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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】

提出会社の経営指標等

　

回次
第11期

第２四半期累計期間
第11期

第２四半期会計期間
第10期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 1,585,201 800,478 2,869,664

経常利益 (千円) 211,682 102,614 422,441

四半期(当期)純利益 (千円) 114,777 59,002 231,753

持分法を適用した場合の
投資利益又は投資損失(△)

(千円) 7,004 △8,298 △5,085

資本金 (千円) ― 523,328 523,328

発行済株式総数 (株) ― 51,636 51,636

純資産額 (千円) ― 1,363,695 1,326,163

総資産額 (千円) ― 2,654,535 2,501,655

１株当たり純資産額 (円) ― 29,229.98 28,425.51

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 2,460.19 1,264.68 4,967.50

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 1,500

自己資本比率 (％) ― 51.4 53.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 256,880 ― 254,557

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △90,225 ― △69,242

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △69,622 ― △44,183

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 1,483,222 1,386,184

従業員数 (名) ― 88 78

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成していませんので、「連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」につい

ては記載していません。

２　売上高には、消費税等は含まれていません。

３　「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益」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

いため記載していません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業

の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間おいて、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 88(10)

(注) １　従業員数は就業人員であり、正社員です。

２　上記従業員には使用人兼務役員３名が含まれています。

３　臨時雇用者数は(　)内に嘱託契約の従業員及びアルバイトの当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載し

ています。
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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

当第２四半期会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

(サービス事業)

サービス事業では生産を行っていないため、生産実績の記載事項はありません。

　

(受託事業)

事業部門 生産高(千円)

受託事業 6,631

合計 6,631

(注) １　上記の金額は、製造原価によっています。
２　上記の金額には、消費税等は含まれていません。

　

(2) 仕入実績

当第２四半期会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

(サービス事業)

サービス事業では仕入を行っていないため、仕入実績の記載事項はありません。

　

(受託事業)

受託事業では仕入を行っていないため、仕入実績の記載事項はありません。

　

(3) 受注実績

当第２四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

(サービス事業)

サービス事業では受注生産を行っていないため、受注実績の記載事項はありません。

　

(受託事業)

事業部門 受注高(千円) 受注残高(千円)

受託事業 112,985 ―

合計 112,985 ―

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれていません。

　

EDINET提出書類

株式会社Ｅストアー(E05218)

四半期報告書

 4/35



(4) 販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門 販売高(千円)

サービス事業 687,492

受託事業 112,985

合計 800,478

(注) １　当第２四半期会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の

とおりです。

　

相手先

当第２四半期会計期間

販売高(千円) 割合(％)

株式会社テレウェイヴリンクス 105,241 13.1

２　上記の金額には、消費税等は含まれていません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当社では、当事業年度を、顧客数に応じた収入（ストック）から顧客の売上高に応じた収入（フロー）

への収益構造切り替えの元年と位置付けており、そのための準備を前事業年度より進めてまいりました。

当第２四半期累計期間においては、その一層の強化を目的として、① 当社顧客の集客を促進する

「ショッピングフィード」の高速化や送客増強のための各種施策、② Ｅコマース成功パッケージ

「ショップサーブ」の積極的な販売促進活動、③ 早期開店により「売れる」ウェブショップ作りを実現

する安価なページ制作の提供、の３点に重点をおき人的資源及び機材の投下を行いました。

以上の結果、当第２四半期会計期間における当社サービス全体での新規契約件数は2,568件、累計契約

件数は46,650件となり、販売促進活動による直販契約件数の順調な推移や、決済代行売上の増加などによ

り、売上高は800,478千円、営業利益は101,516千円、経常利益は102,614千円となりました。なお、当第２四

半期会計期間においては、フロー構造の構築のための積極的な投資を予定通り消化し、期初に見込んだ計

画通りの利益率となっております。また、特別損失として投資有価証券評価損1,868千円を計上したため

に、当四半期純利益は59,002千円となりました。

また、当第２四半期累計期間においては、売上高は1,585,201千円、営業利益は210,374千円、経常利益は

211,682千円、当四半期純利益は114,777千円となりました。

第３四半期以降につきましても、順調に立ち上がっているフロー収益の加算策にむけて、引き続き、積

極的な人的資源及び機材の投下と、中長期的な戦略としての「ショッピングフィード」「ショップサー

ブ」をはじめとする顧客の売上増大のための施策を進めるとともに、上期に投下したコストを活かし、よ

り多くの顧客店舗の成功事例を作り、当社収益の増加を目指してまいります。

なお、今後の景気動向については予断を許さないものの、創業理念通りに「小×多」の事業構造の展開
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を続けていることから、現時点においての不況による影響は皆無である事を確認しており、また、今後も

大きな影響はないと考えております。

　

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(サービス事業)

当第２四半期会計期間のサービス事業の売上は687,492千円となり、その主な内訳は、オプションを

含め「レンタルサーバー」295,986千円、「ストアツール」48,418千円、「ショップサーブ」311,452千

円となっております。

(受託事業)

当第２四半期会計期間の受託事業の売上は112,985千円（構成比14.1％）となり、その主な内訳は、

平成16年７月の株式会社テレウェイヴとの業務提携に基づく同社グループの技術部門の業務（ＩＴ

サービスの構築と運営）受託と、ＯＥＭによる供給を行ったことによるものです。

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期会計期間末における総資産は2,654,535千円となり、前事業年度末比で152,880千円増加

いたしました。

当第２四半期会計期間における財政状態の変動状況は次のとおりです。

(資産)

当第２四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末比で152,880千円増加し、2,654,535千

円となりました。これは主に、現金及び預金の増加97,037千円、ソフトウェア開発等による無形固定資

産の増加41,811千円、投資有価証券の再評価等による減少19,583千円によるものです。

(負債)

当第２四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末比で115,348千円増加し、1,290,840千

円となりました。これは主に、当社顧客の決済代行に伴う預り金の増加135,459千円、買掛金の増加

15,329千円、前受金の減少17,508千円によるものです。

(純資産)

当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末比で37,531千円増加し、1,363,695

千円となりました。これは、平成20年３月期の配当金が69,981千円あったものの、当第２四半期純利益

として114,777千円を計上したことによります。これにより自己資本比率は51.4％（前事業年度末比

1.6ポイント減）となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前四半期会

計期間末に比べ99,714千円増加し、1,483,222千円となりました。

当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により増加した資金は175,407千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益100,569

千円、当社顧客の決済代行額等の増加による預り金の増加40,493千円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により減少した資金は62,488千円となりました。これは主に、サーバー購入等による有形固

定資産の取得に伴う支出29,066千円、ソフトウェア開発等による無形固定資産の取得に伴う支出

32,221千円によるものです。
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(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により減少した資金は13,199千円です。これは、配当金の支払によるものです。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期会計期間の研究開発費の総額は13千円であります。
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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２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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 206,544

計 206,544

　

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９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成20年11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 51,636 51,636
大阪証券取引所（ニッポン
・ニュー・マーケット－
「ヘラクレス」市場）

完全議決権株式
であり、権利内
容に何ら限定の
ない当社におけ
る標準となる株
式

計 51,636 51,636 ― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成20年11月１日から本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。

　

EDINET提出書類

株式会社Ｅストアー(E05218)

四半期報告書

10/35



(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおり

であります。

　

株主総会の特別決議日（平成17年６月24日）

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数(個) 1,449

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

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) 1,449

新株予約権の行使時の払込金額(円) 320,000

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成27年３月31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　　320,000
資本組入額　160,000

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時にお
いても、当社の取締役、監査役及び従業員であることを
要する。ただし、社命による転籍の場合は除く。
② 対象者のうち、社外協力者は新株予約権の行使時に
おいても、社外協力者であることを要する。
③ 権利を与えられた者が死亡した場合は、その死亡時
において本人が行使しうる株式数を上限として６ヵ月
以内（ただし、新株予約権の行使期間の末日までとす
る）に相続人の行使を認める。なお、行使開始日以前に
死亡した場合は、相続を認めない。
④ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない
ものとする。
⑤ この他の条件は、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ところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するに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) １  新株予約権発行日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

 調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　

　　　また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式を処分する場合（平成14年４月１日改正後の旧商法第

280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。

　

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　

２　19名退職により、新株予約権の数391個と新株予約権の目的となる株式の数391株は失権しております。
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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30日 ― 51,636― 523,328― 134,852

　

EDINET提出書類

株式会社Ｅストアー(E05218)

四半期報告書

12/35



(5) 【大株主の状況】

平成20年９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(％)

株式会社テレウェイヴ　　 東京都新宿区西新宿２―４―１　 15,491 30.00

株式会社ユニコム　 東京都港区西新橋１―１０―２ 10,200 19.75

水　谷　　量　材　　 大阪府池田市 3,605 6.98

石　村　　賢　一　　 東京都港区 2,850 5.51

内　山　　　洋　　 東京都渋谷区 769 1.48

日　野　　秀　一　　　　 京都府京都市左京区 420 0.81

大阪証券金融株式会社　 大阪府大阪市中央区北浜２―４－６ 280 0.54

氣　谷　　忠　征 大阪府堺市堺区 200 0.38

佐　藤　　武　志　　 神奈川県茅ケ崎市 195 0.37

加　藤　　鉄　雄　　　 福島県耶麻郡 170 0.32

計 ― 34,180 66.19

(注)　上記のほか、当社所有の自己株式4,982株（9.64％）があります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　　平成20年９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)
(自己保有株式)
　　　普通株式    4,982 

― ―

完全議決権株式(その他) 　　　普通株式   46,654 46,654 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 51,636 ― ―

総株主の議決権 ― 46,654 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が75株（議決権75個）が含　　ま

れております。

　

② 【自己株式等】

　　平成20年９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(％)

（自己保有株式）
株式会社Ｅストアー

東京都港区西新橋
１－10－２

4,982 ― 4,982 9.64

計 ― 4,982 ― 4,982 9.64

　

　

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４月　

　　　
５月 ６月 ７月　　　　 ８月 ９月

最高(円) 73,800 88,800 81,800 74,800 70,000 69,000

最低(円) 69,000 73,500 71,600 67,500 50,100 51,600

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」市場における株価を記載し

ています。
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３ 【役員の状況】

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

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

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２四半期会計期間(平成20年７月１日か

ら平成20年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

「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）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理

的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

　① 資産基準　　　　　0.3％

　② 売上高基準　　　　 ―％

　③ 利益基準　　　　△0.1％

　④ 利益剰余金基準　△0.3％

　※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,483,222 1,386,184

売掛金 360,893 347,339

たな卸資産 13,601 13,512

前渡金 1,954 6,277

その他 124,128 111,912

貸倒引当金 △6,430 △5,877

流動資産合計 1,977,369 1,859,349

固定資産

有形固定資産

工具、器具及び備品（純額） 188,494 178,306

その他（純額） 8,067 8,785

有形固定資産合計 ※１
 196,561

※１
 187,092

無形固定資産 90,555 48,744

投資その他の資産

投資有価証券 253,646 273,230

敷金 92,861 92,861

その他 53,541 94,594

貸倒引当金 △10,000 △54,217

投資その他の資産合計 390,049 406,469

固定資産合計 677,166 642,305

資産合計 2,654,535 2,501,655

負債の部

流動負債

買掛金 86,584 71,254

未払金 101,894 101,953

未払法人税等 76,698 86,770

賞与引当金 41,864 38,805

前受金 118,720 136,229

預り金 841,180 705,721

その他 23,896 34,756

流動負債合計 1,290,840 1,175,491

負債合計 1,290,840 1,175,491
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 523,328 523,328

資本剰余金 539,408 539,408

利益剰余金 961,062 916,265

自己株式 △661,116 △661,116

株主資本合計 1,362,683 1,317,886

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,012 8,276

評価・換算差額等合計 1,012 8,276

純資産合計 1,363,695 1,326,163

負債純資産合計 2,654,535 2,501,655
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　(2) 【四半期損益計算書】
　　　　【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年９月30日)

売上高 1,585,201

売上原価 783,903

売上総利益 801,298

販売費及び一般管理費 ※１
 590,923

営業利益 210,374

営業外収益

受取利息 493

受取配当金 163

雑収入 683

営業外収益合計 1,340

営業外費用

雑損失 33

営業外費用合計 33

経常利益 211,682

特別損失

固定資産除却損 176

投資有価証券評価損 15,464

特別損失合計 15,641

税引前四半期純利益 196,040

法人税、住民税及び事業税 73,659

法人税等調整額 7,603

法人税等合計 81,262

四半期純利益 114,777
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　　　　【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
 (自 平成20年７月１日
   至 平成20年９月30日)

売上高 800,478

売上原価 405,212

売上総利益 395,265

販売費及び一般管理費 293,748

営業利益 101,516

営業外収益

受取利息 402

受取配当金 149

雑収入 552

営業外収益合計 1,104

営業外費用

雑損失 6

営業外費用合計 6

経常利益 102,614

特別損失

固定資産除却損 176

投資有価証券評価損 1,868

特別損失合計 2,045

税引前四半期純利益 100,569

法人税、住民税及び事業税 55,943

法人税等調整額 △14,375

法人税等合計 41,567

四半期純利益 59,002
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　(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 196,040

減価償却費 47,725

貸倒引当金の増減額（△は減少） 553

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,058

受取利息及び受取配当金 △657

為替差損益（△は益） △4

有形固定資産除却損 176

投資有価証券評価損益（△は益） 15,464

売上債権の増減額（△は増加） △31,062

仕入債務の増減額（△は減少） 19,651

未払金の増減額（△は減少） △17,146

預り金の増減額（△は減少） 135,459

その他の資産の増減額（△は増加） △18,004

その他の負債の増減額（△は減少） △11,225

小計 340,030

利息及び配当金の受取額 657

法人税等の支払額 △83,807

営業活動によるキャッシュ・フロー 256,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △48,557

無形固定資産の取得による支出 △33,538

関係会社株式の取得による支出 △8,130

貸付けによる支出 △8,000

貸付金の回収による収入 8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △69,622

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,622

現金及び現金同等物に係る換算差額 4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 97,037

現金及び現金同等物の期首残高 1,386,184

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,483,222
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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等の変更】

当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。
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【簡便な会計処理】

　 当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

 １   一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業

年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用し

て貸倒見積高を算定しております。

　

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　428,068千円※１　有形固定資産の減価償却累計額　　393,868千円
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(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 88,764千円

販売促進費 20,273

代理店手数料 102,776

役員報酬 46,574

給与 91,894

賞与引当金繰入額 18,981

地代家賃 52,457

支払顧問料 30,225

減価償却費 4,934

貸倒引当金繰入額 6,430

業務委託費 20,614

支払手数料 23,829

第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 44,593千円

販売促進費 9,999

代理店手数料 50,981

役員報酬 23,287

給与 45,987

賞与引当金繰入額 8,193

地代家賃 26,228

支払顧問料 16,834

減価償却費 2,537

貸倒引当金繰入額 1,800

業務委託費 10,473

支払手数料 9,354

　

EDINET提出書類

株式会社Ｅストアー(E05218)

四半期報告書

26/35



(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

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 1,483,222千円

現金及び現金同等物 1,483,222
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(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成

20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
会計期間末

普通株式(株) 51,636

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
会計期間末

普通株式(株) 4,982

　

　

３　配当に関する事項

　(1) 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６月25日
定時株主総会

普通株式 69,981 1,500平成20年３月31日 平成20年６月26日
繰越利益
剰余金

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。
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(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があ

りません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期会計期間においてストック・オプション等を付与又は交付しておりません。

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社Ｅストアー(E05218)

四半期報告書

29/35



(持分法損益等)

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

関連会社に対する投資の金額　　　　　　　40,130千円

持分法を適用した場合の投資の金額　　　　51,554千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額　　 7,004千円

　

第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

関連会社に対する投資の金額　　　　　　　40,130千円

持分法を適用した場合の投資の金額　　　　51,554千円

持分法を適用した場合の投資損失の金額　　 8,298千円
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

29,229円98銭 28,425円51銭

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 2,460円19銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注) １　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。

　　 ２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 114,777

普通株式に係る四半期純利益(千円) 114,777

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) 46,654

普通株式の期中平均株価が行使価格を下回った結
果、希薄化効果を有してないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益算定に含まれなかった潜
在株式の概要

新株予約権の目的となる株
式の数
                 1,449株
行使価格
               320,000円
期中平均株価
                70,018円
　なお、新株予約権等の概要
は、「第一部　企業情報　第
４　提出会社の状況　１　株
式等の状況　(2)　新株予約
権等の状況」に記載のとお
りです。
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第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 1,264円68銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注) １　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。

　　 ２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 59,002

普通株式に係る四半期純利益(千円) 59,002

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) 46,654

普通株式の期中平均株価が行使価格を下回った結
果、希薄化効果を有してないため、潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益算定に含まれなかった潜
在株式の概要

新株予約権の目的となる株
式の数
                 1,449株
行使価格
               320,000円
期中平均株価
                64,106円
　なお、新株予約権等の概要
は、「第一部　企業情報　第
４　提出会社の状況　１　株
式等の状況　(2)　新株予約
権等の状況」に記載のとお
りです。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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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２０年１１月８日

株式会社　Ｅ　ス　ト　ア　ー

取　締　役　会　　御中

　

監査法人　ト　ー　マ　ツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　猪   瀬   忠   彦　　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　早 稲 田       宏　　　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」に掲げられている株

式会社Ｅストアーの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第１１期事業年度の第２四半期会

計期間（平成２０年７月１日から平成２０年９月３０日まで）及び第２四半期累計期間（平成２０年４月１

日から平成２０年９月３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書

及び四半期キャッシュ・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財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社Ｅストアーの平成２０年９月３０日現在の財

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

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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期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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