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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】

連結経営指標等

　

回次
第14期
第１四半期

連結累計（会計）期間

第15期
第１四半期

連結累計（会計）期間
第14期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

売上高 (千円) 1,139,504 769,505 4,767,940

経常利益又は経常損失(△) (千円) 1,164 △66,586 252,939

四半期純損失(△)
又は当期純利益

(千円) △ 6,536 △60,148 94,078

純資産額 (千円) 1,189,292 1,190,390 1,256,929

総資産額 (千円) 2,147,414 1,975,704 2,295,506

１株当たり純資産額 (円) 53,972.55 55,470.21 58,658.29

１株当たり四半期純損失(△)　
又は当期純利益

(円) △ 298.27 △2,806.90 4,346.25

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― 4,244.86

自己資本比率 (％) 55.1 60.3 54.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 39,820 △22,232 243,359

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 18,446 11,370 △182,793

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 19,275 △52,205 △48,911

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 988,586 1,014,716 1,077,783

従業員数 (名) 232 230 216

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

     ２ 第14期第１四半期連結会計期間および第15期第１四半期連結会計期間における潜在株式調整

        後１株当たり四半期純利益については、新株予約権は存在するものの、四半期純損失を計上

　　　　しているため記載しておりません。

     ３ 平成21年３月31日に当社連結子会社であったスターティアレナジー株式会社の出資持分の全

　      てを売却したため、連結の範囲から除外しております。従いまして、連結会計上の当社への

        影響は同社の前連結会計年度末までの損益、及び出資持分売却日前日までの資産、負債、純

        資産額のみとなります。

     ４ 平成21年５月31日に、ファシリティ事業部門の強化を目的として、株式会社ＭＡＣオフィス

　　　　の第三者割当増資を引き受け、同社株式の42.86％を取得し、同社を持分法適用関連会社と

　　　　いたしました。また、平成21年７月31日に、当社オフィス関連事業におけるファシリティ事

　　　　業部門を簡易吸収分割の方法により分割し、株式会社ＭＡＣオフィスに承継いたしました。

　　　　それに伴い、当社でのファシリティ事業部門の売上高が減少しております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間における、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

業の内容の重要な変更は以下のとおりです。

　

(１)事業内容の重要な変更

該当事項はありません。

　

(２)主要な関係会社の異動

①　インターネットメディアコンテンツ関連事業

「Digit@Link ActiBook（デジタリンクアクティブック）」や「Digit@Link CMS（デジタリンク

シーエムエス）」を始めとしたWebアプリケーションの企画・開発・販売及びWeb製作やアクセス

アップコンサルティング、システムの受託開発・カスタマイズといった顧客の売上増大や業務効率

アップを目的としたWebアプリケーションに関するトータルソリューションを提供しておりました

インターネットメディアコンテンツ関連事業を、平成21年４月１日に、スターティアラボ株式会社と

して当社より新設分割をし、当社100%連結子会社となりました。

　

②　オフィス関連事業

平成21年5月31日に、ファシリティ事業部門の強化を目的として、株式会社ＭＡＣオフィスの第三

者割当増資を引き受け、同社株式の42.86%を取得し、同社を持分法適用関連会社といたしました。
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３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間における、重要な関係会社の異動は以下のとおりです。

(１)新規

名称 住所
資本金
又は出資金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は

被所有割合(％)
関係内容

(連結子会社)
スターティアラボ株式会社

(注２)

東京都
新宿区

60,000

インターネッ
トメディア
コンテンツ
関連事業

所有
100.0

役員の兼任　２名

(持分法適用関連会社)
株式会社ＭＡＣオフィス

大阪府
大阪市
中央区

30,000
オフィス
関連事業

所有
42.86

役員の兼任　１名
従業員の出向　７名

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

　　 ２ 特定子会社であります。

　

　

４ 【従業員の状況】

(１) 連結会社における状況

平成21年６月30日現在

従業員数(名) 230(24)

　(注) １ 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(　)内に当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員を外数で記

　　　　　載しております。 

　　　 ２ 前連結会計年度に比べ従業員数が14名増加しておりますが、この増加の要因は主に業容の拡大に伴う営業や

          技術および管理部門の強化のための採用をおこなったことによるものであります。

　

　

(２) 提出会社の状況

平成21年６月30日現在

従業員数(名) 211(18)

　(注) １ 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(　)内に当第１四半期会計期間の平均雇用人員を外数で記載し

　　　　　ております。 
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは事業の性質上、生産・受注の実績はありません。

　

(1) 仕入実績

当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

ソリューション関連事業 68,496 △21.8

オフィス関連事業 150,494 △30.5

回線サービス関連事業 5,875 △75.0

インターネットメディアコンテンツ関連事業 8,665 △37.4

合計 233,531 △31.6

(注) １　金額は、仕入価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

(2) 外注実績

当第１四半期連結会計期間における外注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 外注高(千円) 前年同四半期比(％)

ソリューション関連事業 6,281 △22.4

オフィス関連事業 41,638 △50.5

回線サービス関連事業 107 △75.0

インターネットメディアコンテンツ関連事業 10,197 △37.0

合計 58,224 △46.5

(注) １　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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(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

ソリューション関連事業 257,892 △3.2

オフィス関連事業 364,119 △23.5

回線サービス関連事業 70,954 △37.9

インターネットメディアコンテンツ関連事業 76,539 △23.3

合計 769,505 △32.5

(注)  １ セグメント間取引については、相殺消去しております。

　　　２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間における、経営上の重要な契約等は次のとおりです。

　

スターティア株式会社（当社）と持分法適用関連会社、株式会社ＭＡＣオフィスとの会社分割契約の締

結

　

顧客からのファシリティ事業部門に対する期待と要求は年々高まりを見せており、それに伴って専門

性も益々高まってきており、また今後の当社グループとしての事業戦略を見直していく中で、より一層、

顧客企業に提供するサービス向上に注力し、戦略的かつ効率的なグループ経営資源の配分を行う必要が

あると判断いたしました。

また、吸収分割によるファシリティ事業部門の承継先である株式会社ＭＡＣオフィスは、昭和41年創業

で、現在企業移転、開設、改装などに伴うオフィスの企画、設計、デザイン、それに伴う各種工事を主力事業

としており、両社において、それぞれの事業発展が図れると判断し、平成21年４月10日開催の臨時取締役

会において、また株式会社ＭＡＣオフィスは、平成21年４月８日開催の株主総会において、平成21年７月

31日を効力発生日として、当社の「ファシリティ事業部門」を会社分割の方法により株式会社ＭＡＣオ

フィスに承継することを決議し、平成21年４月10日に会社分割契約を締結いたしました。

　

（１）吸収分割の方法

　当社を分割会社とし、株式会社ＭＡＣオフィスを承継会社とする簡易吸収分割方式を採用してお

ります。

　

（２）吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数、その他の財

産の内容

　該当事項はありません。

　

（３）その他の吸収分割契約の内容

　本会社分割の効力発生は平成21年７月31日であります。

　株式会社ＭＡＣオフィスは本会社分割の効力発生日において、ファシリティ事業部門に関して、

当社と株式会社ＭＡＣオフィスが合意する資産、債務及び雇用契約その他の権利義務を承継して

おります。

　なお本分割は、会社法第784条第3項に規定する簡易吸収分割に該当するため、当社は分割契約承

認株主総会を開催することなく本分割を行っております。

　

（４）当該吸収分割に係る対価の内容の算定根拠

　本会社分割の対価の公正性及び妥当性を期すため、当社は公認会計士・税理士 山本浩二を、第三

者算定機関として選定し、当該吸収分割に係る対価の内容の算定を依頼し、その算定結果を参考

に、最終的に上記会社分割に係る対価がないとする本件契約の規定は妥当との判断に至り合意い

たしました。
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（５）吸収分割の後の吸収分割承継会社に関する事項

（平成21年7月31日現在）

商号 株式会社ＭＡＣオフィス

本店の所在地 大阪府大阪市中央区博労町三丁目４番15号

代表者の氏名 池野 衛

資本金の額 70,000千円

事業の内容
企業移転、開設、改装などに伴うオフィスの企画、設計、デ
ザイン、それに伴う各種工事に関する事業
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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グループが判断したものであり、将

来に関する事項には、不確実性を内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果

と異なる可能性を含んでおりますのでご留意ください。

　

(１)経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、一部の景気動向調査では景気の底打ちが伝え

られたものの、引続き国内の景況感の冷え込み等の影響を受け、設備投資の減少や雇用情勢の悪化等、

景気の本格的な回復に向けた動きには力強さを欠いております。

当社グループを取巻く環境の一つでもある情報通信関連業界におきましても、企業の設備投資の抑

制や投資を先送りする傾向が続いているだけでなく、特に中堅・中小企業市場においては、引続きリー

ス与信審査の厳格化により厳しい経営環境が継続しております。

このような経営環境のもと、当社グループにおいては、平成21年３月31日に当社連結子会社で人材関

連事業のスターティアレナジー株式会社の当社保有株式の全てを株式会社キャレオホールディングス

へ譲渡し、人材関連事業からの撤退を皮切りに積極的な事業再編を実施いたしました。平成21年４月１

日には、首都圏におけるインターネットメディアコンテンツ関連事業を会社分割し、スターティアラボ

株式会社として100%連結新設子会社として設立いたしました。また、平成21年５月31日には、オフィス

関連事業におけるファシリティ事業部門のデザイン力強化を目的として、株式会社ＭＡＣオフィスが

実施する第三者割当増資引き受けにより、同社の発行済株式総数の42.86%を保有し、株式会社ＭＡＣオ

フィスを当社持分法適用関連会社とし、また、平成21年７月31日にオフィス関連事業におけるファシリ

ティ事業部門を、株式会社ＭＡＣオフィスに吸収分割いたしました。

また、特に当第１四半期連結会計期間より、目先の利益だけに囚われない中長期に渡る継続的な利益

基盤構築に向けて、事業ポートフォリオにおけるサービス提供を通じて継続的な収入が得られるス

トック型ビジネスへ大きくシフトしております。

　

その結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高769,505千円(前第１四半期連結会計期

間比較369,999千円の減少)、営業利益△70,163千円(前第１四半期連結会計期間の営業利益△451千

円)、四半期純利益△60,148千円(前第１四半期連結会計期間の四半期純利益△6,536千円)となりまし

た。

なお、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。

　

【ソリューション関連事業】

当第１四半期連結会計期間におけるソリューション関連事業は、以下の通りであります。

ネットワーク関連機器に関しましては、世界的な景気低迷の影響に伴う、企業の収益悪化等により設

備投資意欲の鈍化が続いており、ファイアウォール、VPN(仮想専用線網)装置、サーバ販売等のネット

ワークインテグレーション案件の売上減少により、収益が低迷いたしました。しかしながら当事業年度

注力事項であるストックサービスのネットワーク機器レンタルサービス「マネージドゲート」の稼働

台数は、前第１四半期連結会計期間比較で約2.8倍に増加いたしました。

ホスティングサービスに関しましては、ITアウトソーシングサービスのニーズが堅調に高まる市場

を受けて、マーケティング及び新規顧客開拓を強化した結果、専用サーバサービスが堅調に推移すると

ともに、2008年２月にリリースしサービスを開始したSaaS型のファイルサーバーである「セキュア

Samba」も好調に顧客数を伸ばしました。
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その結果、ソリューション関連事業の当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高257,892千

円(前第１四半期連結会計期間比較8,520千円の減少)、営業利益△14,174千円(前第１四半期連結会計

期間の営業利益17,141千円)となりました。

　

【オフィス関連事業】

当第１四半期連結会計期間におけるオフィス関連事業は、以下の通りであります。

ビジネスフォンに関しましては、経済産業省からの特定商取引法改正通知の影響や、特に中堅・中小

企業向けのビジネスフォン市場においては、現段階においてもリース与信審査の厳格化が継続してお

ります。特に首都圏については、過去のビジネスフォンのリプレース及び他部門の顧客に対する重ね売

り強化を実施し、引続き技術部門の作業の効率化・外注工事の内製化を図っております。平成21年７月

１日に新サービスとしてニュースリリースし、また当事業年度注力事項であるストックサービスの

SaaS型IPフォンレンタルサービス「デジタリンクマネージドテレフォニー」のサービス開発及びテス

ト販売を実施しました。ビジネスフォンの売上高実績は、前第１四半期連結会計期間比較では、96.5%で

推移いたしました。

複合機及びカウンターサービスに関しましては、売上高における前第１四半期連結会計期間比較で

は116.2%と好調に推移しましたが、首都圏以外の大阪・福岡における自社メンテナンス開始のための

先行投資として人員の増員を図ったことにより、粗利益としては横這いとなりました。

オフィス家具販売等のファシリティ関連に関しましては、株式会社ＭＡＣオフィスへの吸収分割を

円滑に進めるために、平成21年４月21日よりファシリティ関連の従業員を同社へ出向させており、当第

１四半期連結会計期間における当社従業員としての活動期間は20日間のみであり、売上高の前第１連

結会計期間比較では35.1%となりました。

　

その結果、オフィス関連事業の当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高364,119千円(前第

１四半期連結会計期間比較111,869千円の減少)、営業利益△37,283千円(前第１四半期連結会計期間の

営業利益△27,124千円)となりました。

　

【回線サービス関連事業】

当第１四半期連結会計期間における回線サービス関連事業は、以下の通りであります。

ソフトバンクテレコム株式会社が提供する電話サービスである、おとくラインの受付案内、登録作

業、現地調査等の加入に必要な手続きをソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社に代わって行う

回線接続受付に関しましては、これまで積上げてきた顧客の総通話料金に比例して計上されるストッ

ク収益は堅調に伸びているものの、当第１四半期連結会計期間においては、取次回線獲得数が４～５月

度において特定のラインに届かなかったため、ソフトバンクテレコムパートナーズ株式会社より受け

取れるはずのボリュームインセンティブが獲得できなかったため、低調な推移となりました。

　

その結果、回線サービス関連事業の当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高70,954千円

(前第１四半期連結会計期間比較43,218千円の減少)、営業利益△15,748千円(前第１四半期連結会計期

間の営業利益△459千円)となりました。
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【インターネットメディアコンテンツ関連事業】

当第１四半期連結会計期間におけるインターネットメディアコンテンツ関連事業は、以下の通りで

あります。

「Digit@Link ActiBook（デジタリンクアクティブック）」や「Digit@Link CMS（デジタリンク

シーエムエス）」を始めとしたWebアプリケーションの企画、開発、販売に留まらず、Web製作やアクセ

スアップコンサルティング、システムの受託開発・カスタマイズといった顧客の売上増大や業務効率

アップを目的としたWebアプリケーションに関するトータルソリューションをこれまで首都圏だけで

展開しておりましたが、前事業年度より当社の大阪支社、福岡支店にも直営営業部門を配置するととも

に、「Digit@Link ActiBook（デジタリンクアクティブック）」の新規代理店開発を行いました。中長

期拡販に向けた大口新規代理店の獲得はできているものの当第１四半期連結会計期間では稼動が少な

く、また前事業年度に比較して大口受注案件が少なく、更に大阪・福岡の地方拠点においては採算ライ

ンには未だ到達しておらず低調に推移いたしました。

　

その結果、インターネットメディアコンテンツ関連事業の当第１四半期連結会計期間における業績

は、売上高76,539千円(前第１四半期連結会計期間比較23,249千円の減少)、営業利益△1,277千円(前第

１四半期連結会計期間の営業利益12,440千円)となりました。

　

(２)財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,975,704千円となり、前連結会計年度末と比較して

319,801千円減少いたしました。その主な内容は、有形固定資産が4,025千円増加したものの、現金及び

預金の減少63,067千円、売掛金の減少148,436千円、無形固定資産の減少8,828千円があったことによる

ものであります。

負債の部は785,314千円となり、前連結会計年度末と比較して253,262千円減少いたしました。その主

な内容は、買掛金の減少95,997千円、未払法人税等の減少48,567千円、長期借入金の減少45,666千円が

あったことによるものであります。

純資産の部は1,190,390千円となり、前連結会計年度末と比較して66,539千円減少いたしました。そ

の主な内容は、四半期純利益△60,148千円の計上、株主総会決議による配当金の支払7,499千円、自己株

式の処分1,909千円によるものであります。
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(３)キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結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。）の期末残高は

1,014,716千円となり、前第１四半期連結会計期間末と比較して26,130千円の資金の増加となりまし

た。

当第１四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

　

（営業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営業活動によるキャッシュ・フローは22,232千円の支出となり

ました（前第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは39,820千円の支出）。そ

の主な内容は、売上債権の減少に伴う資金の増加141,143千円がありましたが、その一方で、税金等調整

前四半期純利益△65,700千円を計上したことと（前第１四半期連結会計期間の税金等調整前四半期純

利益△6,896千円）、仕入債務の減少に伴う資金の減少95,996千円、法人税等の支払による資金の減少

46,605千円があったことによるものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは11,370千円の収入となり

ました（前第１四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは18,446千円の支出）。そ

の主な内容は、固定資産の取得による資金の減少26,168千円や関係会社株式の取得による資金の減少

30,000千円があったものの、貸付金の回収による資金の増加48,000千円や子会社株式の売却による資

金の増加25,250千円があったことによるものであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

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52,205千円の支出となり

ました（前第１四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは19,275千円の支出）。そ

の主な内容は、長期借入金の返済による資金の減少45,666千円によるものであります。

　

(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会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

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四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１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備に新設、除却につ

いて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第１四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、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 88,000

計 88,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成21年８月12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 22,114 22,114
東京証券取引所
（マザーズ）

単元株制度を
採用しておりません。

計 22,114 22,114 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

①平成16年９月15日臨時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

新株予約権の数(個) 520

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) 1,040

新株予約権の行使時の払込金額(円) 30,000

新株予約権の行使期間
平成18年９月15日から
平成25年９月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格　　30,000
資本組入額　15,000

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(以下、「新株予約権者」
　という)は、権利行使時においても、当社の取締役、
　監査役、従業員の地位にあることを要するものとする。
　ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による
　退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍
　その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後３か月以内
　(ただし権利行使期間内に限る)または権利行使期間開始
　の日より３か月以内のいずれかの期間内に限り権利行使を
　なしうるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、当該予約権者の法定相続
　人に限り相続を認めるものとする。
　ただし、２次相続は認めない。
③その他の条件については、本割当契約の定めるところに
　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ときは取締役会の承認を要するものと
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　平成16年９月15日の臨時株主総会において新株予約権の総数は上限700個とする旨決議し、
　　　　  同日の取締役会において発行する新株予約権の総数を692個と決議いたしました。また、新
          株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は割当者の退職により割当対象でな
          くなった新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数をそれぞれ控除した残数を
          記載しております。
　　　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となる株式の数を調整す
　　　　　るものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
　　　　　ない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が
　　　　　生じた場合は、これを切り捨てるものといたします。

　　　　　　調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

　　　　  また、発効日後に、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
          る場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継
          される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができま
          す。
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　　　３　当社が株式分割または株式併合を行う場合
　

調整後行使価額＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　  また、当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む）の
          行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場
          合、または、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合（以下の算式において、
          新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払込金額は１株当たり処分金額
          と読み替えるものとします。）

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

　　　　　なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式の数は含みません。

　　　４  平成17年９月１日付で１株を２株に株式分割したことに伴い、新株予約権の数、新株予約
          権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、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の調整が行われております。
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②平成17年６月28日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数(個) 217

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) 434

新株予約権の行使時の払込金額(円) 202,500

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成26年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格および資本組入額(円)

発行価格　　202,500
資本組入額　101,250

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(以下、「新株予約権者」
　という)は、権利行使時においても、当社の取締役、
　監査役、従業員の地位にあることを要するものとする。
　ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による
　退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍
　その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後３か月以内
　(ただし権利行使期間内に限る)または権利行使期間開始
　の日より３か月以内のいずれかの期間内に限り権利行使を
　なしうるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合は、当該予約権者の法定相続
　人に限り相続を認めるものとする。
　ただし、２次相続は認めない。
③その他の条件については、本割当契約の定めるところに
　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ときは取締役会の承認を要するものと
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　平成17年６月28日の臨時株主総会において新株予約権の総数は上限500個とする旨決議し、
　　　　  平成17年６月28日の取締役会において発行する新株予約権の総数を291個、平成17年７月29
　　　　  日の取締役会において発行する新株予約権の総数を４個と決議いたしました。また、新株
          予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は割当者の退職により割当対象でなく
          なった新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式数をそれぞれ控除した残数を記
          載しております。
　　　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となる株式の数を調整す
　　　　　るものといたします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されてい
　　　　　ない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が
　　　　　生じた場合は、これを切り捨てるものといたします。

　　　　　　調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

　　　　  また、発効日後に、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
          る場合または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継
          される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができま
          す。

EDINET提出書類

スターティア株式会社(E05539)

四半期報告書

17/36



　　　３　当社が株式分割または株式併合を行う場合
　

調整後行使価額＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　  また、当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む）の
          行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く）する場
          合、または、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合（以下の算式において、
          新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払込金額は１株当たり処分金額
          と読み替えるものとします。）

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

　　　　　なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式の数は含みません。

　　　４  平成17年９月１日付で１株を２株に株式分割したことに伴い、新株予約権の数、新株予約
          権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、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の調整が行われております。
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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21年４月１日
～

平成21年６月30日
─ 22,114 ─ 416,960 ─ 401,960

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成21年３月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成21年３月31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) 普通株式　　　686 ― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式 　21,428 21,428 ─

単元未満株式 ─ ― ─

発行済株式総数 22,114 ― ―

総株主の議決権 ― 21,428 ―

　

② 【自己株式等】

平成21年３月31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）
スターティア株式会社

東京都新宿区西新宿1-14-11 686 ─ 686 3.1

計 ― 686 ─ 686 3.1

(注)　当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含めております。
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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21年
４月 ５月 ６月

最高(円) 43,500 55,200 63,300

最低(円) 35,500 41,000 47,900

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ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、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連

結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び

当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸

表規則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、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については、監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受け、当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び当第１四半

期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限

責任監査法人トーマツ（旧監査法人トーマツ）により四半期レビューを受けております。

　なお、監査法人トーマツは、「公認会計士法等の一部を改正する法律」に基づき、平成21年７月１日付け

で、有限責任監査法人トーマツに移行しております。
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,019,726 1,082,793

売掛金 394,869 543,306

原材料及び貯蔵品 14,416 17,257

その他 69,602 213,027

貸倒引当金 △25,712 △28,829

流動資産合計 1,472,902 1,827,555

固定資産

有形固定資産 ※１
 67,961

※１
 63,936

無形固定資産

のれん 112,683 122,133

その他 119,240 118,618

無形固定資産合計 231,923 240,752

投資その他の資産 202,917 163,262

固定資産合計 502,802 467,950

資産合計 1,975,704 2,295,506

負債の部

流動負債

買掛金 177,552 273,549

1年内返済予定の長期借入金 182,664 182,664

未払法人税等 2,324 50,891

賞与引当金 31,726 52,073

その他 194,040 236,726

流動負債合計 588,308 795,904

固定負債

長期借入金 197,006 242,672

固定負債合計 197,006 242,672

負債合計 785,314 1,038,576

純資産の部

株主資本

資本金 416,960 416,960

資本剰余金 401,960 401,960

利益剰余金 410,361 478,957

自己株式 △39,039 △40,948

株主資本合計 1,190,241 1,256,929

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 149 －

評価・換算差額等合計 149 －

純資産合計 1,190,390 1,256,929

負債純資産合計 1,975,704 2,295,506
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 1,139,504 769,505

売上原価 665,523 369,080

売上総利益 473,981 400,424

販売費及び一般管理費 ※1
 474,433

※1
 470,588

営業損失（△） △451 △70,163

営業外収益

債務免除益 2,253 1,967

助成金収入 850 －

持分法による投資利益 － 3,245

その他 969 159

営業外収益合計 4,072 5,372

営業外費用

支払利息 2,191 1,790

その他 264 3

営業外費用合計 2,456 1,794

経常利益又は経常損失（△） 1,164 △66,586

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 360

投資有価証券売却益 － 549

特別利益合計 － 910

特別損失

固定資産除却損 ※2
 8,060

※2
 24

特別損失合計 8,060 24

税金等調整前四半期純損失（△） △6,896 △65,700

法人税、住民税及び事業税 423 1,184

法人税等調整額 501 △6,736

法人税等合計 924 △5,552

少数株主損失（△） △1,285 －

四半期純損失（△） △6,536 △60,148
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６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損失（△） △6,896 △65,700

減価償却費 22,189 26,533

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,612 △3,117

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,543 △20,346

支払利息 2,191 1,790

持分法による投資損益（△は益） － △3,245

有価証券売却損益（△は益） － △549

有形固定資産除却損 8,060 24

売上債権の増減額（△は増加） 118,819 141,143

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,357 2,841

仕入債務の増減額（△は減少） △54,328 △95,996

未払金の増減額（△は減少） △14,769 △18,823

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,084 △22,568

その他 17,627 84,076

小計 43,521 26,062

利息の支払額 △2,250 △1,689

法人税等の支払額 △81,091 △46,605

営業活動によるキャッシュ・フロー △39,820 △22,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △17,488 △26,168

貸付金の回収による収入 － 48,000

差入保証金の差入による支出 △218 △179

差入保証金の回収による収入 － 450

関係会社株式の取得による支出 － △30,000

投資有価証券の取得による支出 △740 －

子会社株式の売却による収入 － 25,250

投資有価証券の売却による収入 － 750

その他 － △6,731

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,446 11,370

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 5,000 －

長期借入金の返済による支出 △16,666 △45,666

配当金の支払額 △7,669 △7,499

自己株式の処分による収入 60 960

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,275 △52,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,543 △63,067

現金及び現金同等物の期首残高 1,066,129 1,077,783

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 988,586

※1
 1,014,716
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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１四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日  至　平成21年６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

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立したスターティアラボ株式会社を連結の

範囲に含めております。

また、従来、連結子会社であったスターティアレナジー株式会社は、平成21年３月31日

に出資持分の全てを売却したため、当第１四半期連結会計期間より、連結の範囲から除外

しております。

（２）変更後の連結子会社の数

１社

 

２．持分法の適用に関

する事項の変更

（１）関連会社

当第１四半期連結会計期間より、株式会社ＭＡＣオフィスの株式を新たに取得したた

め、持分法適用の範囲に含めております。

（２）変更後の持分法適用関連会社の数

１社
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計年度末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１．有形固定資産の減価償却累計額　　 ※１．有形固定資産の減価償却累計額　　

131,228千円
　

123,911千円
　

※２.───────────

 

 
 

※２．偶発債務

（保証債務）
　当社は連結子会社であったスターティアレナジー株式
会社が金融機関から行っている借入に対し債務保証を
行っております。

　
保証債務 30,000千円

保証限度額 70,000千円
　

　
　なお、平成21年４月15日をもって当該債務保証は解消

されております。

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６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。

　 賃金給与 197,136千円 　
　 賞与引当金繰入額 18,329千円 　
　 貸倒引当金繰入額 4,612千円 　
 

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

　 建物 8,060千円 　
 

※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。

　 賃金給与 189,423千円 　
　 賞与引当金繰入額 25,804千円 　
　 　 　 　 　
 

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。

　 車両運搬具 24千円 　
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日)

※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

（平成20年６月30日現在)

現金及び預金勘定 993,593千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△5,007千円

現金及び現金同等物 988,586千円

※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

（平成21年６月30日現在)

現金及び預金勘定 1,019,726千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△5,010千円

現金及び現金同等物 1,014,716千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日  

至　平成21年６月30日)

　

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 22,114

　

　

２．自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 654

　

　

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

　(１) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年６月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 7,499千円 350円平成21年３月31日 平成21年６月24日

　
　(２) 基準日が当連結会計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。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

（単位：千円）

　
ソリュー
ション
関連事業

オフィス
関連事業

回線
サービス
関連事業

インター
ネット
メディア
コンテンツ
関連事業

人材
関連事業

計
消去又は
全社

連結

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客
　　　に対する
      売上高

266,412475,988114,172 99,788 183,1421,139,504― 1,139,504

　(2) セグメン
　　　ト間の内
　　　部売上高
      又は
　　　振替高

33,350 38,835 8,822 4,313 4,84590,166△90,166 ―

計 299,763514,824122,994104,101187,9881,229,671△90,1661,139,504

営業利益又は
営業損失(△)

17,141△27,124 △459 12,440 △3,643△1,646 1,194 △451

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　各区分に属する主要な製品

事業区分 事業内容

ソリューション関連事業
Webやメールを行う際に必要なサーバーのレンタル事業の運営・保守、ネットワー
ク機器などの情報通信機器の販売や、インターネットプロバイダーへの取次ぎな
どを行っております。

オフィス関連事業
ビジネスホン、複合機、オフィス家具の販売や通信環境を意識したオフィスレイア
ウトの提案などを行っております。

回線サービス関連事業
光ファイバーや、おとくライン等の受付代行による通信業者からのインセンティ
ブ収入獲得の事業を行っております。

インターネットメディア
コンテンツ関連事業

電子書籍作成ソフト、CMSを始めとしたWebアプリケーションの販売とWebに関する
受託制作・開発、アクセスアップコンサルティング等の事業を行っております。

人材関連事業
連結子会社であったスターティアレナジー株式会社において、人材派遣・人材紹
介事業を行っております。
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３　事業区分の変更
　従来、事業の種類別セグメントの区分につきましては、内部管理上の事業区分を基準として、「機器関連事業」、
「回線受付サービス関連事業」、「ASP関連事業」、「その他」に区分しておりました。
　しかしながら、前連結会計年度において、サービスの効率的な提供に重点を置き、より迅速に市場の変化に対応す
るために、取扱商材と内部利益管理区分の一致を図るための組織変更を行った結果、内部利益管理区分と従来の事
業セグメント区分とが整合しなくなったため、「ソリューション関連事業」、「オフィス関連事業」、「回線サー
ビス関連事業」、「インターネットメディアコンテンツ関連事業」、「人材関連事業」の区分に変更いたしまし
た。
　このセグメント区分の変更は、現在内部利益管理上採用している事業内容及び販売方法等の類似性による事業区
分と事業の種類別セグメント区分の対応関係を明確にすることにより、グループ全体の経営実態をより適切に反
映するために行ったものであります。
　従来の事業区分によった場合の事業の種類別のセグメント情報は、下記のとおりであります。

　

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　
機器
関連事業

回線受付
サービス
関連事業

ASP
関連事業

その他 計
消去又は
全社

連結

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客
　　　に対する
      売上高

649,470185,035156,338148,6601,139,504 ─ 1,139,504

　(2) セグメン
　　　ト間の内
　　　部売上高

      又は
　　　振替高

44 675 60 4,845 5,625△5,625 ─

計 649,514185,710156,399153,5051,145,130△5,6251,139,504

営業利益又は
営業損失(△)

△43,69428,07717,282△3,312△1,646 1,194 △451
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当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

（単位：千円）

　
ソリュー
ション
関連事業

オフィス
関連事業

回線
サービス
関連事業

インター
ネット
メディア
コンテンツ
関連事業

計
消去又は
全社

連結

売上高 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客
　　　に対する
      売上高

257,892 364,119 70,954 76,539 769,505 ― 769,505

　(2) セグメン
　　　ト間の内
　　　部売上高
      又は
　　　振替高

32,857 26,095 6,089 10,875 75,918 △75,918 ―

計 290,749 390,215 77,043 87,414 845,423△75,918 769,505

営業利益又は
営業損失(△)

△14,174 △37,283 △15,748 △1,277 △68,484 △1,679 △70,163

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　各区分に属する主要な製品

事業区分 事業内容

ソリューション関連事業
Webやメールを行う際に必要なサーバーのレンタル事業の運営・保守、ネットワー
ク機器などの情報通信機器の販売や、インターネットプロバイダーへの取次ぎな
どを行っております。

オフィス関連事業
ビジネスホン、複合機、オフィス家具の販売や通信環境を意識したオフィスレイア
ウトの提案などを行っております。

回線サービス関連事業
光ファイバーや、おとくライン等の受付代行による通信業者からのインセンティ
ブ収入獲得の事業を行っております。

インターネットメディア
コンテンツ関連事業

電子書籍作成ソフト、CMSを始めとしたWebアプリケーションの販売とWebに関する
受託制作・開発、アクセスアップコンサルティング等の事業を行っております。

３　人材関連事業につきましては平成21年３月31日に当社連結子会社であったスターティアレナジー株式会社の
出資持分の全てを売却したため、連結の範囲から除外しております。
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【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

55,470円21銭 58,658円29銭

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期
連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,190,390 1,256,929

普通株式に係る純資産額(千円) 1,190,390 1,256,929

普通株式の発行済株式数(株) 22,114 22,114

普通株式の自己株式数(株) 654 686

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)

21,460 21,428

　

２．１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第１四半期連結累計期間
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純損失 298円27銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損
失であるため、記載しておりません。

 

１株当たり四半期純損失 2,806円90銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損
失であるため、記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 6,536 60,148

普通株式に係る四半期純損失(千円) 6,536 60,148

普通株式に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 21,914 21,429

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式につい
て前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

新株予約権
株主総会の特別決議日
平成17年６月28日
(新株予約権の数239個)
 
なお、新株予約権等の概
要は、「第４ 提出会社の
状況 １ 株式等の状況
(2)新株予約権の状況」
に記載のとおりでありま
す。

新株予約権
株主総会の特別決議日
平成17年６月28日
(新株予約権の数217個)
 
なお、新株予約権等の概
要は、「第４ 提出会社の
状況 １ 株式等の状況
(2)新株予約権の状況」
に記載のとおりでありま
す。
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(重要な後発事象)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

　該当事項はありません。 会社分割
　当社は、平成21年4月10日開催の取締役会決議に基づき、
平成21年７月31日付けで、当社の「オフィス関連事業」の
一部を簡易吸収分割の方法により分割し、株式会社ＭＡＣ
オフィスに承継させております。
 
① 会社分割
　戦略的かつ効率的なグループ経営資源の配分を行うため
であります。
② 会社分割の要旨
（1） 分割の日程
　分割決議取締役会        平成21年４月10日 
　分割契約締結            平成21年４月10日
　分割日(効力発生日)  　　平成21年７月31日
　　本分割は、会社法第784条第3項に規定する簡易吸収
　分割に該当するため、当社は分割契約承認株主総会を
　開催いたしません。
（2） 分割方式
　　当社を分割会社とし、株式会社ＭＡＣオフィスを承
　継会社とする簡易吸収分割であります。 
③ 承継会社の名称
　株式会社ＭＡＣオフィス
④ 分割する事業部門の概要
（1） 分割する部門の事業内容
　　オフィスの新規拠点の開設や既存オフィスの移転や
　改装に伴う内装設計・施工・原状回復工事等のオフィ
　スファシリティ事業。 
　　当社の事業の種類別セグメントにおいて、上記オフ
　ィスファシリティ事業は、オフィス関連事業に含めて
　表示しております。
（2） 分割する部門の経営成績 
　(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

（単位:千円）

　
「オフィス関連事業」

の一部 (a)
当社全体での
実績 (b)

比率
(a/b)

売上高 723,7994,767,94015.2%

 
（3） 分割する資産、負債の項目及び金額 
　該当事項はありません。 
 

　

　

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８月６日

　スターティア株式会社

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　　　㊞
　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　吉　村　孝　郎　　　㊞

　

　

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」に掲げられているス

ターティア株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期

間(平成20年４月１日から平成20年６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、スターティア株式会社及び連結子会社の平成

20年６月30日現在の財務状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

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。

追記情報

（セグメント情報）（事業の種類別セグメント）情報３．事業区分の変更に記載されているとおり、会社

は事業区分を変更した。

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年８月７日

　スターティア株式会社

取　締　役　会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　吉　村　孝　郎　　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　原　井　武　志　　　㊞

　

　

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」に掲げられているス

ターティア株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期

間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年６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、スターティア株式会社及び連結子会社の平成

21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

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。

　

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成21年４月10日開催の取締役会決議に基づき、平成21

年７月31日付で会社の事業の一部を分割した。

　

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。

EDINET提出書類

スターティア株式会社(E05539)

四半期報告書

36/36


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	４財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	ソリューション関連事業
	オフィス関連事業
	回線サービス関連事業
	インターネットメディアコンテンツ関連事業


	第３設備の状況
	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	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

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	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
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

