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（百万円未満切捨て）

１．平成20年６月期第１四半期の連結業績（平成19年７月１日　～　平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月期第１四半期 479 32.1 △14 － △14 － △19 －

19年６月期第１四半期 363 5.5 4 － 0 － △3 －

19年６月期 1,723 20.0 28 △59.0 39 △45.3 50 △20.7

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６月期第１四半期 △143 85  －

19年６月期第１四半期 △24 28  －

19年６月期 355 44 355 21

(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６月期第１四半期 2,112 1,629 76.7 11,887 32

19年６月期第１四半期 1,960 1,721 87.1 11,959 77

19年６月期 1,980 1,688 84.6 12,009 29

(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６月期第１四半期 △16 4 162 577

19年６月期第１四半期 － － － －

19年６月期 116 △508 △234 426

（注）平成19年６月期第１四半期は、連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、金額を記載しておりません。

 

２．平成20年６月期の連結業績予想（平成19年７月１日　～　平成20年６月30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 900 1.4 25 △66.7 25 △66.2 20 △73.0 143 39

通期 2,000 16.1 60 114.3 60 53.8 50 0.0 358 46
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３．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　有　連結（新規）１社　　　

株式会社メディアアパートメント

詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他　をご覧下さい。

(2）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

 

４．個別業績の概要（平成19年７月１日　～　平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年６月期第１四半期 76 59.6 6 － 7 － 7 －

19年６月期第１四半期 48 △21.3 △8 － △11 － △11 －

19年６月期 199 △11.6 △27 － △10 － 4 －

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６月期第１四半期 51 23 51 23

19年６月期第１四半期 △78 76  ―

19年６月期 32 58 32 56

(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６月期第１四半期 1,709 1,476 85.9 10,767 55

19年６月期第１四半期 1,700 1,575 91.8 10,938 80

19年６月期 1,532 1,507 97.5 10,714 26

 

５．平成20年６月期の個別業績予想（平成19年７月１日　～　平成20年６月30日）

　　当社は、純粋持株会社でありますので、平成20年６月期の単体業績予想につきましては記載を省略しております。 　
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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（平成19年７月１日～平成19年９月30日）における当企業集団の業績は、プロモーション・メディア事

業及びデータベース関連事業におけるCRMサービス事業の堅調な業績が寄与して、売上高は479百万円（前年同期比

32.1％増）、となったものの、バリューアップ事業においては案件の成約がなく、現在事業の再編を検討しております。

また、事業会社における今後の事業拡大に向けての営業力強化および持株会社の内部統制の確立に向けた人材コストが

対前年比で増加し、営業損失は14百万円（前年同期営業利益４百万円）、経常損失は14百万円（前年同期経常利益０百

万円）、第１四半期純損失は19百万円（前年同期純損失３百万円）となりました。

　　事業別の状況は以下の通りであります。  

 

・プロモーション・メディア事業

　一般消費者に製品・商品を提供するクライアント企業に対して、イベントを中心としたプロモーション支援を行うプ

ロモーション・メディア事業につきましては、プロモーション案件の受注が好調に推移し、当第１四半期における売上

高は294百万円（前年同期比141.1％増）となりました。

　なお、前連結会計年度において、国内外のアーティスト及びスポーツ関係のコンテンツについて広告アレンジメント

業務を行う株式会社ライツアパートメントを当社の連結子会社としております。

・データベース関連事業

　データベース管理に付帯関連するASPサービス、プロダクトの販売や技術サポート、コンサルティング等を提供する

データベース関連事業の当第１四半期における売上高は184百万円（前年同期比23.6％減）となりました。

なお、データベース関連事業につきましては、次の2つの事業分野に区分されます。

・CRMサービス事業

CRMサービス事業につきましては、Webアンケートのフォーム作成から、受付、集計、分析までトータルで運営管理

することができる「総合アンケートシステム」等のWeb系定額サービスの取扱いが増加し、売上高は順調に推移いたし

ました。

また、検索結果が画像で表示される、「サイト内検索システム」の開発に取り組み、第２四半期以降の本格サービ

ス開始に向けて、積極的に体制強化を実施して参りました。

　このような状況の下、当事業における売上高は129百万円（前年同期比5.8％増）となりました。 

・データベース事業

　データベース事業につきましては、Web版の知的財産権管理システム「PatentManager6」の販売が堅調に推移いたし

ました。

　また、メインフレームを使用する大手顧客に対して、システムのアップグレード及び、災害対策の提案を積極的に

実施して参りました。 

　このような状況の下、当事業における売上高は54百万円（前年同期比54.0％減）となりました。 

　なお、前年同期において当社の連結子会社であった株式会社気象サービスの全株式を、前連結会計年度に売却し連

結子会社より除外しております。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　　当第１四半期末における総資産は2,112百万円となり、前連結会計年度末に比べ131百万円の増加となりました。

　この内、流動資産については、前連結会計年度末に比べ170百万円増加し、943百万円となりました。この増加は、 

　短期借入金に伴う現金及び預金の増加等によるものであります。 

　　また、固定資産については、前連結会計年度末に比べ38百万円減少し、1,168百万円となりました。この減少は、差 

　入保証金の返還等によるものであります。 

　　一方、流動負債については、前連結会計年度末に比べ190百万円増加し、482百万円となりました。この増加は、短 

　金借入金等によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報

　　第１四半期の売上業績は予定通り推移しており、平成19年８月15日に公表した業績予想においては、現時点での見直

しを行っておりません。

　　また、新経営体制における中期経営計画を現在策定中であり、計画が確定し次第、配当方針と併せて開示いたします。

 

４．その他

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

　　株式会社メディアアパートメントについては、新たに平成19年８月に株式を取得したことから当第１四半期連結会

計期間より連結対象としております。
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５．四半期連結財務諸表

(1）【四半期連結貸借対照表】

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年６月30日）

区分 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 761,235 577,451 426,983

２　受取手形及び売掛金 224,252 285,544 269,968

３　有価証券 20,164 － －

４　たな卸資産 18,639 19,281 16,294

５　その他 39,856 61,222 59,974

流動資産合計 1,064,149 54.3 943,500 44.7 773,221 39.0

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産       

(1）建物 　 62,241  19,506  20,124  

(2）土地 81,074  －  －  

(3）その他 　 40,803  28,223  29,933  

有形固定資産合計 184,119 9.4 47,730 2.3 50,058 2.5

２　無形固定資産

(1）営業権 48,285 － －

(2）連結調整勘定 507,121 － －

(3）のれん － 676,775 689,276

(4）ソフトウェア 67,248 85,554 92,524

(5）その他 1,870 1,711 1,741

無形固定資産合計 624,526 31.9 764,040 36.2 783,542 39.6

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 39,531 287,461 290,179

(2）その他 53,798 70,959 85,289

貸倒引当金 △6,122 △1,633 △1,633

投資その他の資産合計 87,206 4.4 356,788 16.9 373,836 18.9

固定資産合計 895,852 45.7 1,168,559 55.3 1,207,437 61.0

資産合計 1,960,001 100.0 2,112,060 100.0 1,980,658 100.0
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前第１四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年６月30日）

区分 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 88,688 149,885 144,062

２　短期借入金 － 200,000 －

３　１年以内返済予定の長
期借入金

23,575 － 1,512

４　前受金 31,239 44,041 65,610

５　未払配当金 4,803 － －

６　未払法人税等　 － 5,267 4,190

７　その他 69,033 83,750 77,020

流動負債合計 217,340 11.1 482,944 22.9 292,396 14.8

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 21,130 － －

固定負債合計 21,130 1.1 － － － －

負債合計 238,470 12.2 482,944 22.9 292,396 14.8
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前第１四半期連結会計期間末

（平成18年９月30日）
当第１四半期連結会計期間末

（平成19年９月30日）
前連結会計年度末

（平成19年６月30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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   1,133,011 57.8  1,133,011 53.6  1,133,011 57.2

２　資本剰余金   1,440,965 73.5  1,440,965 68.2  1,440,965 72.7

３　利益剰余金   △525,914 △26.9  △495,317 △23.5  △475,395 △24.0

４　自己株式   △339,601 △17.3  △453,915 △21.5  △421,827 △21.3

株主資本合計   1,708,460 87.1  1,624,743 76.9  1,676,753 84.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  － －  △4,680 △0.2  △1,650 △0.1

２　為替換算調整勘定　   △797 0.0  － －  － －

評価・換算差額等合計   △797 0.0  △4,680 △0.2  △1,650 △0.1

Ⅲ　新株予約権   13,867 0.7  9,052 0.4  13,158 0.7

純資産合計   1,721,530 87.8  1,629,115 77.1  1,688,262 85.2

負債及び純資産合計   1,960,001 100.0  2,112,060 100.0  1,980,658 100.0
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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７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分 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 363,027 100.0 479,501 100.0 1,723,417 100.0

Ⅱ　売上原価 209,069 57.6 318,748 66.5 1,056,328 61.3

売上総利益 153,957 42.4 160,752 33.5 667,089 38.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　役員報酬 19,398 33,251 126,193

２　給料 36,013 41,269 137,462

３　支払手数料 36,554 27,336 98,974

４　研究開発費 2,154   4,306   11,710   

５　貸倒引当金繰入額 －   －   197   

６　その他 55,642 149,762 41.2 69,345 175,508 36.6 263,908 638,448 37.0

営業利益又は営業損失
（△）

4,195 1.2 △14,755 △3.1 28,640 1.7

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 128 1,022 727

２　受取手数料 － － 2,000

３　投資有価証券売却益 － － 10,969

４　持分法投資利益 － 420 －

５　その他 419 548 0.1 637 2,080 0.4 3,192 16,888 1.0

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 904 1,650 1,591

２　為替差損 2,371 0 －

３　持分法投資損失 － － 1,075

４　固定資産除却損 － 192 756

５　投資事業組合損失 － 407 844

６　その他 1,162 4,438 1.2 33 2,285 0.5 1,560 5,828 0.4

経常利益又は経常損失
（△）

306 0.1 △14,960 △3.1 39,700 2.3

Ⅵ　特別利益          

 １　子会社株式売却益 －   －   16,877   

 ２　外形標準課税還付金 －   －   6,428   

 ３　貸倒引当金戻入益 20   －   128   

 ４　その他 － 20 0.0 － － － 115 23,548 1.3

Ⅶ　特別損失

１　買収関連費用 － － － － － － 10,101 10,101 0.6

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
（△）

326 0.1 △14,960 △3.1 53,147 3.0

法人税、住民税及び事
業税

3,810 4,961 7,436

法人税等調整額 －   －   －   

法人税等還付税額 － 3,810 1.1 － 4,961 1.0 △4,509 2,926 0.1

当期純利益又は第１四
半期純損失（△）

△3,484 △1.0 △19,921 △4.2 50,220 2.9
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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７月１日　至平成18年９月30日） 

（単位：千円）

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

前連結会計年度末残高 1,132,885 1,440,839 △522,430 △289,605 1,761,689

当第１四半期連結会計期間中の変

動額

新株の発行 125 125   251

当第１四半期純損失   △3,484  △3,484

自己株式の取得    △49,996 △49,996

株主資本以外の項目の当第１四

半期連結会計期間中の変動額

（純額）

     

当第１四半期連結会計期間中の変

動額合計
125 125 △3,484 △49,996 △53,228

当第１四半期連結会計期間末残高 1,133,011 1,440,965 △525,914 △339,601 1,708,460

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

前連結会計年度末残高 △3,186 △3,186 14,369 1,772,872

当第１四半期連結会計期間中の変

動額

新株の発行    251

当第１四半期純損失    △3,484

自己株式の取得    △49,996

株主資本以外の項目の当第１四

半期連結会計期間中の変動額

（純額）

2,389 2,389 △502 1,887

当第１四半期連結会計期間中の変

動額合計
2,389 2,389 △502 △51,341

当第１四半期連結会計期間末残高 △797 △797 13,867 1,721,530
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当第１四半期連結会計期間（自平成19年７月１日　至平成19年９月30日）

（単位：千円）

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

前連結会計年度末残高 1,133,011 1,440,965 △475,395 △421,827 1,676,753

当第１四半期連結会計期間中の変

動額

当第１四半期純損失   △19,921  △19,921

自己株式の取得    △32,088 △32,088

株主資本以外の項目の当第１四

半期連結会計期間中の変動額

（純額）

     

当第１四半期連結会計期間中の変

動額合計
  △19,921 △32,088 △52,009

当第１四半期連結会計期間末残高 1,133,011 1,440,965 △495,317 △453,915 1,624,743

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

前連結会計年度末残高 △1,650 △1,650 13,158 1,688,262

当第１四半期連結会計期間中の変

動額

当第１四半期純損失    △19,921

自己株式の取得    △32,088

株主資本以外の項目の当第１四

半期連結会計期間中の変動額

（純額）

△3,030 △3,030 △4,106 △7,136

当第１四半期連結会計期間中の変

動額合計
△3,030 △3,030 △4,106 △59,146

当第１四半期連結会計期間末残高 △4,680 △4,680 9,052 1,629,115
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前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

（単位：千円）

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

前連結会計年度末残高 1,132,885 1,440,839 △522,430 △289,605 1,761,689

当連結会計年度中の変動額

新株の発行 125 125   251

当期純利益   50,220  50,220

自己株式の取得    △132,222 △132,222

子会社清算による減少額   △3,186  △3,186

株主資本以外の項目の当連結会

計年度中の変動額（純額）
     

当連結会計年度の変動額合計 125 125 47,034 △132,222 △84,935

当連結会計年度末残高 1,133,011 1,440,965 △475,395 △421,827 1,676,753

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

為替換算調
整勘定 

評価・換算
差額等合計

前連結会計年度末残高 － △3,186 △3,186 14,369 1,772,872

当連結会計年度中の変動額

新株の発行     251

当期純利益     50,220

自己株式の取得     △132,222

子会社清算による減少額     △3,186

株主資本以外の項目の当連結会

計年度中の変動額（純額）
△1,650 3,186 1,536 △1,210 325

当連結会計年度の変動額合計 △1,650 3,186 1,536 △1,210 △84,610

当連結会計年度末残高 △1,650 － △1,650 13,158 1,688,262
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(4）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　税金等調整前当期純利益  △14,960 53,147

２　減価償却費  9,553 46,848

 ３　のれん償却額  12,886 50,562

 ４　子会社株式売却益  ― △16,877

５　固定資産除却損  192 756

６　貸倒引当金の増減額（減
少：△）

 ― △3,577

７　受取利息  △1,022 △727

８　投資有価証券売却益  ― △10,969

９　支払利息  1,650 1,591

10　売上債権の増減額（増
加：△）

 △15,576 △82,403

11　仕入債務の増減額（減
少：△）

 5,822 102,088

12　前渡金の増減額（増加：
△）

 ― △1,873

13　前受金の増減額（減少：
△）

 △21,569 6,787

14　未収入金の増減額（増
加：△）

 △3,024 134

15　未払金の増減額（減少：
△）

 7,546 4,945

16　その他  6,697 △6,765

小計  △11,803 143,668

17　利息の受取額  701 727

18　利息の支払額  △1,650 △1,591

19　法人税等の支払額  △3,889 △26,796

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △16,642 116,007
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　有形固定資産の取得によ
る支出

 △1,480 △23,853

２　無形固定資産の取得によ
る支出

 △2,365 △80,697

３　投資有価証券の取得によ
る支出

 △300 △260,750

４　投資有価証券の売却によ
る収入

 ― 30,250

５　出資金の払込による支
出 

 ― △21,000

６　新規連結子会社株式の取
得による支出

 ※２ △367 ―

７　連結子会社株式の売却に
よる収入 

 ※３ ― 27,341

８　持分法適用関連会社株式
の追加取得による支出 

 ※２ ― △149,221

９　貸付けによる支出  △5,000 △32,000

10　貸付金の回収による収入  1,730 882

11　その他  12,600 138

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 4,816 △508,909
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　短期借入れによる収入  200,000 150,000

２　短期借入金の返済による
支出

 ― △247,146

３　長期借入金の返済による
支出

 △1,512 △14,470

４　株式の発行による収入  ― 251

 ５　自己株式の取得による支
出

 △32,088 △122,435

６　その他  △4,106 △837

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 162,293 △234,637

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

 150,467 △627,538

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 426,983 1,054,522

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 577,451 426,983
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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

 前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　８社

連結子会社の名称

データベース・コミュニケーション

ズ株式会社

Database CommunicationsUSA,INC.

デジアナコミュニケーションズ株式

会社

株式会社ウェブ・ポート

株式会社気象サービス

株式会社エフピーコミュニケーショ

ンズ

株式会社オルタスクリエイト

株式会社イー・アライアンス

連結子会社の数　　　　８社

連結子会社の名称

データベース・コミュニケーション

ズ株式会社

デジアナコミュニケーションズ株式

会社

株式会社ウェブ・ポート

株式会社FPアドバイザーズ

株式会社オルタス

株式会社イー・アライアンス

株式会社ライツアパートメント

株式会社メディアアパートメント

株式会社メディアアパートメント

については新たに平成19年８月に

株式を取得したことから当第１四

半期連結会計期間より連結対象と

しております。

連結子会社の数　　　　７社

連結子会社の名称

データベース・コミュニケーション

ズ株式会社

デジアナコミュニケーションズ株式

会社

株式会社ウェブ・ポート

株式会社FPアドバイザーズ

株式会社オルタス

株式会社イー・アライアンス

株式会社ライツアパートメント

株式会社ライツアパートメントに

ついては新たに株式を取得したこ

とから当連結会計年度より連結対

象としております。

Database Communications USA, 

Inc.については当連結会計年度に

おいて清算したため連結の範囲か

ら除外しております。

なお、株式会社オルタスクリエイ

トは平成19年１月１日付で株式会

社オルタスへ商号を変更しており、

株式会社エフピーコミュニケーショ

ンズは平成19年６月25日付で株式

会社FPアドバイザーズへ商号を変

更しております。

前連結会計年度まで連結子会社と

しておりました株式会社気象サー

ビスは株式を売却したことにより、

連結子会社より除外しております。

なお売却日までの損益計算書、

キャッシュ・フロー計算書並びに

連結株主資本等変動計算書は連結

しております。

２　持分法の適用に関する事

項

持分法適用会社の数　０社

当第１四半期連結会計期間におい

て株式売却により株式会社クークー

を持分法の対象より除外しており

ます。

持分法適用会社の数　１社 

持分法適用会社の名称 

エグゼスタッフ株式会社

持分法適用会社の数　１社

持分法適用会社の名称

エグゼスタッフ株式会社

同社は平成19年３月の出資払い込

みにより、当連結会計年度より関

連会社となりました。 

また、当連結会計年度において株

式売却により株式会社クークーを

持分法の対象より除外しておりま

す。
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 前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社オル

タスクリエイト、株式会社イー・ア

ライアンスの第１四半期決算日は３

月31日であります。

　四半期連結財務諸表の作成に当

たって、これらの会社については、

第１四半期連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく四半期財務諸表を

使用しております。

　なお、その他の連結子会社の第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。

　連結子会社のうち、株式会社

イー・アライアンスの第１四半期決

算日は３月31日、株式会社メディア

アパートメントの第１四半期決算日

は６月30日であります。

　四半期連結財務諸表の作成に当

たって、これらの会社については、

第１四半期連結決算日現在で実施し

た仮決算に基づく四半期財務諸表を

使用しております。

　なお、その他の連結子会社の第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。

　連結子会社のうち、株式会社

イー・アライアンスの決算日は12月

31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たって、

連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しておりま

す。

　また、株式会社オルタスにつきま

しては、平成18年12月25日開催の会

社法第319条による株主総会に基づ

き、定款の一部変更が決議され、決

算日を12月31日より６月末日に変更

いたしました。変更の理由は親会社

と事業年度を一致させることにより、

経営計画の策定、業績管理、連結決

算への対応など経営全般にわたって、

より効果的な事業展開を図るための

ものであります。なお、平成18年１

月１日から始まる事業年度は平成18

年12月31日までとし、平成19年１月

１日から始まる事業年度は平成19年

６月30日までとしております。

　その他の連結子会社の決算日は連

結決算日と一致しております。

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

― 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採

用しております。

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

なお、投資事業組合による持

分の会計処理については、出資

に関わる投資事業組合の持分を

適正に評価するために、持分相

当額の損益を、投資有価証券を

増減する方法で計上しておりま

す。　

時価のないもの

同左

②たな卸資産

貯蔵品　　　

最終仕入原価法によっており

ます。　　

仕掛品

個別法による原価法によって

おります。

②たな卸資産

貯蔵品　

― 

仕掛品　

同左

②たな卸資産

貯蔵品　

― 

仕掛品　

同左
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 前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

建物61年

建物附属設備15年

器具及び備品６年

(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

イ　平成19年３月31日以前に取

得したもの

法人税法に規定する旧定率法

ロ　平成19年４月１日以降に取

得したもの 

法人税法に規定する定率法 

なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

建物附属設備15年

車両運搬具６年

器具及び備品６年

(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

イ　平成19年３月31日以前に取

得したもの

同左

ロ　平成19年４月１日以降に取

得したもの 

同左

②無形固定資産

イ　営業権

５年以内で均等額を償却してお

ります。

②無形固定資産

イ　営業権

―　　　　

②無形固定資産

イ　営業権

―　　　　

ロ　連結調整勘定

20年以内で均等償却を行ってお

ります。

なお、連結調整勘定については、

発生要素を分析のうえ、個々に

償却年数を見積もっております。

ロ　連結調整勘定

―　　　　

ロ　連結調整勘定

―　　　　

　　ハ　のれん

―　　　　

　　ハ　のれん

定額法を採用しております。

　　

なお、のれんのうち、営業権

については5年以内で均等額を

償却、連結調整勘定については

20年以内で均等償却を行ってお

り、連結調整勘定については、

発生要素を分析のうえ、個々に

償却年数を見積もっております。

　　ハ　のれん

同左

ニ　市場販売目的のソフトウェ

ア

見込販売数量に基づく償却額と

見込販売可能期間（３年）に基

づく均等配分額のいずれか大き

い額を計上する方法によってお

ります。

ニ　市場販売目的のソフトウェ

ア

同左

ニ　市場販売目的のソフトウェ

ア

同左

　　ホ　自社利用のソフトウェア

社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっ

ております。

　　ホ　自社利用のソフトウェア

同左

　　ホ　自社利用のソフトウェア

同左
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 前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）

(3）繰延資産の処理方法

　①新株発行費

　発生時の費用として処理して

おります。 

　②株式交付費 

―　　　　

 

(4）繰延資産の処理方法

　①新株発行費

―

　　　　

　②株式交付費 

―　　　　

 

(4）繰延資産の処理方法

　①新株発行費

―　　　　

 

　②株式交付費 

　発生時の費用として処理して

おります。 

(4）重要な引当金の計上基準

　①貸倒引当金

債権の貸倒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

特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

　①貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

　①貸倒引当金

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）その他四半期連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

(6）その他四半期連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(6）その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５　四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資

金の範囲

　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容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなってお

ります。

同左 同左
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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の変更
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）
― ― （有形固定資産の減価償却の方法）

　当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度
より、法人税法の改正（（所得税法等の一部を
改正する法律　平成19年３月30日　法律第６
号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政
令　平成19年３月30日　政令第83号））に伴い、
平成19年４月１日以降に取得したものについて
は、改正後の法人税法に基づく方法に変更して
おります。
　なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及
び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微
であります。

― ― （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）
　当連結会計年度より、「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　実務対応指針第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。

表示方法の変更
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）
― ― 　前連結会計年度において区分掲記しており

ました連結貸借対照表の無形固定資産の「営

業権」と「連結調整勘定」は、当連結会計年

度から「のれん」と表示しております。

　なお、当連結会計年度末における従来の無

形固定資産の「営業権」と「連結調整勘定」

に相当する金額は、以下の通りであります。

営業権　　　　 32,000千円 

連結調整勘定　657,276千円 

― ― 　前連結会計年度において営業外費用の内訳

として表示しておりました「新株発行費」は、

当連結会計年度より「株式交付費」として表

示する方法に変更しております。 

　前連結会計年度において「新株発行費」は

営業外費用の内訳として表示しておりました

が、当連結会計年度において「株式交付費」

は営業外費用の総額の10／100以下となったた

め、「その他」に含めて表示しております。

― ― 　前連結会計年度において区分掲記しており

ました連結キャッシュ・フロー計算書の営業

活動によるキャッシュ・フローの「営業権償

却額」と「連結調整勘定償却額」は、当連結

会計年度から「営業権償却額」と「連結調整

勘定償却額」を合算して「のれん償却額」と

表示しております。 

　なお、当連結会計年度における従来の営業

活動によるキャッシュ・フローの「営業権償

却額」と「連結調整勘定償却額」に相当する

金額は、以下の通りであります。 

営業権償却額　　　　 21,714千円 

連結調整勘定償却額　 28,848千円 
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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
（自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）

※１　減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額

89,395千円

※２　関係会社に対する資産

― 

 

 

 

 

 

※３　信託等による売掛債権譲渡高 

7,984千円

※１　減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額

      49,263千円

※２　関係会社に対する資産

投資有価証券　　　　　　　　　　

2,344千円

短期貸付金　 　　

5,000千円

未収入金　 　　

24千円

※３　信託等による売掛債権譲渡高 

26,709千円

※１　減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額

  　   45,747千円

※２　関係会社に対する資産

投資有価証券　　　　　　　　　　

1,924千円

 

 

 

 

※３　信託等による売掛債権譲渡高 

 8,054千円

（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７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）
※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

2,154千円

※２　買収関連費用の内容は次の通りでありま
す。

― 

※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

4,306千円

※２　買収関連費用の内容は次の通りでありま
す。

― 

※１　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

　11,710千円

※２　買収関連費用の内容は次の通りでありま
す。
買収案件仲介手数料 6,750千円

弁護士報酬 500

財務調査費用 1,800

その他 1,051

計 10,101
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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７月１日　至　平成18年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数
（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数
（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数
（株）

発行済株式

普通株式　（注） 149,529 10 ― 149,539

合計 149,529 10 ― 149,539

（注）普通株式の発行済株式総数の増加10株は、新株予約権の権利行使に基づく新株の発行による増加であります。 

 

２　自己株式に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数
（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数
（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数
（株）

自己株式

普通株式　（注） 5,332 1,423 ― 6,755

合計 5,332 1,423 ― 6,755

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,423株は、市場からの買取りによる増加であります。

 

３　新株予約権に関する事項

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） 
当第１四半期
連結会計期間

末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第１四半
期連結会計
期間増加

当第１四半
期連結会計
期間減少

当第１四半
期連結会計
期間末

提出会社

（親会社）

第８回新株予約権（注） 普通株式 9,270 ― 500 8,770 8,805

第９回新株予約権 普通株式 4,000 ― ― 4,000 4,704

連結子会社 ― ― ― ― ― ― 358

合計 ― ― ― ― ― 13,867

（注）第８回新株予約権の当第１四半期連結会計期間減少は、従業員の退職に基づく失効によるものであります。

 

４　配当金に関する事項

該当事項はありません。
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当第１四半期連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数
（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数
（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数
（株）

発行済株式

普通株式　 149,539 ― ― 149,539

合計 149,539 ― ― 149,539

 

２　自己株式に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数
（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数
（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数
（株）

自己株式

普通株式　（注） 10,055 3,199 ― 13,254

合計 10,055 3,199 ― 13,254

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,199株は、市場からの買取りによる増加であります。

 

３　新株予約権に関する事項

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） 
当第１四半期
連結会計期間

末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第１四半
期連結会計
期間増加

当第１四半
期連結会計
期間減少

当第１四半
期連結会計
期間末

提出会社

（親会社）

第８回新株予約権（注） 普通株式 8,650 ― 4,090 4,560 4,578

第９回新株予約権 普通株式 3,500 ― ― 3,500 4,116

連結子会社 ― ― ― ― ― ― 358

合計 ― ― ― ― ― 9,052

（注）第８回新株予約権の当第１四半期連結会計期間減少は、従業員の退職に基づく失効によるものであります。

 

４　配当金に関する事項

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７月１日　至　平成19年６月30日） 

１　発行済株式に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式　（注） 149,529 10 ― 149,539

合計 149,529 10 ― 149,539

（注）普通株式の発行済株式総数の増加10株は、新株予約権の権利行使に基づく新株の発行による増加であります。

 

２　自己株式に関する事項 

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

自己株式

普通株式　（注） 5,332 4,723 ― 10,055

合計 5,332 4,723 ― 10,055

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,723株は、市場からの買取りによる増加であります。

 

３　新株予約権に関する事項

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） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

第８回新株予約権（注） 普通株式 9,270 ― 620 8,650 8,684

第９回新株予約権（注） 普通株式 4,000 ― 500 3,500 4,116

連結子会社  ― ― ― ― ― ― 358

合計 ― ― ― ― ― 13,158

（注）１　第８回新株予約権及び第９回新株予約権の当連結会計年度減少は、従業員の退職に基づく失効によるものであ

ります。 

 

４　配当金に関する事項

該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の第１四半期期末残高と第１四半期連結貸

借対照表に記載されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定   577,451千円 現金及び預金勘定   426,983千円

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負

債の主な内訳

　株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出（純

額）との関係は次の通りであります。　

　　株式会社メディアアパートメント

流動資産 132千円

のれん 385

流動負債 △17

株式会社メディアアパートメントの株式取得

価額
500

株式会社メディアアパートメントの現金及び

現金同等物
132

差引：取得による支出 367

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負

債のな主な内訳 

　株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による支出（純

額）との関係は次の通りであります。　

　　株式会社ライツアパートメント

流動資産 31,104千円

固定資産 15,846

のれん 140,204

流動負債 △34,832

持分法による評価額 △272

株式会社ライツアパートメントの株式取得価

額
152,050

株式会社ライツアパートメントの現金及び現

金同等物
2,828

差引：取得による支出 149,221

※３　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債

の主な内訳

株式の売却により連結子会社でなくなったことに伴う売却時

の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入

（純額）との関係は次の通りであります。

　　株式会社気象サービス

流動資産 301,022千円

固定資産 158,149

流動負債 △173,910

のれん △32,139

株式売却益 16,877

株式会社気象サービスの株式売却価額 270,000

株式会社気象サービスの現金及び現金同等物 △242,658

差引：売却による収入 27,341
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（有価証券関係）

１　四半期連結会計期間中（連結会計年度中）に売却したその他有価証券

前第１四半期連結会計期間（自平成18年７月１日　至平成18年９月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

― ― ―

当第１四半期連結会計期間（自平成19年７月１日　至平成19年９月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

― ― ―

 

前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

30,250 10,969 ―

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前第１四半期連結会計期間末　

（平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度末

（平成19年６月30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）

四半期連結貸借対照表

計上額が取得原価を超

えないもの

株式 ― ― ― 12,000 7,320 4,680 12,000 10,350 1,650

小計 ― ― ― 12,000 7,320 4,680 12,000 10,350 1,650

― ― ― 12,000 7,320 4,680 12,000 10,350 1,650

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

前第１四半期連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間末

（平成19年９月30日）

前連結会計年度末

（平成19年６月30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）

その他有価証券    

(1）非上場株式 39,531 181,394 180,674

(2）公社債投資信託 20,164 ― ―

(3）投資事業有限責任組合出資金 ― 98,747 99,155

合計 59,695 280,141 279,829
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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末（平成18年９月30日）

当企業集団は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

当第１四半期連結会計期間末（平成19年９月30日）

同上

 

前連結会計年度末（平成19年６月30日）

同上

 

 

（退職給付関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年９月30日）

当企業集団は、退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。

 

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）

同上 

 

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

同上 
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（一株当たり情報）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日

　　至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額
11,959円77銭

１株当たり純資産額
      11,887円32銭

１株当たり純資産額
     12,009円29銭

１株当たり四半期純利益金額
△24円28銭

１株当たり四半期純利益金額
  △143円85銭

１株当たり当期純利益金額
     355円44銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額
－

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額
－

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
355円21銭

 

（注）１株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

通りであります。

 
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日

　　至　平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日

　　至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）

１株当たり四半期(当期）純利益金額    

四半期（当期）純利益（千円） △3,484 △19,921 50,220

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る四半期（当期）純利益（千円） △3,484 △19,921 50,220

普通株式の期中平均株式数（株） 143,519 138,485 141,290

    

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額
   

四半期（当期）純利益調整額（千円）  ―  ―  ―

普通株式増加数（株） 1,384  ― 92

（うち新株予約権） （1,384）  ― （92）

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（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８種類
（新株予約権の数22,223個）

新株予約権８種類
（新株予約権の数17,808個）
　　　　　　

新株予約権７種類
（新株予約権の数19,732個）

（重要な後発事象） 

　該当事項はありません。 
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(6）【セグメント情報】　

１　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７月１日　至平成18年９月30日）　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

プロモーショ

ン・メディア　

事業 

データベース　

関連事業

バリューアップ

事業
計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高       

(1）外部顧客に

対する売上高 
122,169 240,857 ― 363,027 ― 363,027

(2）セグメント

間の内部売上高

又は振替高 

1,750 2,285 ― 4,035 （4,035） ―

計 123,919 243,143 ― 367,063 （4,035） 363,027

営業費用 126,199 221,583 7,513 355,295 3,536 358,831

営業利益（又は

営業損失）
（2,279） 21,560 　　（7,513） 11,767 （7,571） 4,195

（注）１　事業区分は事業の内容によっております。

２　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の金額は56,029千円であり、その主なものは、

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

当第１四半期連結会計期間（自平成19年７月１日　至平成19年９月30日）　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

プロモーショ

ン・メディア　

事業 

データベース　

関連事業

バリューアップ

事業
計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高       

(1）外部顧客に

対する売上高
294,651 184,050 800 479,501 ― 479,501

(2）セグメント

間の内部売上高

又は振替 

58 3,666 ― 3,725 （3,725） ―

計 294,709 187,716 800 483,226 （3,725） 479,501

営業費用 304,806 185,661 13,639 504,107 （9,849） 494,257

営業利益（又は

営業損失） 
（10,096） 2,055 （12,839） （20,880） 6,124 （14,755） 

（注）１　事業区分は事業の内容によっております。

２　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の金額は69,992千円であり、その主なものは、

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 
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前連結会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 

プロモーショ

ン・メディア　

事業 

データベース　

関連事業

バリューアップ

事業
計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高       

(1）外部顧客に

対する売上高
716,885 995,332 11,200 1,723,417 ― 1,723,417

(2）セグメント

間の内部売上高

又は振替高

2,785 9,494 ― 12,279 (12,279) ―

計 719,671 1,004,826 11,200 1,735,697 (12,279) 1,723,417

営業費用 707,272 938,821 34,061 1,680,156 14,620 1,694,776

営業利益（又は

営業損失） 
12,398 66,004 (22,861) 55,541 (26,900) 28,640

Ⅱ　資産、減価

償却費及び資本

的支出

      

資産 535,944 412,878 53,541 1,002,364 978,294 1,980,658

減価償却費 3,926 34,424 ― 38,350 6,281 44,632

資本的支出 58,029 53,181 ― 111,210 953 112,164

（注）１　事業区分は事業の内容によっております。

　　　２　各区分に属する主要な事業の内容

事業区分 事業内容

プロモーション・

メディア事業

・プロモーションプランニング

・プロモーション受託制作

・広告メディアの提供

・ブロードバンド配信コンテンツ制作

・クロスメディアプロモーション

データベース関連事業

■　CRMサービス事業

・インターネット、音声/FAX自動応答を利用した顧客コンタクトサービ

スの提供

・顧客管理データベースサービスの提供

・システム開発受託

■　データベース・コンテンツ事業

・データベースプロダクトの提供

・データベース保守サービスの提供

・気象コンテンツサービスの提供

・特許管理サービス、プロダクトの提供

バリューアップ事業
・企業の提携、合併、買収に関する調査、分析、アドヴァイザリーサー

ビスの提供

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の金額は227,346千円であり、その主なものは、

当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は448,974千円であり、その主なものは、当社での余

資運用資金（現金及び預金）、管理部門に係る資産等であります。
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２　所在地別セグメント情報 

前四半期連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％超で

あるため、記載を省略しております。

 

当四半期連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）

同上

 

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

同上

 

 

３　海外売上高 

前四半期連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年９月30日）

全て国内の売上であるため、該当事項はありません。

 

当四半期連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）

同上

 

前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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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９月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

前会計年度末
（平成19年６月30日）

区分 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 416,419 228,347 81,547

２　前払費用 － 1,261 1,676

３　短期貸付金 16,000 66,000 61,000

４　未収入金 － 69,279 39,311

５　その他 68,643 － －

流動資産合計 501,063 29.5 364,889 21.4 183,535 12.0

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産       

　（1）建物 29,362  29,606  29,362  

　（2）器具及び備品 10,001  9,064  9,064  

 　　減価償却累計額 △11,295  △15,674  △14,484  

有形固定資産合計 28,068 1.6 22,996 1.3 23,943 1.5

２　無形固定資産       

　（1）ソフトウェア 1,355  994  1,084  

　（2）その他　 446  446  446  

無形固定資産合計 1,802 0.1 1,441 0.1 1,531 0.1

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 35,531 271,577 274,005

(2）関係会社株式 1,036,542 955,351 955,351

(3）出資金 － 21,000 21,000

(4）関係会社長期貸付金 54,000 28,000 29,500

(5）敷金　 － 43,822 43,822

(6）その他 43,822 － －

投資その他の資産合計 1,169,895 68.8 1,319,751 77.2 1,323,679 86.4

固定資産合計 1,199,766 70.5 1,344,188 78.6 1,349,153 88.0

資産合計 1,700,829 100.0 1,709,077 100.0 1,532,689 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　短期借入金 － 200,000 －

２　未払金 － 27,643 21,195

３　未払法人税等 － 653 950

４　未払消費税等 － 1,862 277

５　預り金 104,988 2,769 2,997

６　その他 20,445 － －

流動負債合計 125,433 7.4 232,928 13.6 25,420 1.7

負債合計 125,433 7.4 232,928 13.6 25,420 1.7
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前第１四半期会計期間末
（平成18年９月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

前会計年度末
（平成19年６月30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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   1,133,011 66.6  1,133,011 66.3  1,133,011 73.9

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  434,297   284,297   284,297   

(2）その他資本剰余金  663,698   813,698   813,698   

資本剰余金合計   1,097,996 64.6  1,097,996 64.2  1,097,996 71.6

３　利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  △329,519   △306,516   △313,611   

利益剰余金合計   △329,519 △19.4  △306,516 △17.9  △313,611 △20.4

４　自己株式   △339,601 △20.0  △453,915 △26.6  △421,827 △27.5

株主資本合計   1,561,886 91.8  1,470,575 86.0  1,495,568 97.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１　その他有価証券評価
差額金

  － －  △3,120 △0.2  △1,100 △0.1

　　　評価・換算差額等合
計

  － －  △3,120 △0.2  △1,100 △0.1

Ⅲ　新株予約権   13,509 0.8  8,694 0.5  12,800 0.8

純資産合計   1,575,395 92.6  1,476,149 86.4  1,507,268 98.3

負債及び純資産合計   1,700,829 100.0  1,709,077 100.0  1,532,689 100
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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７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益 48,003 100.0 76,633 100.0 199,724 100.0

Ⅱ　営業費用 56,029 116.7 69,992 91.3 227,346 113.8

営業利益又は営業損失
(△）

△8,026 △16.7 6,641 8.7 △27,622 △13.8

Ⅲ　営業外収益

１　受取利息 332 801 1,788

２　投資有価証券売却益 － － 10,969

３　受取手数料 － － 2,000

４　受取出向料 － 1,332 3,104

５　その他 87 420 0.9 466 2,600 3.4 991 18,854 9.4

Ⅳ　営業外費用

１　支払利息 606 1,452 606

２　投資事業組合損失 － 407 844

３　固定資産除却損 － － 262

４　その他 2,839 3,445 7.2 0 1,861 2.4 319 2,032 1.0

経常利益又は経常損失
(△）

△11,051 △23.0 7,379 9.6 △10,800 △5.4

Ⅴ　特別利益

１　子会社株式売却益 － － 20,080

２　外形標準課税還付金 － － － － － － 6,428 26,508 13.3

Ⅵ　特別損失

１　買収関連費用 － － － － － － 10,101 10,101 5.1

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
（△）

△11,051 △23.0 7,379 9.6 5,605 2.8

法人税、住民税及び事
業税

252 284 1,002

法人税等調整額 － 252 0.5 － 284 0.4 － 1,002 0.5

第１四半期（当期）純
利益又は第１四半期純
損失（△）

△11,304 △23.5 7,095 9.3 4,603 2.3

    

㈱フュージョンパートナー（4845）平成 20 年６月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 33 －



(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７月１日　至平成18年９月30日）

（単位：千円）

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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

 その他利益

剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

前事業年度末残高 1,132,885 434,171 663,698 1,097,870 △318,214 △318,214 △289,605 1,622,935

当第１四半期会計期間中の変動

額

新株の発行 125 125  125    251

当第１四半期純損失     △11,304 △11,304  △11,304

自己株式の取得       △49,996 △49,996

株主資本以外の項目の当第１

四半期会計期間中の変動額

（純額）

        

当第１四半期会計期間中の変動

額合計
125 125  125 △11,304 △11,304 △49,996 △61,048

当第１四半期末残高 1,133,011 434,297 663,698 1,097,996 △329,519 △329,519 △339,601 1,561,886

新株予約権 純資産合計

前事業年度末残高 14,011 1,636,946

当第１四半期会計期間中の変動

額

新株の発行  251

第１四半期純損失  △11,304

自己株式の取得  △49,996

株主資本以外の項目の当第１

四半期会計期間中の変動額

（純額）

△502 △502

当第１四半期会計期間中の変動

額合計
△502 △61,550

当第１四半期末残高 13,509 1,575,395
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当第１四半期会計期間（自平成19年７月１日　至平成19年９月30日）

（単位：千円） 

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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

 その他利益

剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

前事業年度末残高 1,133,011 284,297 813,698 1,097,996 △313,611 △313,611 △421,827 1,495,568

当第１四半期会計期間中の変動

額

当第１四半期純利益     7,095 7,095  7,095

自己株式の取得       △32,088 △32,088

株主資本以外の項目の当第１

四半期会計期間中の変動額

（純額）

        

当第１四半期会計期間中の変動

額合計
    7,095 7,095 △32,088 △24,993

当第１四半期末残高 1,133,011 284,297 813,698 1,097,996 △306,516 △306,516 △453,915 1,470,575

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計 

前事業年度末残高 △1,100 △1,100 12,800 1,507,268

当第１四半期会計期間中の変動

額

当第１四半期純利益    7,095

自己株式の取得    △32,088

株主資本以外の項目の当第１

四半期会計期間中の変動額

（純額）

△2,020 △2,020 △4,106 △6,126

当第１四半期会計期間中の変動

額合計
△2,020 △2,020 △4,106 △31,119

当第１四半期末残高 △3,120 △3,120 8,694 1,476,149
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前会計年度（自平成18年７月１日　至平成19年６月30日）

（単位：千円） 

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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

 その他利益

剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

前会計年度末残高 1,132,885 434,171 663,698 1,097,870 △318,214 △318,214 △289,605 1,622,935

当会計年度中の変動額

新株の発行 125 125  125    251

資本準備金からその他資本剰余

金への振替 
 △150,000 150,000      

当期純利益     4,603 4,603  4,603

自己株式の取得       △132,222 △132,222

株主資本以外の項目の当会計

年度中の変動額（純額）
        

当会計年度の変動額合計 125 △149,874 150,000 125 4,603 4,603 △132,222 △127,367

当会計年度末残高 1,133,011 284,297 813,698 1,097,996 △313,611 △313,611 △421,827 1,495,568

 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

前会計年度末残高   14,011 1,636,946

当会計年度中の変動額

新株の発行    251

資本準備金からその他資本剰

余金への振替 
    

当期純利益    4,603

自己株式の取得    △132,222

株主資本以外の項目の当会計

年度中の変動額（純額）
△1,100 △1,100 △1,210 △2,310

当会計年度の変動額合計 △1,100 △1,100 △1,210 △129,677

当会計年度末残高 △1,100 △1,100 12,800 1,507,268
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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 

 
前第１四半期会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

有価証券

イ　子会社株式

　移動平均法による原価法

有価証券

イ　子会社株式

同左

有価証券

イ　子会社株式

同左

ロ　その他有価証券

時価のあるもの　

―

時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ　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。  

ロ　その他有価証券

時価のあるもの　

同左

時価のないもの　

　同左

時価のないもの　

同左

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、主な耐用年数は以下

　の通りであります。

建物（建物付属設備）　15年

器具及び備品　　　　　６年

(1）有形固定資産

イ　平成19年３月31日以前に取得

したもの 

　法人税法に規定する旧定率法

ロ　平成19年４月１日以降に取得

したもの 

　法人税法に規定する定率法

　なお、主な耐用年数は以下

の通りであります。

建物（建物付属設備）15年

器具及び備品　６年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェア

　社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定

額法によっております。

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェア

同左

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェア

同左

３　繰延資産の処理方法 （1）新株発行費

　　　発生時の費用として処理して

おります。

（1）新株発行費

 ―

（1）新株発行費

 ―

（2）株式交付費

 ―

（2）株式交付費

　　　発生時の費用として処理して

おります。

 

 ―

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。

同左 同左

５　その他四半期財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第１四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

― ―  （有形固定資産の減価償却の方法）

 当社は、当事業年度より、法人税

法の改正（（所得税法等の一部を改

正する法律　平成19年３月30日　法

律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令　平成19年３月

30日　政令第83号））に伴い、平成

19年４月１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。

 なお、この変更に伴う営業損失、

経常損失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。

― ― （繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い）

　当事業年度より、「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　実務対応指針第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。

表示方法の変更 

前第１四半期会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

― ― 前事業年度において営業外費用の

内訳として表示しておりました「新

株発行費」は、当事業年度より「株

式交付費」として表示する方法に変

更しております。 

 前事業年度において「新株発行費」

は営業外費用の内訳として表示して

おりましたが、当事業年度において

「株式交付費」は営業外費用の総額

の10／100以下となったため、「その

他」に含め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
（自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※１　関係会社に対する債権

未収入金 56,820千円

短期貸付金 16,000千円

長期貸付金 54,000千円

※１　関係会社に対する債権

未収入金 66,742千円

短期貸付金 66,000千円

長期貸付金 28,000千円

※１　関係会社に対する債権

未収入金 37,863千円

短期貸付金 61,000千円

長期貸付金 29,500千円

（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７月１日
至　平成18年９月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

前会計年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※１　営業費用の内訳は以下の通りであ

ります。

役員報酬 6,920千円

給料 15,597

福利厚生費 2,228

旅費交通費  2,007

支払手数料 19,704

賃借料   2,069

減価償却費   1,538

その他 5,963 

合計 56,029

※２　関係会社との取引

受取管理手数料 48,003千円

受取出向料 ― 

※１　営業費用の内訳は以下の通りであ

ります。

役員報酬 14,300千円

給料 11,616

福利厚生費 2,459

旅費交通費  2,515

支払手数料 25,994

賃借料   2,065

減価償却費   1,281

その他 9,759 

合計 69,992

※２　関係会社との取引

受取管理手数料 76,633千円

受取出向料 1,332 

※１　営業費用の内訳は以下の通りであ

ります。

役員報酬 63,153千円

給料 47,052

福利厚生費 9,405

旅費交通費  8,708

支払手数料 53,917

賃借料   8,577

減価償却費   6,281

その他 30,250 

合計 227,346

※２　関係会社との取引

受取管理手数料 199,724千円

受取出向料 3,104 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

前四半期会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年９月30日） 

　自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前会計年度末株式数
（株）

当四半期会計期間増
加株式数（株）

当四半期会計期間減
少株式数（株）

当四半期会計期間末
株式数（株）

自己株式

普通株式　（注） 5,332 1,423 ― 6,755

合計 5,332 1,423 ― 6,755

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,423株は、市場からの買取りによる増加であります。

 

当四半期会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年９月30日）  

　自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前会計年度末株式数
（株）

当四半期会計期間増
加株式数（株）

当四半期会計期間減
少株式数（株）

当四半期会計期間末
株式数（株）

自己株式

普通株式　（注） 10,055 3,199 ― 13,254

合計 10,055 3,199 ― 13,254

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,199株は、市場からの買取りによる増加であります。

 

前会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日） 

　自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

自己株式

普通株式　（注） 5,332 4,723 ― 10,055

合計 5,332 4,723 ― 10,055

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,723株は、市場からの買取りによる増加であります。

 

（有価証券関係） 

 前第１四半期会計期間末（平成18年９月30日）

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 

 当第１四半期会計期間末（平成19年９月30日）

 同上

 

 前会計年度末（平成19年６月30日）

 同上
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（一株当たり情報） 

前第１四半期会計期間
（自　平成18年７月１日

　　至　平成18年９月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年７月１日

　　至　平成19年９月30日）

前会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額
10,938円80銭

１株当たり純資産額
      10,767円55銭

１株当たり純資産額
     10,714円26銭

１株当たり四半期純利益金額
△78円76銭

１株当たり四半期純利益金額
  51円23銭

１株当たり当期純利益金額
     32円58銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額
－

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額
 51円23銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
32円56銭

 

（注）　１株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定上の基礎は、以下

の通りであります。

 
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年７月１日

　　至　平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年７月１日

　　至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年７月１日

　　至　平成19年６月30日）

１株当たり四半期(当期）純利益金額    

四半期（当期）純利益（千円） △11,304 7,095 4,603

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る四半期（当期）純利益（千円） △11,304 7,095 4,603

普通株式の期中平均株式数（株） 143,519 138,485 141,290

    

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額
   

四半期（当期）純利益調整額（千円）  ―  ―  ―

普通株式増加数（株） 1,384  ― 92

（うち新株予約権） （1,384）  ― （92）

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（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８種類
（新株予約権の数22,223個）

新株予約権８種類
（新株予約権の数17,808個）
　　　　　　

新株予約権７種類
（新株予約権の数19,732個）

（重要な後発事象） 

　該当事項はありません。 

 

㈱フュージョンパートナー（4845）平成 20 年６月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 41 －


