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平成 20 年７月期  第１四半期財務・業績の概況 
平成 19 年 12 月 12 日 

上場会社名 株式会社メディアシーク 上場取引所 東証マザーズ 

コード番号 ４８２４ ＵＲＬ http://www.mediaseek.co.jp/ 

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 西尾 直紀  

問合せ先責任者 役職名 取締役業務管理部長 氏名 根津 康洋 TEL (03) 3224－3113 

 
(百万円未満切捨て) 

１.平成20年７月期第１四半期の連結業績(平成19年８月１日～平成19年10月31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 ％ 

20 年７月期第１四半期 523 (  76.5) 40 (  ―  ) 41 (  ―  ) 20 (  ―  )
19 年７月期第１四半期 296 (   3.0) △68 (  ―  ) △65 (  ―  ) △70 (  ―  )

19 年７月期 1,686 (  27.9) △80 (  ―  ) 44 ( 396.6) 11 (  ―  )
 

 
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

20 年７月期第１四半期 213 32 213 03
19 年７月期第１四半期 △737 98 ― ―

19 年７月期 115 85 115 35

 
(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

20 年７月期第１四半期 2,128 1,872 86.2  18,911 98
19 年７月期第１四半期 1,894 1,745 90.5  17,684 91

19 年７月期 2,137 1,857 85.3  18,795 48

 
(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

20 年７月期第１四半期 △17 55 ―  908
19 年７月期第１四半期 △123 △130 73  807

19 年７月期 △63 △118 73  875

 
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 

19年７月期 ― ― ― ― ― ― ― ― 0 00 
20年７月期 ― ―    

20年７月期(予想)  ― ― ― ― ― ― 0 00 

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

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率) 
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
中 間 期 
通   期 

945 
2,013 

26.1 
19.3 

3
35

―
―

6
45

―
1.8

0
16

― 
42.7 

0 
164 

0
98
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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) 

: 無 

(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)最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「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等

に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表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19年８月１日～平成19年10月31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 ％ 

20 年７月期第１四半期 365 (  65.5) 26 (  ―  ) 28 (  ―  ) 16 (  ―  )
19 年７月期第１四半期 220 ( △9.8) △61 (  ―  ) △58 (  ―  ) △67 (  ―  )

19 年７月期 1,248 (  17.5) △80 (  ―  ) 50 ( 438.7) 18 (  ―  )
 
 １株当たり四半期 

(当期)純利益 

 円 銭 
20 年７月期第１四半期 166 99
19 年７月期第１四半期 △704 00

19 年７月期 186 80
 
(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

20 年７月期第１四半期 2,014 1,840 91.3  18,976 72
19 年７月期第１四半期 1,845 1,722 93.3  17,760 32

19 年７月期 2,038 1,832 89.9  18,895 97

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

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率) 
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
中 間 期 
通   期 

643 
1,373 

11.9 
10.0 

△9
8

―
―

△7
17

―
△66.2

△4
8

― 
△55.7 

△41
82

24
49

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績の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たっての注意事項等については、
添付資料の５ページをご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間に、当社グループは、システムコンサルティング事業において、新規ク

ライアント向けのシステムコンサルティング業務による売上を計上したほか、サービス開発事業にお

いて、携帯電話向けバーコードリーダーほかモバイル機器向けソフトウェアのライセンス販売を行い

ました。また、コンテンツ事業において、携帯電話向け有料コンテンツ配信による売上拡大を実現し

ました。その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、523,716千円(前年同期比76.5％増)、経

常利益は、41,602千円(前年同期は、65,944千円の経常損失)、第１四半期純利益は、20,688千円(前

年同期は、70,930千円の第１四半期純損失)となりました。 

 

(サービス開発事業) 

サービス開発事業においては、主にモバイル機器、特に携帯電話向けアプリケーションソフトウェ

アのライセンス販売を行いました。当第１四半期連結会計期間においては、携帯電話に組込まれたカ

メラで２次元コードほか各種バーコード等の高速読取りを可能にする「CamReader」テクノロジーに

基づく組込み型バーコードリーダーを中心に、主要な携帯電話メーカーや通信事業者等に対し、アプ

リケーションソフトウェアのライセンス販売を行いました。その結果、同事業の当第１四半期連結会

計期間の売上高は、48,235千円(前年同期比28.6％増)、営業利益は、17,373千円(前年同期比750.0％

増)となりました。 

 

(コンテンツ事業) 

コンテンツ事業においては、新規サービスの開始や既存サイトのリニューアルなど、収益の中心と

なる携帯電話向け有料コンテンツ配信サービスの強化・拡大を実施したほか、広告収入に基づく無料

デコレーションメールサイト「DecoStreet」の基盤強化を行いました。その結果、同事業の当第１四

半期連結会計期間の売上高は、225,944千円(前年同期比61.1％増)、営業利益は、37,506千円(前年同

期比453.0％増)となりました。 

 

(システムコンサルティング事業) 

システムコンサルティング事業においては、既存クライアントに対するサービス提供に加え、新た

なクライアント向けにシステムコンサルティングサービスを提供しました。また、子会社「株式会社

デリバリー」を通じて複数の新規業務を開始したこと等により、売上の拡大を実現しました。その結

果、同事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は、249,536千円(前年同期比109.7％増)、営業利益

は、59,644千円(前年同期は、7,720千円の営業損失)となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

(資産の部) 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、2,128,377千円(前連結会計年度末から8,963

千円の減少)となりました。これは、主として投資有価証券が74,095千円減少したこと及び棚卸
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資産が19,971千円減少したことによるものです。なお、前連結会計年度末に145,367千円計上さ

れていた預け金の残高が無くなっておりますが、これは、金融商品取引業者に対する預け金を現

金及び預金に移管したものであります。 

 

(負債の部) 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、255,545千円(前連結会計年度末から23,923千円

の減少)となりました。これは、主として買掛金が45,651千円減少したことによるものです。 

 

(純資産の部) 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、1,872,831千円(前連結会計年度末から14,959

千円の増加)となりました。これは、主として第１四半期純利益を計上したことにより利益剰余

金が20,688千円増加したことによるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、期首に比べ32,959千

円増加し、当第１四半期連結会計期間末には908,813千円(前年同期は、807,295千円)となりました。 

また、当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー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) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、17,221千円の支出(前年同期は、123,819千円の支出)

となりました。これは、主として売上債権が59,541千円増加したこと及び仕入債務が45,651千円

減少し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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、55,189千円の収入(前年同期は、130,815千円の支出)

となりました。これは、主として投資有価証券を56,245千円売却したことによるものです。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、ありません。(前

年同期は、73,992千円の収入) 

 

(百万円未満 切捨)

 
営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年７月期第１四半期 △17 55 ― 908

19年７月期第１四半期 △123 △130 73 807

(参考)19 年７月期 △63 △118 73 875
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３．業績予想に関する定性的情報 

当社グループにおいては、バーコードリーダーを標準搭載するカメラ付き多機能・高機能携帯電話

の普及と、新機種への買い替え需要の拡大等により、バーコードリーダー等モバイル機器向けアプリ

ケーションソフトウェアに対する安定的な需要が見込まれること及び携帯電話向け有料情報配信サ

ービスについても引き続き安定的な需要が見込まれることから、携帯電話向けサービスを中心とする

コンテンツ事業及びサービス開発事業は、前連結会計年度と同様、安定的な収益確保に貢献する見通

しであります。また、システムコンサルティング事業においては、運用サポートを含む総合サービス

に対する需要拡大等により、当社グループ全体として引き続き売上が拡大する見通しであります。 

サービス開発事業においては、日本国内の携帯電話市場において、バーコードリーダーが標準仕様

として一般的となり、さらに、高性能な新機種への買い替えや業務用携帯端末の拡大等、カメラ付き

携帯電話に対する安定的な需要が見込まれることから、バーコードリーダーをはじめとする当社のモ

バイル機器向けアプリケーションソフトウェアに対しても、引き続き安定的な需要が期待できるもの

と考えております。平成20年７月期は、サービス開発事業全体で、年間でおよそ382百万円程度の売

上が見込めるものと想定しております。 

コンテンツ事業においては、携帯電話向け有料情報配信サービスにおいて、引き続き安定的な需要

が見込まれるものと考えております。当社コンテンツ事業においては、「定番」となる既存のコンテ

ンツ配信サービスがユーザから安定的な支持を得ており、さらに、新規有料サイトの追加や携帯電話

を利用した広告サービスの拡大が見込まれること等から、今後も着実な売上増が期待できるものと考

えております。平成20年７月期は、コンテンツ事業全体で、年間でおよそ765百万円程度の売上が見

込めるものと想定しております。 

システムコンサルティング事業においては、ビデオ投稿サービス拡大に伴うサーバシステムの運用

監視など、子会社との連携による「システム運用支援サービス」を含む総合サービスメニューの強化

により、新規クライアント獲得を含む全体的な売上規模拡大が見込まれること等から、システムコン

サルティング事業全体において、着実な売上増が期待できるものと考えております。平成20年７月期

は、システムコンサルティング事業全体で、年間でおよそ866百万円程度の売上が見込めるものと想

定しております。 

上記想定及び当第１四半期連結会計期間の業績に基づきまして、平成20年７月期の通期業績の見通

しは、連結業績で売上高2,013百万円、経常利益45百万円、当期純利益16百万円を予想しております。 

 

(注)  業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想に様々な

不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に

全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えられるようお願いします。また、実際の業績は、様々

な要因により本業績予想とは異なる結果となり得ることをご承知おきください。 

 
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） 

該当事項は、ありません。 
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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 

 

  
前第１四半期 
連結会計期間末 

(平成18年10月31日) 

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成19年10月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年７月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   697,063 798,138  619,916

２ 売掛金   257,784 456,302  397,245

３ 有価証券   110,232 110,675  110,569

４ 預け金   ― ―  145,367

５ たな卸資産   64,707 28,194  48,165

６ 繰延税金資産   2,499 1,346  2,122

７ その他   41,806 25,097  26,556

  貸倒引当金   △2,455 △3,891  △3,130

流動資産合計   1,171,637 61.9 1,415,862 66.5  1,346,813 63.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１  52,667 2.8 50,239 2.4  54,893 2.6

２ 無形固定資産    

(1)のれん   ― 57,512  61,289

(2)その他   52,026 10,044  10,847

無形固定資産 
合計 

  52,026 2.7 67,556 3.2  72,137 3.4

３ 投資その他の
資産 

   

(1)投資有価証券   424,079 427,033  501,128

(2)長期滞留債権   148,639 137,789  137,789

(3)保険積立金   101,313 101,313  101,313

(4)繰延税金資産   64,852 36,987  31,224

(5)その他   26,815 28,531  28,976

  貸倒引当金   △147,787 △136,937  △136,937

投資その他の 
資産合計 

  617,913 32.6 594,718 27.9  663,495 31.0

固定資産合計   722,608 38.1 712,514 33.5  790,526 37.0

資産合計   1,894,245 100.0 2,128,377 100.0  2,137,340 100.0
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前第１四半期 
連結会計期間末 

(平成18年10月31日) 

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成19年10月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年７月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   93,622 137,668  183,319

２ その他   55,089 117,079  95,394

流動負債合計   148,712 7.9 254,747 12.0  278,714 13.0

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当
金 

  ― 798  754

固定負債合計   ― ― 798 0.0  754 0.1

負債合計   148,712 7.9 255,545 12.0  279,468 13.1

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   814,962 43.0 814,962 38.3  814,962 38.1

２ 資本剰余金   948,203 50.1 948,203 44.6  948,203 44.4

３ 利益剰余金   △13,071 △0.7 89,756 4.2  69,068 3.2

４ 自己株式   △39,678 △2.1 △39,678 △1.9  △39,678 △1.8

株主資本合計   1,710,415 90.3 1,813,243 85.2  1,792,555 83.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証
券評価差額金 

  4,238 0.2 20,272 1.0  28,636 1.3

２ 為替換算調整
勘定 

  463 0.0 605 0.0  1,630 0.1

評価・換算差額
等合計 

  4,702 0.2 20,877 1.0  30,267 1.4

Ⅲ 少数株主持分   30,415 1.6 38,710 1.8  35,048 1.6

純資産合計   1,745,533 92.1 1,872,831 88.0  1,857,871 86.9

負債・純資産合
計 

  1,894,245 100.0 2,128,377 100.0  2,137,340 100.0
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(２)四半期連結損益計算書 

 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日)

当第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日)

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   296,780 100.0 523,716 100.0  1,686,771 100.0

Ⅱ 売上原価   270,843 91.3 386,220 73.8  1,386,115 82.2

売上総利益   25,937 8.7 137,495 26.2  300,655 17.8

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

※１  94,244 31.7 96,970 18.5  380,965 22.6

営業利益又は 
営業損失(△) 

  △68,307△23.0 40,525 7.7  △80,309 △4.8

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  120 7,643 6,236 

２ 受取配当金  ― ― 1,443 

３ 投資有価証券
売却益 

 ― 4,745 118,180 

４ 為替差益  2,272 ― ― 

５ その他  17 2,410 0.8 46 12,435 2.4 1,541 127,401 7.6

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  ― 39 41 

２ 株式交付費  47 ― 387 

３ 為替差損  ― 2,789 2,300 

４ 複合金融商品
評価損 

 ― 8,493 ― 

５ その他  0 48 0.0 36 11,358 2.2 151 2,881 0.2

経常利益又は 
経常損失(△) 

  △65,944△22.2 41,602 7.9  44,210 2.6

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却
益 

※２ ― ― 191 

２ 新株予約権戻
入益 

 975 ― 975 

３ 貸倒引当金戻
入益 

 ― 975 0.3 ― ― ― 516 1,683 0.1

Ⅶ 特別損失    

１ 投資有価証券
評価損 

 10,000 ― 10,000 

２ 固定資産除却
損 

※３ ― ― 64 

３ 商品評価損  ― 82 ― 

４ その他  ― 10,000 3.4 ― 82 0.0 814 10,879 0.6

税金等調整前第
１四半期(当期)
純利益又は税金
等調整前第１四
半期純損失(△) 

  △74,969△25.3 41,519 7.9  35,014 2.1

法人税、住民税及
び事業税 

 533 15,425 7,624 

法人税等調整額  △60 472 0.2 751 16,176 3.0 17,192 24,816 1.5

少数株主利益 
又は少数株主損
失(△) 

  △4,511 △1.6 4,654 0.9  △1,011 △0.1

第１四半期(当
期)純利益又は第
１四半期純損失
(△) 

  △70,930△23.9 20,688 4.0  11,209 0.7
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(３)四半期連結株主資本等変動計算書 

前第１四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成18年10月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年７月31日残高(千円) 777,941 910,458 57,858 △39,678 1,706,581

第１四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行 37,020 37,744 ― ― 74,764

第１四半期純損失(△) ― ― △70,930 ― △70,930

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― ― ―

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計(千円) 

37,020 37,744 △70,930 ― 3,834

平成18年10月31日残高(千円) 814,962 948,203 △13,071 △39,678 1,710,415

 
評価・換算差額等 新株予約権 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

新株引受権
新株予約権 

合計 

少数株主 
持分 

純資産合計

平成18年７月31日残高(千円) △2,138 197 △1,940 1,700 1,700 34,667 1,741,007

第１四半期連結会計期間中の変動額    

新株の発行 ― ― ― ― ― ― 74,764

第１四半期純損失(△) ― ― ― ― ― ― △70,930

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額(純額) 

6,377 266 6,643 △1,700 △1,700 △4,251 691

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計(千円) 

6,377 266 6,643 △1,700 △1,700 △4,251 4,525

平成18年10月31日残高(千円) 4,238 463 4,702 ― ― 30,415 1,745,533
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当第１四半期連結会計期間(自 平成19年８月１日 至 平成19年10月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年７月31日残高(千円) 814,962 948,203 69,068 △39,678 1,792,555

第１四半期連結会計期間中の変動額  

第１四半期純利益 ― ― 20,688 ― 20,688

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― ― ―

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計(千円) 

― ― 20,688 ― 20,688

平成19年10月31日残高(千円) 814,962 948,203 89,756 △39,678 1,813,243

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成19年７月31日残高(千円) 28,636 1,630 30,267 35,048 1,857,871

第１四半期連結会計期間中の変動額  

第１四半期純利益 ― ― ― ― 20,688

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額(純額) 

△8,364 △1,025 △9,389 3,661 △5,728

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計(千円) 

△8,364 △1,025 △9,389 3,661 14,959

平成19年10月31日残高(千円) 20,272 605 20,877 38,710 1,872,831
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前連結会計年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年７月31日残高(千円) 777,941 910,458 57,858 △39,678 1,706,581

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 37,020 37,744 ― ― 74,764

当期純利益 ― ― 11,209 ― 11,209

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) 

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

37,020 37,744 11,209 ― 85,974

平成19年７月31日残高(千円) 814,962 948,203 69,068 △39,678 1,792,555

 
評価・換算差額等 新株予約権 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

新株引受権
新株予約権

合計 

少数株主 
持分 

純資産合計

平成18年７月31日残高(千円) △2,138 197 △1,940 1,700 1,700 34,667 1,741,007

連結会計年度中の変動額   

新株の発行 ― ― ― ― ― ― 74,764

当期純利益 ― ― ― ― ― ― 11,209

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) 

30,775 1,432 32,208 △1,700 △1,700 381 30,889

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

30,775 1,432 32,208 △1,700 △1,700 381 116,864

平成19年７月31日残高(千円) 28,636 1,630 30,267 ― ― 35,048 1,857,871
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(４)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成18年８月１日
至 平成18年10月31日)

当第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・フロー

計算書 
(自 平成18年８月１日
至 平成19年７月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

    

１ 税金等調整前第１四半期
(当期)純利益又は第１四
半期純損失(△) 

 △74,969 41,519 35,014 

２ 減価償却費  5,853 5,853 25,090 

３ 連結調整勘定償却額  773 ― ― 

４ のれん償却額  ― 3,776 10,900 

５ 貸倒引当金の増減(△)額  33 760 △10,141 

６ 受取利息及び配当金  △119 △7,643 △7,680 

７ 支払利息  ― 39 41 

８ 新株予約権戻入益  △975 ― △975 

９ 投資有価証券売却益  ― △4,745 △118,180 

10 複合金融商品評価益  ― ― △1,326 

11 複合金融商品評価損  ― 8,493 ― 

12 有価証券売却損  ― ― 76 

13 株式交付費  47 ― 387 

14 固定資産除却損  ― ― 64 

15 固定資産売却益  ― ― △191 

16 投資有価証券評価損  10,000 ― 10,000 

17 為替差損益(△)  △1,815 4,322 3,222 

18 売上債権の増(△)減額  55,266 △59,541 △73,387 

19 たな卸資産の増(△)減額  △40,080 19,971 △23,538 

20 前渡金の増(△)減額  △536 112 756 

21 仕入債務の増減(△)額  △76,070 △45,651 13,583 

22 未払消費税等の増減(△)
額 

 △6,468 3,005 △520 

23 外形標準課税に係る未払
事業税の増減(△)額 

 979 △1,335 2,707 

24 その他資産の増(△)減額  △1,519 2,000 4,782 

25 その他負債の増減(△)額  5,917 13,255 37,669 

小計  △123,683 △15,806 △91,642 

26 利息及び配当金の受取額  119 7,201 7,680 

27 利息の支払額  ― △39 △41 

28 法人税等の還付額  ― ― 20,759 

29 法人税等の支払額  △255 △8,576 △255 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △123,819 △17,221 △63,499 
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前第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成18年８月１日
至 平成18年10月31日)

当第１四半期 
連結会計期間 

(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・フロー

計算書 
(自 平成18年８月１日
至 平成19年７月31日)

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

    

１ 有形固定資産の取得によ
る支出 

 △12,002 △1,038 △33,585 

２ 無形固定資産の取得によ
る支出 

 △16,994 ― △66,626 

３ 無形固定資産の売却によ
る収入 

 ― ― 1,449 

４ 投資有価証券の取得によ
る支出 

 ― ― △306,143 

５ 投資有価証券の売却によ
る収入 

 60 56,245 389,720 

６ 敷金保証金の返還による
収入 

 ― 90 ― 

７ 敷金保証金の増加による
支出 

 △564 △107 △2,348 

８ 保険の積立による支出  △101,313 ― △101,313 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △130,815 55,189 △118,846 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

１ 株式の発行による収入  73,992 ― 73,652 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 73,992 ― 73,652 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 2,249 △5,008 △1,141 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
(△)額 

 △178,392 32,959 △109,834 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 985,688 875,853 985,688 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１
四半期(当期)期末残高 

※１ 807,295 908,813 875,853 
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（５）注記事項 

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 
前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日)

１ 連結の範囲に関する事

項 

すべての子会社を連結し

ております。 

連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

スタートメディアジャパ

ン㈱ 

㈱デリバリー 

DELIVERY VIETNAM CO., 

LTD. 

DELIVERY THAI CO., LTD.

同左 同左 

２ 持分法の適用に関する

事項 

該当する関連会社は、あ

りません。 

同左 同左 

３ 連結子会社の第１四半

期決算日等に関する事

項 

スタートメディアジャパ

ン㈱及び㈱デリバリーの第

１四半期決算日は、第１四

半期連結決算日と一致して

おります。 

 

第１四半期決算日が第１四

半期連結決算日と異なる場

合の内容等 

DELIVERY VIETNAM CO., 

LTD. 及 び DELIVERY THAI 

CO., LTD.の第１四半期決

算日は、９月30日でありま

す。第１四半期連結財務諸

表の作成に当たっては、第

１四半期決算日現在の財務

諸表を使用しております。

ただし、第１四半期連結決

算日までの期間に発生した

重要な取引については、連

結上必要な調整を行ってお

ります。 

同左 スタートメディアジャパ

ン㈱及び㈱デリバリーの決

算日は、連結決算日と一致

しております。 

 

決算日が連結決算日と異な

る場合の内容等 

DELIVERY VIETNAM CO., 

LTD. 及 び DELIVERY THAI 

CO., LTD.の決算日は、６月

30日であります。連結財務

諸表の作成に当たっては、

決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、

連結決算日までの期間に発

生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行

っております。 
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項目 
前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日)

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 

ａその他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期連結会計

期間末日の市場価格

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) 

①有価証券 

ａその他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期連結会計

期間末日の市場価格

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) 

なお、組込デリバ

ティブを区分して測

定することができな

い複合金融商品は、

全体を時価評価し、

評価差額を当第１四

半期連結会計期間の

損益に計上しており

ます。ただし、全体

のリスクが高くない

と判断した複合金融

商品の評価差額は、

純資産の部に計上し

ております。 

①有価証券 

ａその他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価

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) 

なお、組込デリバ

ティブを区分して測

定することができな

い複合金融商品は、

全体を時価評価し、

評価差額を当連結会

計年度の損益に計上

しております。ただ

し、全体のリスクが

高くないと判断した

複合金融商品の評価

差額は、純資産の部

に計上しておりま

す。 

 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 

時価のないもの 

同左 

 ②たな卸資産 

ａ商品 

移動平均法による原価

法 

②たな卸資産 

ａ商品 

同左 

②たな卸資産 

ａ商品 

同左 

 ｂ仕掛品 

個別法による原価法 

ｂ仕掛品 

同左 

ｂ仕掛品 

同左 
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項目 
前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日)

(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 

主な耐用年数 

建物及び構築物 

８～15年 

器具備品 

４～８年 

ただし、建物(建物附属

設備は除く)は、定額法を

採用しております。 

①有形固定資産 

同左 

①有形固定資産 

同左 

   (会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度より、平成

19年４月１日以後に取得

した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法と同

一の減価償却の方法に変

更しております。 

これにより、営業損失、

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。 
 ②無形固定資産 

定額法 

主な耐用年数 

営業権   ５年 

専用実施権 ８年 

ただし、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

く定額法を採用してお

ります。 

②無形固定資産 

定額法 

主な耐用年数 

のれん   ５年 

専用実施権 ８年 

ただし、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

く定額法を採用してお

ります。 

②無形固定資産 

定額法 

主な耐用年数 

のれん   ５年 

専用実施権 ８年 

ただし、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

く定額法を採用してお

ります。 

(3)重要な引当金の計上

基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

の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。 

①貸倒引当金 

同左 

①貸倒引当金 

同左 

  

―――――――――――

②退職給付引当金 

在外連結子会社におい

て、従業員の退職給付に

備えるため、当第１四半

期連結決算日における退

職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上し

ております。 

②退職給付引当金 

在外連結子会社におい

て、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計

年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しており

ます。 
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項目 
前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日)

(4)重要なリース取引の

処理方法 

 

―――――――――――

在外連結子会社におい

て、主として通常の売買取

引に準じた会計処理を行っ

ております。 

同左 

(5)重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、

第１四半期連結決算日の直

物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負

債は、第１四半期連結決算

日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は少数

株主持分及び純資産の部に

おける為替換算調整勘定に

含めております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、

連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、子

会社の決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における

為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めておりま

す。 

(6)その他四半期連結財

務諸表(連結財務諸

表)作成のための重要

な事項 

①消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理

は、税抜方式によってお

ります。 

①消費税等の会計処理 

同左 

①消費税等の会計処理 

同左 

５ 四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書(連結

キャッシュ・フロー計

算書)における資金の

範囲 

四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日又は償還

日の到来する流動性の高

い、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

短期投資からなっておりま

す。 

同左 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び取得日から３ヶ月以

内に満期日又は償還日の到

来する流動性の高い、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短期投

資からなっております。 
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会計処理の変更 

 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

 

―――――――――――― 

 

―――――――――――― 

(企業結合に係る会計基準等) 

当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」(企業会計審議会

平成15年10月31日)及び「事業分離

等に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第７号)並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」(企業会計基

準委員会 平成18年12月22日 企

業会計基準適用指針第10号)を適用

しております。 

これによる損益に与える影響は、

ありません。 

連結財務諸表規則の改正による

連結財務諸表の表示に関する変更

は、以下の通りであります。 

(連結貸借対照表) 

「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当連結会計年度から「のれん」

として表示しております。 

(連結キャッシュ・フロー計算書)

「連結調整勘定償却額」は、当

連結会計年度から「のれん償却

額」として表示しております。ま

た、営業権の償却額として「減価

償却費」に含めていた費用は、

「のれん償却額」に含めて表示し

ております。 
 

―――――――――――― 

 
―――――――――――― 

(繰延資産の会計処理に関する当面
の取扱い) 

当連結会計年度から、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

(企業会計基準委員会 平成18年８

月11日 実務対応報告第19号)を適

用しております。 

これによる損益に与える影響は、

ありません。 

連結財務諸表規則の改正による

連結財務諸表の表示に関する変更

は、以下の通りであります。 

(連結損益計算書) 

｢新株発行費｣は、当連結会計年

度から｢株式交付費｣として表示

しております。 

(連結キャッシュ・フロー計算書)

｢新株発行費｣は、当連結会計年

度から｢株式交付費｣として表示

しております。 
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表示方法の変更 

 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

(四半期連結損益計算書) 

前第１四半期連結会計期間においては、営業外収益の

「その他」につきその内訳を表示しておりませんでした

が、「為替差益」が営業外収益の100分の10超となったた

め当第１四半期連結会計期間より区分掲記しておりま

す。なお、前第１四半期連結会計期間末における「為替

差益」の金額は、261千円であります。 

 
―――――――――――― 

 
注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 
前第１四半期連結会計期間末 

(平成18年10月31日) 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年10月31日) 
前連結会計年度末 
(平成19年７月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

105,296千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

126,115千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

121,286千円

 
(四半期連結損益計算書関係) 

 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

 

役員報酬 16,535千円 

給与 21,970千円 

広告宣伝費 10,145千円 

支払手数料 14,585千円 

貸倒引当金繰入額 1,072千円 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

 

役員報酬 14,276千円

給与 22,259千円

広告宣伝費 7,556千円

支払手数料 15,118千円

退職給付費用 91千円

貸倒引当金繰入額 2,496千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

 

役員報酬 60,322千円

給与 91,231千円

広告宣伝費 50,939千円

支払手数料 50,437千円

退職給付費用 741千円

貸倒引当金繰入額 2,874千円
 

※２ 固定資産売却益の内訳 

 

―――――――――――― 

※２ 固定資産売却益の内訳 

 

―――――――――――― 

※２ 固定資産売却益の内訳 

 

ソフトウェア 191千円

合計 191千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

 

―――――――――――― 

※３ 固定資産除却損の内訳 

 

―――――――――――― 

※３ 固定資産除却損の内訳 

 

器具備品 64千円

合計 64千円
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

前第１四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成18年10月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第１四半期 
連結会計期間末 

普通株式(株) 96,303 912 ― 97,215

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

ストック・オプションの行使による増加 912株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第１四半期 
連結会計期間末 

普通株式(株) 233 ― ― 233

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項は、ありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項は、ありません。 

 

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年８月１日 至 平成19年10月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第１四半期 
連結会計期間末 

普通株式(株) 97,215 ― ― 97,215

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第１四半期 
連結会計期間末 

普通株式(株) 233 ― ― 233

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項は、ありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項は、ありません。 
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前連結会計年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 96,303 912 ― 97,215

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

ストック・オプションの行使による増加 912株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 233 ― ― 233

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項は、ありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項は、ありません。 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の第１四

半期期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 697,063千円 

有価証券勘定 110,232千円 

現金及び現金同等物 807,295千円 
 

※１ 現金及び現金同等物の第１四

半期期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 798,138千円

有価証券勘定 110,675千円

現金及び現金同等物 908,813千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

 

 

現金及び預金勘定 619,916千円

有価証券勘定 110,569千円

預け金勘定 145,367千円

現金及び現金同等物 875,853千円
 

 
(リース取引関係) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 

１年内 499千円

１年超 4,400千円

合計 4,899千円
 

 

―――――――――――― 

 

―――――――――――― 
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(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

前第１四半期連結会計期間末
(平成18年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間末
(平成19年10月31日) 

前連結会計年度末 
(平成19年７月31日) 

 
取得原価 
(千円) 

四半期連
結貸借対
照表計上

額 
(千円)

差額 
(千円)

取得原価
(千円)

四半期連
結貸借対
照表計上

額 
(千円)

差額 
(千円)

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 ― ― ― 24,093 66,216 42,122 24,093 69,750 45,656

②債券 89,454 94,991 5,537 ― ― ― 100,000 101,326 1,326

③その他 169,692 172,288 2,595 118,192 128,507 10,315 169,692 187,392 17,699

小計 259,146 267,279 8,133 142,285 194,723 52,438 293,785 358,468 64,682

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 ― ― ― 200,000 181,433 △18,567 100,000 94,450 △5,550

③その他 104,286 103,300 △986 47,733 40,876 △6,857 47,733 38,210 △9,523

小計 104,286 103,300 △986 247,733 222,309 △25,424 147,733 132,660 △15,073

合計 363,432 370,579 7,146 390,019 417,033 27,013 441,519 491,128 49,609

(注) １ 当第１四半期連結会計期間において連結貸借対照表計上額が取得原価を超えない債券には、組込

デリバティブと一体処理した複合金融商品(契約額100,000千円、時価92,833千円)が含まれており、

これに係る評価損8,493千円を連結損益計算書の営業外費用に計上しております。 

２ 前連結会計年度において連結貸借対照表計上額が取得原価を超える債券には、組込デリバティブ

と一体処理した複合金融商品(契約額100,000千円、時価101,326千円)が含まれており、これに係

る評価益1,326千円を連結損益計算書の営業外収益に計上しております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

 前第１四半期連結会計期間末
(平成18年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間末
(平成19年10月31日) 

前連結会計年度末 
(平成19年７月31日) 

 四半期連結貸借対照表計上額

(千円) 

四半期連結貸借対照表計上額

(千円) 

連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1)その他有価
証券 

    

①中期国債フ
ァンド 

70,340 70,569 70,499 

②野村ＣＲＦ 39,892 40,106 40,069 

③非上場株式 53,500 10,000 10,000 

合計 163,732 120,675 120,569 
 

(注) １ 表中の「四半期連結貸借対照表計上額」及び「連結貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価格

であります。 

２ 前第１四半期連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損10,000千円を計上して

おります。 

３ 前連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損10,000千円を計上しております。 
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(デリバティブ取引関係) 

 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

該当事項は、ありません。 複合金融商品の組込デリバティブ

の時価及び評価損益は、「有価証券

関係」に記載しております。 

同左 

 
(ストック・オプション等関係) 

前第１四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成18年10月31日) 

該当事項は、ありません。 

 

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年８月１日 至 平成19年10月31日) 

該当事項は、ありません。 

 

前連結会計年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日) 

該当事項は、ありません。 

 

(セグメント情報) 

(事業の種類別セグメント情報) 

前第１四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成18年10月31日) 

(単位:千円)

 
サービス開
発事業 

コンテンツ
事業 

システムコ
ンサルティ
ング事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高及び営業損益 

(1)外部顧客に対する売上高 37,500 140,279 119,001 296,780 ― 296,780

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

― ― 12,357 12,357 (12,357) ―

計 37,500 140,279 131,358 309,138 (12,357) 296,780

営業費用 35,456 133,496 139,079 308,032 57,055 365,088

営業利益又は営業損失(△) 2,044 6,782 △7,720 1,105 (69,412) △68,307

(注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品・役務 

(1)サービス開発事業・・・・・・・・携帯電話ほかモバイル機器向け組込み型ソフトウェア(例：バーコ

ードリーダー)の企画・開発及びライセンス販売 

(2)コンテンツ事業・・・・・・・・・携帯電話向け有料コンテンツ(例：着メロほか)配信サービス 

(3)システムコンサルティング事業・・企業向け戦略コンサルティング、システムコンサルティング及び

システム運用支援サービス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目57,055千円の主な内容は、提出会社本社の業務管理部門等管理部

門に係る配賦不能営業費用であります。 
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当第１四半期連結会計期間(自 平成19年８月１日 至 平成19年10月31日) 

(単位:千円)

 
サービス開
発事業 

コンテンツ
事業 

システムコ
ンサルティ
ング事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高及び営業損益 

(1)外部顧客に対する売上高 48,235 225,944 249,536 523,716 ― 523,716

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

― 4 14,981 14,986 (14,986) ―

計 48,235 225,949 264,518 538,702 (14,986) 523,716

営業費用 30,861 188,442 204,873 424,177 59,013 483,190

営業利益 17,373 37,506 59,644 114,525 (73,999) 40,525

(注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品・役務 

(1)サービス開発事業・・・・・・・・携帯電話ほかモバイル機器向け組込み型ソフトウェア(例：バーコ

ードリーダー)の企画・開発及びライセンス販売 

(2)コンテンツ事業・・・・・・・・・携帯電話向け有料コンテンツ(例：着メロほか)配信サービス 

(3)システムコンサルティング事業・・企業向け戦略コンサルティング、システムコンサルティング及び

システム運用支援サービス 

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(59,013千円)の主な内容は、提出会社

本社の業務管理部門等管理部門に係る費用であります。 

 
前連結会計年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日) 

(単位:千円)

 
サービス開
発事業 

コンテンツ
事業 

システムコ
ンサルティ
ング事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高及び営業損益 

(1)外部顧客に対する売上高 328,509 754,019 604,242 1,686,771 ― 1,686,771

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

― ― 104,868 104,868 (104,868) ―

計 328,509 754,019 709,110 1,791,639 (104,868) 1,686,771

営業費用 263,837 706,961 654,959 1,625,758 141,322 1,767,080

営業利益又は営業損失(△) 64,672 47,057 54,151 165,881 (246,190) △80,309

(注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品・役務 

(1)サービス開発事業・・・・・・・・携帯電話ほかモバイル機器向け組込み型ソフトウェア(例：バーコ

ードリーダー)の企画・開発及びライセンス販売 

(2)コンテンツ事業・・・・・・・・・携帯電話向け有料コンテンツ(例：着メロほか)配信サービス 

(3)システムコンサルティング事業・・企業向け戦略コンサルティング、システムコンサルティング及び

システム運用支援サービス 

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(141,322千円)の主なものは、提出会社

本社の業務管理部門等管理部門に係る費用であります。 
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(所在地別セグメント情報) 

前第１四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成18年10月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在

地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
当第１四半期連結会計期間(自 平成19年８月１日 至 平成19年10月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在

地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
前連結会計年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在

地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
(海外売上高) 

前第１四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成18年10月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

 
当第１四半期連結会計期間(自 平成19年８月１日 至 平成19年10月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

 
前連結会計年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

 

(企業結合等関係) 

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年８月１日 至 平成19年10月31日) 

該当事項は、ありません。 
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前連結会計年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日) 

１ 株式会社ダイレクトマーケティング研究所からシステム開発・運用関連案件及び人材採用支援

システムの譲受 

(１)企業結合の概要 
 

相手先企業の名称 株式会社ダイレクトマーケティング研究所 

取得した事業の内容 人材採用支援システム及びシステム開発・運用案件に関する事業

企業結合を行った主な理由 システムコンサルティング事業の拡大・多角化のため 

企業結合日 平成19年２月15日 

企業結合の法的形式 営業の譲受け 

 

(２)連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

自 平成 19 年２月 15 日  至 平成 19 年７月 31 日 

 

(３)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳、取得した事業の

取得原価及びその内訳、発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

 
区分 金額 

固定資産 595千円

売上原価(消耗品費) 542千円

のれん(発生額) 28,862千円

取得した事業の取得原価 30,000千円

(注) １ 取得した事業の取得原価は、全て現金です。 

２ のれんは、今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものでありま

す。 

３ のれんの償却については、５年間で均等償却しております。 

 
(４)企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損

益計算書に及ぼす影響の概算額 

当該影響は、軽微なため、記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日)

１株当たり純資産額 17,684.91円 18,911.98円 18,795.48円 

１株当たり第１四半期(当
期)純利益又は第１四半期
純損失(△) 

△737.98円 213.32円 115.85円 

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期純利益に

ついては、１株当たり第

１四半期純損失が計上さ

れているため記載してお

りません。 

213.03円 115.35円 

(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

項目 
前第１四半期 
連結会計期間末 

(平成18年10月31日) 

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成19年10月31日) 

前連結会計年度末 
(平成19年７月31日) 

四半期連結貸借対照表の純
資産の部の合計額(千円) 

1,745,533 1,872,831 1,857,871 

普通株式に係る純資産額
(千円) 

1,715,118 1,834,121 1,822,823 

差額の主な内訳(千円)    

少数株主持分 30,415 38,710 35,048 

普通株式の発行済株式数
(株) 

97,215 97,215 97,215 

普通株式の自己株式数(株) 233 233 233 

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数
(株) 

96,982 96,982 96,982 

 

２ １株当たり第１四半期(当期)純利益又は第１四半期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり第１四半

期(当期)純利益の算定上の基礎 

項目 
前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日)

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日)

四半期連結損益計算書上の
第１四半期(当期)純利益又
は第１四半期純損失(△) 
(千円) 

△70,930 20,688 11,209 

普通株式に係る第１四半期
(当期)純利益又は第１四半
期純損失(△)(千円) 

△70,930 20,668 11,209 

普通株主に帰属しない金額
(千円) 

― ― ― 

普通株式の期中平均株式数
(株) 

96,115 96,982 96,763 

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期(当期)純利益の
算定に用いられた普通株式
増加数の内訳(株) 

   

新株予約権 ― 132 418 

普通株式増加数(株) ― 132 418 

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１四半期(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３種類 

(新株予約権による潜在

株式の数 1,599株) 

新株予約権４種類 

(新株予約権による潜在

株式の数 1,359株) 

新株予約権４種類 

新株引受権１種類 

(新株予約権による潜在

株式の数 1,689株、新

株引受権による潜在株

式の数 2,040株) 
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(重要な後発事象) 
 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

該当事項は、ありません。 同左 同左 
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６．四半期個別財務諸表 

(１)四半期貸借対照表 

 

  
前第１四半期会計期間末
(平成18年10月31日) 

当第１四半期会計期間末
(平成19年10月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年７月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   641,136 729,128  535,297

２ 売掛金   208,869 343,700  314,115

３ 有価証券   110,232 110,675  110,569

４ 預け金   ― ―  145,367

５ たな卸資産   48,976 12,032  31,835

６ 繰延税金資産   959 1,355  1,441

７ その他   96,209 66,921  76,533

  貸倒引当金   △2,165 △3,113  △2,533

流動資産合計   1,104,219 59.8 1,260,700 62.6  1,212,626 59.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１  33,666 1.8 27,089 1.3  29,012 1.4

２ 無形固定資産   34,461 1.9 19,168 1.0  20,515 1.0

３ 投資その他の
資産 

   

(1)投資有価証券   424,079 427,033  501,128

(2)関係会社株式   63,450 63,450  63,450

(3)長期滞留債権   148,639 137,789  137,789

(4)保険積立金   101,313 101,313  101,313

(5)繰延税金資産   64,852 36,987  31,224

(6)その他   18,917 78,113  78,113

  貸倒引当金   △147,787 △136,937  △136,937

投資その他の 
資産合計 

  673,466 36.5 707,749 35.1  776,082 38.1

固定資産合計   741,593 40.2 754,007 37.4  825,610 40.5

資産合計   1,845,813 100.0 2,014,708 100.0  2,038,237 100.0
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前第１四半期会計期間末
(平成18年10月31日) 

当第１四半期会計期間末
(平成19年10月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年７月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   85,722 117,681  168,333

２ 未払法人税等   1,216 11,772  ―

３ その他 ※２  36,443 44,855  37,335

流動負債合計   123,382 6.7 174,308 8.7  205,668 10.1

負債合計   123,382 6.7 174,308 8.7  205,668 10.1

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   814,962 44.1 814,962 40.4  814,962 40.0

２ 資本剰余金    

(1)資本準備金   948,203 948,203  948,203

資本剰余金合計   948,203 51.4 948,203 47.1  948,203 46.5

３ 利益剰余金    

(1)その他利益剰
余金 

   

特別償却準備
金 

 478 142 478 

繰越利益剰余
金 

 △5,773 △5,294 96,498 96,640 79,966 80,445

利益剰余金合計   △5,294 △0.3 96,640 4.8  80,445 3.9

４ 自己株式   △39,678 △2.1 △39,678 △2.0  △39,678 △1.9

株主資本合計   1,718,192 93.1 1,820,127 90.3  1,803,932 88.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証
券評価差額金 

  4,238 0.2 20,272 1.0  28,636 1.4

評価・換算差額
等合計 

  4,238 0.2 20,272 1.0  28,636 1.4

純資産合計   1,722,430 93.3 1,840,400 91.3  1,832,569 89.9

負債・純資産合
計 

  1,845,813 100.0 2,014,708 100.0  2,038,237 100.0
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(２)四半期損益計算書 

 

  
前第１四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日)

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日)

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日)

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   220,641 100.0 365,243 100.0  1,248,491 100.0

Ⅱ 売上原価   203,187 92.1 255,737 70.0  1,032,711 82.7

売上総利益   17,453 7.9 109,505 30.0  215,779 17.3

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

  79,373 36.0 82,922 22.7  295,801 23.7

営業利益又は 
営業損失(△) 

  △61,920△28.1 26,583 7.3  △80,021 △6.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,507 1.6 14,330 3.9  133,519 10.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  47 0.0 12,815 3.5  3,207 0.3

経常利益又は 
経常損失(△) 

  △58,460△26.5 28,098 7.7  50,289 4.0

Ⅵ 特別利益 ※３  975 0.4 ― ―  1,683 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４  10,000 4.5 ― ―  10,879 0.9

税引前第１四半
期(当期)純利益
又は税引前第１
四半期純損失
(△) 

  △67,485△30.6 28,098 7.7  41,094 3.2

法人税、住民税及
び事業税 

 237 11,841 6,668 

法人税等調整額  △57 179 0.1 61 11,902 3.3 16,350 23,018 1.8

第１四半期(当
期)純利益又は第
１四半期純損失
(△) 

  △67,664△30.7 16,195 4.4  18,075 1.4

           

 



 
 

 32

(３)四半期株主資本等変動計算書 

前第１四半期会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成18年10月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 特別償却
準備金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計

平成18年７月31日残高
(千円) 

777,941 910,458 910,458 848 61,521 62,370 △39,678 1,711,092

第１四半期会計期間中の
変動額 

    

新株の発行 37,020 37,744 37,744 ― ― ― ― 74,764

第１四半期純損失(△) ― ― ― ― △67,664 △67,664 ― △67,664

特別償却準備金の取崩 ― ― ― △369 369 ― ― ―

株主資本以外の項目の 
第１四半期会計期間中
の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― ― ―

第１四半期会計期間中の
変動額合計(千円) 

37,020 37,744 37,744 △369 △67,295 △67,664 ― 7,100

平成18年10月31日残高
(千円) 

814,962 948,203 948,203 478 △5,773 △5,294 △39,678 1,718,192

 
評価・換算差額等 新株予約権 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株引受権 
新株予約権 

合計 

純資産合計 

平成18年７月31日残高
(千円) 

△2,138 △2,138 1,700 1,700 1,710,653

第１四半期会計期間中の
変動額 

  

新株の発行 ― ― ― ― 74,764

第１四半期純損失(△) ― ― ― ― △67,664

特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の 
第１四半期会計期間中
の変動額(純額) 

6,377 6,377 △1,700 △1,700 4,677

第１四半期会計期間中の
変動額合計(千円) 

6,377 6,377 △1,700 △1,700 11,777

平成18年10月31日残高
(千円) 

4,238 4,238 ― ― 1,722,430
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当第１四半期会計期間(自 平成19年８月１日 至 平成19年10月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 特別償却
準備金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計

平成19年７月31日残高
(千円) 

814,962 948,203 948,203 478 79,966 80,445 △39,678 1,803,932

第１四半期会計期間中の
変動額 

    

第１四半期純利益 ― ― ― ― 16,195 16,195 ― 16,195

特別償却準備金の取崩 ― ― ― △336 336 ― ― ―

株主資本以外の項目の 
第１四半期会計期間中
の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― ― ―

第１四半期会計期間中の
変動額合計(千円) 

― ― ― △336 16,531 16,195 ― 16,195

平成19年10月31日残高
(千円) 

814,962 948,203 948,203 142 96,498 96,640 △39,678 1,820,127

 
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 

純資産合計 

平成19年７月31日残高

(千円) 
28,636 28,636 1,832,569

第１四半期会計期間中の

変動額 
 

第１四半期純利益 ― ― 16,195

特別償却準備金の取崩 ― ― ―

株主資本以外の項目の 
第１四半期会計期間中
の変動額(純額) 

△8,364 △8,364 △8,364

第１四半期会計期間中の

変動額合計(千円) 
△8,364 △8,364 7,830

平成19年10月31日残高

(千円) 
20,272 20,272 1,840,400
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前事業年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 特別償却
準備金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計

平成18年７月31日残高
(千円) 

777,941 910,458 910,458 848 61,521 62,370 △39,678 1,711,092

事業年度中の変動額     

新株の発行 37,020 37,744 37,744 ― ― ― ― 74,764

当期純利益 ― ― ― ― 18,075 18,075 ― 18,075

特別償却準備金の取崩 ― ― ― △369 369 ― ― ―

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) 

37,020 37,744 37,744 △369 18,444 18,075 ― 92,840

平成19年７月31日残高
(千円) 

814,962 948,203 948,203 478 79,966 80,445 △39,678 1,803,932

 
評価・換算差額等 新株予約権 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株引受権 
新株予約権 

合計 

純資産合計 

平成18年７月31日残高

(千円) 
△2,138 △2,138 1,700 1,700 1,710,653

事業年度中の変動額   

新株の発行 ― ― ― ― 74,764

当期純利益 ― ― ― ― 18,075

特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額
(純額) 

30,775 30,775 △1,700 △1,700 29,075

事業年度中の変動額合計

(千円) 
30,775 30,775 △1,700 △1,700 121,915

平成19年７月31日残高

(千円) 
28,636 28,636 ― ― 1,832,569
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(４)注記事項 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前第１四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日)

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日)

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日)

１ 資産の評価基準及び評

価方法 

(1)有価証券 

①子会社株式 

移動平均法による原

価法 

(1)有価証券 

①子会社株式 

同左 

(1)有価証券 

①子会社株式 

同左 

 ②その他有価証券 

ａ時価のあるもの 

第１四半期会計期

間末日の市場価格

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) 

②その他有価証券 

ａ時価のあるもの 

第１四半期会計期

間末日の市場価格

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) 

なお、組込デリバ

ティブを区分して

測定することがで

きない複合金融商

品は、全体を時価評

価し、評価差額を当

第１四半期会計期

間の損益に計上し

ております。ただ

し、全体のリスクが

高くないと判断し

た複合金融商品の

評価差額は、純資産

の部に計上してお

ります。 

②その他有価証券 

ａ時価のあるもの 

決算期末日の市場

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) 

なお、組込デリバ

ティブを区分して

測定することがで

きない複合金融商

品は、全体を時価評

価し、評価差額を当

事業年度の損益に

計上しております。

ただし、全体のリス

クが高くないと判

断した複合金融商

品の評価差額は、純

資産の部に計上し

ております。 

 ｂ時価のないもの 

移動平均法による

原価法 

ｂ時価のないもの 

同左 

ｂ時価のないもの 

同左 

 (2)たな卸資産 

①商品 

移動平均法による原

価法 

(2)たな卸資産 

①商品 

同左 

(2)たな卸資産 

①商品 

同左 

 ②仕掛品 

個別法による原価法

②仕掛品 

同左 

②仕掛品 

同左 
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項目 
前第１四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日)

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日)

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日)

２ 固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 

定率法 

主な耐用年数 

建物 

８～15年 

器具備品 

４～８年 

ただし、建物(建物

附属設備は除く)は、

定額法を採用してお

ります。 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

   (会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、

当事業年度より、平成19

年４月１日以後に取得し

た有形固定資産について、

改正後の法人税法と同一

の減価償却の方法に変更

しております。 

これにより、営業損失、

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。 
 (2)無形固定資産 

定額法 

主な耐用年数 

営業権   ５年

ただし、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

基づく定額法を採用

しております。 

(2)無形固定資産 

定額法 

主な耐用年数 

のれん   ５年

ただし、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

基づく定額法を採用

しております。 

(2)無形固定資産 

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、一般

債権については、貸倒実

績率により、貸倒懸念債

権等の特定の債権につ

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。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

４ 外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

 

外貨建金銭債権債務は、

第１四半期決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は、損益とし

て処理しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、

期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は、損益として処理してお

ります。 

５ 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 

 

(1)消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理

は、税抜方式によってお

ります。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

 

―――――――――――― 

 

―――――――――――― 

(企業結合に係る会計基準等) 

当事業年度から「企業結合に係る

会計基準」(企業会計審議会 平成

15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第７号)並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準委

員会 最終改正平成18年12月22日

企業会計基準適用指針第10号)を適

用しております。 

これによる損益に与える影響は、

ありません。 
 

―――――――――――― 
 

―――――――――――― 

(繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い) 

当事業年度から「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」(企業

会計基準委員会 平成18年８月11

日 実務対応報告第19号)を適用し

ております。 

これによる損益に与える影響は、

ありません。 

財務諸表等規則の改正による財

務諸表の表示に関する変更は、以下

の通りであります。 

(損益計算書) 

｢新株発行費｣は、当事業年度か

ら｢株式交付費｣として表示して

おります。 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 
前第１四半期会計期間末 
(平成18年10月31日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成19年10月31日) 

前事業年度末 
(平成19年７月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

92,910千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

105,771千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

103,337千円

※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、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２ 消費税等の取扱い 

 

―――――――――― 

 
(四半期損益計算書関係) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 241千円 

有価証券利息 87千円 

業務受託手数料 1,125千円 

為替差益 2,053千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,327千円

有価証券利息 7,132千円

業務受託手数料 1,125千円

投資有価証券売却益 4,745千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,628千円

有価証券利息 5,428千円

受取配当金 1,443千円

投資有価証券売却益 118,180千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

株式交付費 47千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

為替差損 4,322千円

複合金融商品評価損 8,493千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

株式交付費 387千円

為替差損 2,743千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

 

―――――――――― 

※３ 特別利益の主要項目 

 

―――――――――― 

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 191千円

貸倒引当金戻入益 516千円

新株予約権戻入益 975千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

投資有価証券評価損 10,000千円 
 

※４ 特別損失の主要項目 

 

―――――――――― 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 64千円

投資有価証券評価損 10,000千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,795千円 

無形固定資産 1,187千円 
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 2,433千円

無形固定資産 1,347千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 14,308千円

無形固定資産 5,353千円
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(株主資本等変動計算書関係) 

前第１四半期会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成18年10月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当四半期会計期間末

普通株式(株) 233 ― ― 233

 

当第１四半期会計期間(自 平成19年８月１日 至 平成19年10月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当四半期会計期間末

普通株式(株) 233 ― ― 233

 

前事業年度(自 平成18年８月１日 至 平成19年７月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 233 ― ― 233

 

(リース取引関係) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

 

１年内 499千円

１年超 4,400千円

合計 4,899千円
 

 

―――――――――――― 

 

―――――――――――― 

 

(有価証券関係) 

前第１四半期会計期間末(平成18年10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。 

 
当第１四半期会計期間末(平成19年10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。 

 
前事業年度末(平成19年７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。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前第１四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日)

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日)

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日)

１株当たり純資産額 17,760.32円 18,976.72円 18,895.97円 

１株当たり第１四半期(当
期)純利益又は第１四半期
純損失(△) 

△704.00円 166.99円 186.80円 

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当た

り第１四半期純利益につ

いては、１株当たり第１

四半期純損失が計上され

ているため記載しており

ません。 

166.76円 186.00円 

(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

項目 
前第１四半期会計期間末
(平成18年10月31日) 

当第１四半期会計期間末
(平成19年10月31日) 

前事業年度末 
(平成19年７月31日) 

四半期貸借対照表の純資産
の部の合計額(千円) 

1,722,430 1,840,400 1,832,569 

普通株式に係る純資産額
(千円) 

1,722,430 1,840,400 1,832,569 

普通株式の発行済株式数
(株) 

97,215 97,215 97,215 

普通株式の自己株式数(株) 233 233 233 

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数
(株) 

96,982 96,982 96,982 

 

２ １株当たり第１四半期(当期)純利益又は第１四半期純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり第１四半

期(当期)純利益の算定上の基礎 

項目 
前第１四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日)

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日)

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日)

四半期損益計算書上の第１
四半期(当期)純利益又は第
１四半期純損失(△)(千円) 

△67,664 16,195 18,075 

普通株式に係る第１四半期
(当期)純利益又は第１四半
期純損失(△)(千円) 

△67,664 16,195 18,075 

普通株主に帰属しない金額
(千円) 

― ― ― 

普通株式の期中平均株式数
(株) 

96,115 96,982 96,763 

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期(当期)純利益の
算定に用いられた普通株式
増加数の内訳(株) 

   

新株予約権 ― 132 418 

普通株式増加数(株) ― 132 418 

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１四半期(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３種類 

(新株予約権による潜在

株式の数 1,599株) 

新株予約権４種類 

(新株予約権による潜在

株式の数 1,359株) 

新株予約権４種類 

新株引受権１種類 

(新株予約権による潜在

株式の数 1,689株、新

株引受権による潜在株

式の数 2,040株) 
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(重要な後発事象) 
 

前第１四半期会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成18年10月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年８月１日 
至 平成19年10月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年７月31日) 

該当事項は、ありません。 同左 同左 

 


