月 

ストック・オプション 

権利行使価格（円）  100,000  100,000

行使時平均株価（円）   －  －

単位当たりの本源的価値（付与日） 

（円） 
 －  0
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当事業年度（自 平成20年６月１日 至 平成21年５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）平成18年７月16日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴いストック・オプション数は分割後の

数値によっております。 

  
平成14年７月 

ストック・オプション 
平成18年５月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員      ７名 当社の取締役       1名 

株式の種類別のストック・オプション

の数 
普通株式        14株 普通株式        800株 

付与日 平成14年７月31日 平成18年５月31日 

権利確定条件  権利行使時において当社ならびに

当社子会社の取締役、監査役及び従

業員の地位にあること。ただし、当

社ならびに当社子会社の取締役及び

監査役を任期満了により退任した場

合、当社取締役会において認められ

る場合には、この限りではない。ま

た、行使期間内に在任または在職中

死亡した場合は、相続人がこれを行

使できるものとする。 

 権利行使時において当社ならびに

当社子会社の取締役、監査役及び従

業員の地位にあること。ただし、当

社ならびに当社子会社の取締役及び

監査役を任期満了により退任した場

合、当社取締役会において認められ

る場合には、この限りではない。 

対象勤務期間 

２年間 

（自平成14年７月31日 

至平成16年７月31日） 

３年１ヶ月間 

（自平成18年５月31日 

至平成21年６月30日） 

権利行使期間 権利確定後５年以内 権利確定後10年以内 
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度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います。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

（注） 平成18年７月16日付で株式１株につき２株の株式分割を行ったことに伴い権利行使価格は分割後の数値によ

っております。 

２．ストック・オプションの当事業年度末における本源的価値の合計額    ０円 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

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

ています。 

４．財務諸表への影響額 

 当事業年度における財務諸表への影響はありません。 

  
平成14年７月 

ストック・オプション 
平成18年５月 

ストック・オプション 

権利確定前（株）            

前事業年度末  －  800

付与  －  －

失効  －  －

権利確定  －  －

未確定残  －  800

権利確定後（株）            

前事業年度末  14  －

権利確定  －  －

権利行使  －  －

失効  －  －

未行使残  14  －

  
平成14年７月 

ストック・オプション 
平成18年５月 

ストック・オプション 

権利行使価格（円）  100,000  100,000

行使時平均株価（円）   －  －

単位当たりの本源的価値（付与日） 

（円） 
 －  0
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前事業年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日）及び当事業年度（自 平成20年６月１日 至 

平成21年５月31日） 

 当社は関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年５月31日） 

当事業年度 
（平成21年５月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 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）     

(1）流動資産     

貸倒引当金  千円334

貯蔵品損金否認額  千円329

未払事業税 千円1,671

未払事業所税 千円680

繰延税金資産合計 千円3,015

(2）固定資産     

一括償却資産 千円578

電話加入権     千円121

その他有価証券評価差額金  千円1,724

繰延税金資産小計 千円2,424

評価性引当額 千円△1,846

繰延税金資産合計 千円578

（繰延税金資産）     

(1）流動資産     

貸倒引当金  千円197

貯蔵品損金否認額  千円238

未払事業所税 千円562

繰延税金負債（流動）との相殺 千円△206

繰延税金資産合計 千円792

(2）固定資産     

一括償却資産 千円359

電話加入権 千円121

投資有価証券評価損  千円3,204

その他有価証券評価差額金  千円371

繰延税金資産小計 千円4,057

評価性引当額 千円△3,697

繰延税金資産合計 千円359

（繰延税金負債）      

流動負債      

未収事業税  △206

繰延税金資産（流動）との相殺  206

繰延税金負債合計  －

差引 繰延税金資産純額  1,151

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

った主な項目別の内訳 

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

った主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 ％40.4

（調整）     

住民税均等割税額 ％1.6

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％6.7

その他 ％△0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％48.6

 税引前当期純損失が計上されているため、記載しており

ません。 

（持分法損益等）
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前事業年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日）及び当事業年度（自 平成20年６月１日 至 

平成21年５月31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日）及び当事業年度（自 平成20年６月１日 至 平

成21年５月31日） 

該当事項はありません。  

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たりの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。 

（企業結合等関係）

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭81,082 59

１株当たり当期純利益 円 銭5,501 33

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
―

１株当たり純資産額 円 銭80,526 74

１株当たり当期純損失 円 銭△2,532 95

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
―

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権の残高はありますが、希薄化効果を有して

いる潜在株式は存在しないため、記載しておりません。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

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。 

  
前事業年度 

（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

１株当たり当期純利益金額      

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  24,579  △11,058

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） 
 24,579  △11,058

期中平均株式数（株）  4,468  4,366

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額      

当期純利益調整金額（千円） ―   ― 

普通株式増加数（株）  ―   ― 

（うち新株引受権）  （―）   （―） 

（うち新株予約権）  （―）   （―） 

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 

新株予約権の数２種類407個。 新株予約権の数２種類407個。 
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

― ― 
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(1）役員の異動 

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動  

該当事項はありません。  

(2）その他 

  生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

 当事業年度の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記の金額は売上原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ その他事業については、サーバ提供及び保守・運用サービス、スクール事業の金額を記載しております。 

②受注状況 

 当事業年度の受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他事業については、サーバ提供及び保守・運用サービス、スクール事業の金額を記載しております。 

③販売実績 

 当事業年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ その他事業については、サーバ提供及び保守・運用サービス、スクール事業の金額を記載しております。 

５．その他

事業部門別 
当事業年度 

（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

前年同期比（％） 

ＳＥＳ事業（千円）  609,797  86.5

ＳＩ事業（千円）  24,581  171.4

その他事業（千円）  960  92.2

合計（千円）  635,339  88.2

事業部門別 

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％） 

ＳＥＳ事業（千円）  834,835  72.7  253,548  68.2

ＳＩ事業（千円）  53,384  268.4  25,000  －

その他事業（千円）  2,265  221.5  989  5,569.8

合計（千円）  890,486  76.1  279,537  75.2

事業部門別 
当事業年度 

（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

前年同期比（％） 

ＳＥＳ事業（千円）  952,867  89.2

ＳＩ事業（千円）  28,384  129.7

その他事業（千円）  1,294  70.1

合計（千円）  982,546  90.0

29

メディアファイブ㈱（3824）　平成21年５月期決算短信（非連結）


	平成21年５月期決算短信（非連結）サマリー.pdf
	本文



