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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期

第２四半期連結累計期間
第21期

第２四半期連結会計期間
第20期

会計期間
自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日

自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日

自　平成19年６月１日
至　平成20年５月31日

売上高（千円） 1,322,406 646,256 3,123,558

経常利益（千円） 243,630 108,869 578,423

四半期（当期）純利益（千円） 159,986 83,152 272,644

純資産額（千円） － 2,762,930 2,700,600

総資産額（千円） － 3,133,244 3,108,717

１株当たり純資産額（円） － 7,321.14 7,157.27

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
424.37 220.56 723.73

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）

純利益金額（円）

－ － 721.66

自己資本比率（％） － 88.1 86.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
141,072 － 382,934

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△408,664 － △779,589

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△67,120 － △119,558

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 980,789 1,315,119

従業員数（人） － 157 160

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．第21期第２四半期連結累計期間及び第21期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年11月30日現在

従業員数（人） 157 (40)

（注）１．従業員数は就業人員であり、(  ) は外書きで、臨時従業員であります。

２．臨時従業員者数は、アルバイト・派遣社員の当第２四半期連結会計期間の期中平均人員（ただし、１日勤務

時間７時間15分換算による）であります。

 

(2）提出会社の状況

 平成20年11月30日現在

従業員数（人） 71 (38)

（注）１．従業員数は就業人員（子会社等への出向社員４名は含んでおりません。）であり、(  ) は外書きで、臨時従

業員であります。

２．臨時従業員者数は、アルバイト・派遣社員の当第２四半期会計期間の期中平均人員（ただし、１日勤務時間

７時間15分換算による）であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社グループは、携帯電話及びＰＨＳ等利用者にコンテンツを開発し提供する事業を主体としており、生産設備を

保有していないため生産実績の記載はしておりません。

 

(2）仕入実績

　当第２四半期連結会計期間の仕入実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別の名称

当第２四半期連結会計期間
（自平成20年９月１日
至平成20年11月30日）
仕入実績（千円）

 モバイルコンテンツ事業
 コンテンツサービス 44,756

 ソリューション 10,866

 合計 55,632

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．上記の仕入実績は、情報等使用料及び商品仕入であります。

　　　　３．情報等使用料とは、当社グループが配信する画像、ゲーム、音楽著作物及びソフトウェアの権利保持者及び

代理人に支払う料金であります。

 

(3）受注状況

　当第２四半期連結会計期間の受注状況を示すと、次のとおりであります。

事業の種類

当第２四半期連結会計期間
（自平成20年９月１日
至平成20年11月30日）

受注高（千円） 受注残高（千円）

ソリューション 303,260 5,000

合計 303,260 5,000

　（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　 

(4）販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

事業の種類別の名称

当第２四半期連結会計期間
（自平成20年９月１日
至平成20年11月30日）
販売高（千円）

 モバイルコンテンツ事業
 コンテンツサービス 311,495

 ソリューション 334,760

 合計 646,256

　（注）１．当第２四半期連結会計期間における主な販売先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりで

あります。

相手先

当第２四半期連結会計期間
（自平成20年９月１日
至平成20年11月30日）

金額（千円） 割合（％）

ＫＤＤＩ株式会社 173,167 26.8

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 92,409 14.3

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 87,022 13.5

ソフトバンクモバイル株式会社 68,184 10.6

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

(１）業績の状況　

　当第２四半期連結会計期間におけるモバイルコンテンツを取り巻く環境は、携帯電話の契約数が、平成20年11月

末で１億542万台※（前年同月末比 5.5％増）と微増トレンドの中、第三世代携帯電話端末の契約数については

9,513万台※（前年同月末比 16.3％増）と引き続き大きく伸びており、現在普及している携帯端末の主流（携帯

電話加入台数の90.2％）となっていることが伺えます。　※「社団法人電気通信事業者協会」発表

　これらの状況において、当社グループといたしましては、高機能で付加価値の高いサービスの開発・提供及び新

しい事業モデルの構築を推進し、より安定した企業基盤の確立と事業拡大に向けた一層の企業努力を重ねてまい

りました。

　その結果、当第２四半期連結会計期間における業績は、コンテンツサービスにおいては、主力サイト会員の減少

の中、新たなサイト会員の獲得に注力し、ソリューションにおいては、企業における携帯電話を活用したビジネス

展開の拡大を背景に積極的に推し進めたことにより、売上高は６億46百万円となりました。利益面では、制作コス

ト等売上原価の継続的削減に努めたほか、広告宣伝費をはじめとした販売費及び一般管理費の削減により、営業

利益は１億２百万円、経常利益は１億８百万円となりました。また、中国における固定資産の売却により、特別利

益を計上し、四半期純利益は83百万円となりました。

　事業の種類別の状況につきましては、次のとおりであります。

 

＜国内＞

　コンテンツサービスにおきましては、配信するコンテンツを自社制作することで、「提供コンテンツの権利を自

社で保有」する当社独自のビジネスモデルを基本方針として取り組んでおります。

　当第２四半期連結会計期間におきましては、引き続き競争激化で主力サイトの会員が減少する中、以下の施策を

行いました。

　音楽分野では、新たな主力サービスと目論む「着うたフルサイト」に経営資源と施策を集中させ「@LOUNGE

RECORDS」ブランドを強化すべく、分社化したアットザラウンジ株式会社による拡販を行ってまいりました。

　画像・ツール分野では、「デコレーションメールサイト」において、キャラクターを核とした自社サイトのマル

チ展開による集客力向上を目指して、サイト構築をしてまいりました。

　ゲーム分野では、流行とニーズを捉えて「女性向けゲーム（乙女ゲーム）サイト」「男性向けゲーム（美少女

ゲーム）サイト」を展開してまいりました。

　ソリューションにおきましては、自社制作によるビジネスモデルを活かし、自社の蓄積されたコンテンツを企業

や他のコンテンツプロバイダへ提供する「コンテンツ二次利用」など、当社コンテンツサービスから派生したソ

リューションを進めてまいりました。また、当社コンテンツを利用した「物販」となる「ＣＤ販売事業」は、ＣＤ

販売はもちろん、イベントの実施や企業とのコラボレーション等、「@LOUNGE RECORDS」ブランドによる総合音楽

ソリューション事業を推し進めてまいりました。

　さらに、企業における携帯電話を活用したビジネス展開の拡大を背景に、企業向けソリューション（モバイルサ

イト構築・運用業務、ユーザーサポート業務、デバッグ業務、サーバ保守管理業務等）を積極的に展開してまいり

ました。

　 

＜海外＞

　海外におきましては、引き続き中国にてモバイルコンテンツ事業及び教育事業等を推進してまいりました。

　日本向け・中国向けコンテンツの制作を積極的に展開すると共に、デジタルコンテンツ制作者の養成や中国の

教育機関と連携した教育プロジェクト等を推進しつつ、IVRを中心としたSMS・WAP・Java等のコンテンツ配信を

続け、来る第三世代の携帯電話向けのサービス開始に向けた準備を進めてまいりました。

　また、インド向けのコンテンツ配信を目指し、現地コンテンツプロバイダと契約を締結し、同社経由で配信でき

るよう準備を進めてまいりました。
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(２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー

は、税金等調整前当期純利益の計上、売上債権の減少等により１億５百万円の資金の増加となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得等により21百万円の資金の減少

となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入による収入及び配当金の支払により14百万円の資金の減少と

なりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、69百万円増加し、９億80百万円となっ

ております。

 

(３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第２四半期連結会計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。

 

(４）研究開発活動

　　　特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間において計画中であった重要な設備の売却は次のと

おり完了いたしました。

会社名
事業所名

所在地 事業の内容 設備の内容
帳簿価額
（千円） 売却年月
建物　

子会社

因特瑞思（北京）信息

科技有限公司　

中華人民共和国

北京市
ソリューション 事務所   66,021平成20年10月

 

 また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却、売却等の計画はあり

ません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,478,000

計 1,478,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成20年11月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成21年１月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 377,000 377,000
東京証券取引所

市場第二部
－

計 377,000 377,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成16年８月20日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 51

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,020（注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 12,950（注）３

新株予約権の行使期間
平成18年９月８日から

平成21年９月７日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

 発行価格 　12,950

資本組入額 6,475

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役、

顧問並びに従業員であることを要す。

②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人に

よる新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

④その他の条件については、第16回定時株主総会及び平成

16年９月８日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株

予約権者との間で締結する「新株予約権割当に関する契

約」に定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する時は取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５
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平成17年８月26日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 330

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 660（注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 66,036（注）３

新株予約権の行使期間
平成19年９月12日から

平成22年９月11日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 66,036

資本組入額 33,018

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役、

顧問、コンサルタント並びに従業員であることを要す。

②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人に

よる新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

④その他の条件については、第17回定時株主総会及び平成

17年９月12日開催の取締役会決議に基づき、当社と新株

予約権者との間で締結する「新株予約権割当に関する契

約」に定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する時は取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

（注）１．新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じておりま

す。

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数につい

てのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を

行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の数の

調整をすることができるものとする。
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３．新株予約権の１個当たりの払込金額は、１株当たりの払込金額に（注）２に定める新株予約権１個の株式数

を乗じた金額とする。

なお、新株予約権発行後当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により払い込み金額を調

整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

 
１

調整後払込金額　＝　調整前払込金額　×　──────────────
分割・併合の比率

 

また、新株予約権発行日後に当社が株主割当として時価を下回る価額で株式を発行する場合、次の算式によ

り払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

 
新規発行株式数 × １株当り払込金額

既発行株式数 ＋ ───────────────────
新規発行前の時価

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ─────────────────────────────
既発行株式数　＋　新規発行による増加株式数

 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換

を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額の調整を

行うことができるものとする。

４．新株予約権の消却事由及び条件

①当社株主総会において、当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、あるいは当社が完全子会社とな

る株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却す

ることができる。

②新株予約権者は対象者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合、対象者が本新株予約権の全部または

一部を放棄した場合には当該新株予約権を無償で消却することができる。ただし、この場合の消却手続きに関

しては新株予約権の行使期間終了後に一括して行うことができるものとする。

　　　５．当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、本新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株

式移転による完全親会社となる会社に承継させることができる。

承継された新株予約権の内容の決定の方針は次のとおりとする。

①目的たる完全親会社の株式の種類

完全親会社の同種の株式

②目的たる完全親会社の株式の数

株式交換又は株式移転の比率に応じて調整する。

調整後の１株未満の端数は切り捨てる。

③権利行使に際して払込むべき額（権利行使価額）

株式交換又は株式移転の比率を応じて調整する。

調整後の１株未満の端数は切り捨てる。

④権利行使期間、その他の権利行使の条件、消却事由等

株式交換又は株式移転に際して当社取締役会が決定する。

⑤取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡については完全親会社の取締役会の承認を要するものとする。
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②会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年10月18日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成20年11月30日）

新株予約権の数（個） 292

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 292（注）１、２

新株予約権の行使時の払込金額（円） 23,309（注）３

新株予約権の行使期間
平成20年11月８日から

平成23年11月７日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 23,309

資本組入額 11,655

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が当社または当社子会社の取締役、監査役、

顧問、コンサルタント並びに従業員であることを要す。

②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人に

よる新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

④その他の権利行使条件については、当社と新株予約権者

との間で締結する新株予約権割当契約に定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する時は取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

（注）１．新株予約権の目的となる株式数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じておりま

す。

２．新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）以降、当社が当社株式につき株式の分割（無償割当を

含む。）又は株式の併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、割当日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場

合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整され

るものとする。

　　　調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

３．割当日以降、当社が当社普通株式につき株式の分割（無償割当を含む。）又は株式の併合を行う場合、分割又

は併合の比率の逆数を乗じて比例的に調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる

ものとする。

また、割当日以降、当社が普通株式の時価を下回る価格で当社普通株式の発行又は自己株式の処分（新株予約

権の行使による場合を除く。）を行う場合、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整により生じる１

円未満の端数は切り上げるものとする。
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既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後１株当たり行使価額＝ 調整前１株当たり行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

 

 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を

控除した数とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える

ものとする。

また、割当日以降、当社が合併または、会社分割等を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得

ない事由で生じたときは、合併又は会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するも

のとする。

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約

権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対

象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を

交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画

において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、（注）２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

（注）３に定められる１株当たり行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定され

る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から

「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

残存新株予約権について定められた当該事項に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の取得事由及び条件

残存新株予約権について定められた取得条項に準じて決定する。

⑨ その他新株予約権の行使の条件

残存新株予約権について定められた行使の条件に準じて決定する。

５．新株予約権の取得事由及び条件

① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約の承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分

割計画の承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案に

つき、当社株主総会で承認されたとき（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされたとき）

は、当社取締役会が別途定める日に、同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができ

る。

② 新株予約権は、新株予約権者が、「新株予約権の行使の条件」に記載する規定により権利を行使する条件に

該当しなくなった場合並びに対象者が本新株予約権の全部又は一部を放棄した場合には、当社取締役会が

別途定める日に、当該新株予約権者が保有する全ての新株予約権（一部の放棄の場合には当該新株予約

権）を無償で取得することができる。
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減
額（千円）

資本準備金残高
（千円）

 

　平成20年９月１日～

　平成20年11月30日

 

－ 377,000 － 595,990 － 473,942

 

（５）【大株主の状況】

 平成20年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

 植田　勝典  千葉市中央区 153,176 40.63

 プラントフィールド株式会社  千葉市中央区汐見丘７－21 56,500 14.98

 トヨタ自動車株式会社  愛知県豊田市トヨタ町１ 16,000 4.24

 オリックス株式会社  東京都港区浜松町２丁目４－１ 4,800 1.27

 多々良　泰弘  愛知県日進市 2,826 0.74

 ＯＣＡインベストメント株式会社
 神戸市中央区磯上通６丁目１－14

 神友三宮ビル802号室
2,000 0.53

 みずほキャピタル株式会社  東京都千代田区内幸町１丁目２－１ 1,920 0.50

 小谷　芳和  広島県安芸郡海田町 1,815 0.48

 野村證券株式会社  東京都中央区日本橋１丁目９－１ 1,671 0.44

 杉山　浩一  千葉県鎌ヶ谷市 1,649 0.43

計 － 242,357 64.29
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（６）【議決権の状況】

　　

　①【発行済株式】

　 平成20年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）
　普通株式   377,000　

　
377,000 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 377,000 － －

総株主の議決権 － 377,000 －

 

②【自己株式等】

 平成20年11月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 10,400 9,400 6,430 6,520 5,720 5,850

最低（円） 9,010 6,080 4,940 4,800 3,600 4,700

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第１四半期連結会計期間（平成20年６月１日から平成20年８月31日まで）から、「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）附則第７条第１項第

５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年９月１日から平

成20年11月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年11月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

日本エンタープライズ株式会社(E05169)

四半期報告書

16/30



１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,000,789 1,335,119

受取手形及び売掛金 395,552 422,000

商品及び製品 4,235 1,853

仕掛品 3,347 4,356

原材料及び貯蔵品 627 537

その他 177,543 85,795

貸倒引当金 △2,800 △2,800

流動資産合計 1,579,294 1,846,864

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 80,034

※1
 135,406

土地 12,400 12,400

その他（純額） ※1
 16,639

※1
 16,580

有形固定資産合計 109,073 164,387

無形固定資産

のれん 11,000 13,641

ソフトウエア 68,296 42,975

無形固定資産合計 79,297 56,617

投資その他の資産

投資有価証券 148,983 211,938

長期性預金 1,100,000 750,000

その他 146,494 111,809

貸倒引当金 △29,898 △32,898

投資その他の資産合計 1,365,578 1,040,848

固定資産合計 1,553,949 1,261,853

資産合計 3,133,244 3,108,717
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 118,490 125,359

短期借入金 7,776 －

未払法人税等 106,534 155,345

賞与引当金 9,115 10,909

役員賞与引当金 6,600 14,670

その他 121,407 99,571

流動負債合計 369,924 405,856

固定負債

その他 390 2,260

固定負債合計 390 2,260

負債合計 370,314 408,116

純資産の部

株主資本

資本金 595,990 595,990

資本剰余金 473,942 473,942

利益剰余金 1,648,540 1,563,953

株主資本合計 2,718,473 2,633,886

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,206 46,965

為替換算調整勘定 32,389 17,438

評価・換算差額等合計 41,595 64,404

新株予約権 2,861 2,309

純資産合計 2,762,930 2,700,600

負債純資産合計 3,133,244 3,108,717
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年11月30日)

売上高 1,322,406

売上原価 482,703

売上総利益 839,703

販売費及び一般管理費 ※1
 609,409

営業利益 230,294

営業外収益

受取利息 6,200

受取配当金 1,455

持分法による投資利益 1,259

受取賃貸料 3,436

その他 1,771

営業外収益合計 14,124

営業外費用

支払利息 69

為替差損 441

管理手数料 253

その他 24

営業外費用合計 789

経常利益 243,630

特別利益

固定資産売却益 24,670

貸倒引当金戻入額 3,000

特別利益合計 27,670

特別損失

固定資産除却損 1,174

特別損失合計 1,174

税金等調整前四半期純利益 270,126

法人税、住民税及び事業税 96,300

法人税等調整額 13,840

法人税等合計 110,140

四半期純利益 159,986
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

売上高 646,256

売上原価 233,881

売上総利益 412,375

販売費及び一般管理費 ※1
 310,342

営業利益 102,032

営業外収益

受取利息 2,732

受取配当金 －

持分法による投資利益 1,869

受取賃貸料 1,332

その他 1,248

営業外収益合計 7,182

営業外費用

支払利息 69

為替差損 149

管理手数料 126

その他 －

営業外費用合計 345

経常利益 108,869

特別利益

固定資産売却益 24,670

貸倒引当金戻入額 1,500

特別利益合計 26,170

税金等調整前四半期純利益 135,039

法人税、住民税及び事業税 54,107

法人税等調整額 △2,220

法人税等合計 51,887

四半期純利益 83,152
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 270,126

減価償却費 19,298

固定資産除却損 1,174

のれん償却額 2,640

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,794

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,070

受取利息及び受取配当金 △7,656

支払利息 69

持分法による投資損益（△は益） △1,259

有形固定資産売却損益（△は益） △24,670

売上債権の増減額（△は増加） 27,902

仕入債務の増減額（△は減少） △7,634

その他 6,782

小計 273,908

利息及び配当金の受取額 8,145

利息の支払額 △69

法人税等の支払額 △140,912

営業活動によるキャッシュ・フロー 141,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金預入による支出 △350,000

有形固定資産の取得による支出 △9,633

無形固定資産の取得による支出 △34,870

貸付けによる支出 △2,500

貸付金の回収による収入 3,226

その他 △14,887

投資活動によるキャッシュ・フロー △408,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 147,691

短期借入金の返済による支出 △140,000

配当金の支払額 △74,812

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,120

現金及び現金同等物に係る換算差額 382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △334,330

現金及び現金同等物の期首残高 1,315,119

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 980,789
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【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等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 （１）連結の範囲の変更

　第１四半期連結会計期間より、新たにアットザラウンジ株式会社を設立し

たため、連結の範囲に含めております。

（２）変更後の連結子会社の数

　　　５社

２．会計処理基準に関する事項の変更 （１）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更　

　たな卸資産　

　従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。

　なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影

響はありません。

（２）リース取引に関する会計基準の適用　

　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、「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））が、平成20年４月１日以

降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができ

ることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準

等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却

の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

　なお、リース取引開始日が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・リース取引については、引き続き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。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はあ

りません。

（３）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」の適用　

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）

を適用しております。

　なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影

響はありません。
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【簡便な会計処理】

　　　該当事項はありません。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年11月30日）

前連結会計年度末
（平成20年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、76,984千円であり

ます。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、88,358千円であり

ます。

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30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。

給与手当 220,838千円

賞与引当金繰入額 8,136 

役員賞与引当金繰入額 6,600 

 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30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。

給与手当 113,414千円

賞与引当金繰入額 3,100 

役員賞与引当金繰入額 3,300 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半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

（平成20年11月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,000,789

預入期間が３か月を超える定期預金 20,000

現金及び現金同等物 980,789
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成20年６月１日　至平成20年

11月30日）

　１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 377,000株

　２．自己株式の種類及び株式数

　　　　該当事項はありません。

　３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　 親会社2,861千円

　４．配当に関する事項

 配当金支払額

（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 配当の原資 

平成20年８月27日

定時株主総会
普通株式 75,400 200 平成20年５月31日 平成20年８月28日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成20年６月１日　至　平成20年11月30日）　

モバイルコンテンツ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

 

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成20年６月１日　至　平成20年11月30日）　

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成20年６月１日　至　平成20年11月30日）　

海外売上高は、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。

 

（有価証券関係）

記載すべき事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　当社グループは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

記載すべき事項はありません。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年11月30日）

前連結会計年度末
（平成20年５月31日）

１株当たり純資産額 7,321.14円 １株当たり純資産額 7,157.27円

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 424.37円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 220.56円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

四半期純利益（千円） 159,986 83,152

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 159,986 83,152

期中平均株式数（株） 377,000 377,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式で、前連結会計年度末から重要な変動があった

ものの概要

－ －

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

　記載すべき事項はありません。
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２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21年１月13日

日本エンタープライズ株式会社

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員　　

 公認会計士 星野　正司　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 廿楽　真明　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 横内　龍也　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本エンタープライ

ズ株式会社の平成20年６月１日から平成21年５月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年９月１日

から平成20年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年11月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につい

て四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本エンタープライズ株式会社及び連結子会社の平成20年11月30日現在

の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連

結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保　

　管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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