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１ 平成17年11月中間期の連結業績（平成17年６月１日～平成17年11月30日） 

      当中間連結会計期間（平成17年６月１日～平成17年11月30日）は中間連結財務諸表の作成初年度

であるため、連結経営成績、連結財政状態及び連結キャッシュ・フローの状況については、前中間

連結会計期間との対比は行っておりません。 

(1) 連結経営成績          （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

17年11月中間期 
百万円   ％

 1,253      （ －）
百万円   ％

 193      （ －）
百万円   ％

 193      （ －）
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
17年11月中間期 

百万円   ％
87      （ －）

円   銭
4,810      33 

円   銭
4,631      39 

(注)①持分法投資損益    17年11月中間期  －百万円 

    ②期中平均株式数(連結) 17年11月中間期 18,092株 

    ③会計処理の方法の変更 有 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

17年11月中間期 
百万円 

2,982 
百万円

1,378 
％ 

46.2 
円   銭

74,617      20 

(注)期末発行済株式数(連結) 17年11月中間期 18,471株  
 
(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

17年11月中間期 
百万円 

106 
百万円

△654 
百万円 

1,057 
百万円

1,101   
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  ２社  持分法適用非連結子会社数 ―社   持分法適用関連会社数 ―社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  ２社   (除外)   ―社  持分法 (新規)  ―社  (除外)   ―社 
 
２ 平成18年５月期の連結業績予想（平成17年６月１日～平成18年５月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円

              2,500 
百万円

                450 
百万円

                  260 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）14,076円12銭 

 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な

要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合がありま

す。 

―  ― 1



1.  企業集団の状況 

当社グループは、当社（株式会社ケイブ）及び連結子会社２社により構成され、インフォメ

ーションプロバイダー事業、コマース事業、ゲーム開発事業、及びオンライン流通事業を展開

しております。連結子会社２社の情報につきましては下記のとおりであります。 

 

連結子会社名 

 

所在地 資本金 

（百万円）

主な事業内容 議決権の所有割合

（％）

ビーズマニア（株） 東京都中央区 120 コマース事業 100.0

（株）ケイブ・オンライ

ン・エンターテイメント 

東京都新宿区 100 オンライン流通事業 92.3

 

 

2.  経営方針

（1）経営の基本方針 

   当社は、「時代が求める国内外の趣味性が高い良質なエンターテイメントをいち早く見出し、

独自の企画力と高い技術力によってインキュベート及びブランディングを図り、高付加価値な

コンテンツとして創造・提供することによって、お客様のより豊かで魅力的なエンターテイメ

ントライフを演出・サポートする」ことを経営の基本方針としております。 

 

（2）利益配分に関する基本方針 

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化を図るために、内部留

保を蓄積する必要性から、現在まで配当は実施しておりません。今後も経営基盤の一層の強化

と事業展開に備え、内部留保を優先していく方針でありますが、株主への利益還元を経営の重

要課題のひとつと認識しており、企業業績を勘案しながら利益配当を行ってまいりたいと考え

ております。 

 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

   投資単位の引下げは、当社株主の拡大及び株式の流動性を高めるための有効な手段と認識し

ております。投資しやすい環境整備のため、費用と効果を総合的に勘案し、株式分割など投資

単位の引下げを柔軟に検討しております。 

 

（4）中期的な会社の経営戦略 

   各事業別の戦略は以下のとおりであります。 

① インフォメーションプロバイダー事業 

    コンテンツ分野は携帯端末の高機能化、パケット料金の定額化等、携帯電話の第３世

代化を背景に、ブロードバンドに対応したコンテンツへの要求が高まっております。こ

のような環境下、新技術への迅速な対応が必要となります。当社は、 新の技術の習

得・活用に努め、オンライン・ネットワーク型や高品質なコンテンツ等、差別化された

趣味性の高いコンテンツの開発・提供に努めてまいります。 

    また、顧客層拡大戦略として、携帯電話によるビジネス展開とリアルの世界における

ビジネス展開をリンクさせ、新規ユーザーの獲得を図ってまいります。具体的には、携

帯電話とコンサートホールとの連動、携帯電話と舞台公演との連動、携帯電話と映画配

給・映像イベントとの連動、携帯電話とゲームセンター・ゲームショーとの連動、携帯

電話と出版メディアとの連動等を図ってまいります。以上の取り組みにより、リアルの

世界におけるユーザーを、携帯電話のブロードバンドに対応した高付加価値な音楽・映

像・ゲームといったコンテンツへ誘引してまいります。 

なお、新規コンテンツの展開方法として、まずは情報提供から開始するものの、関連
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した物販機能も付加させることにより、更なるコンテンツの高付加価値化並びに顧客単

価の上昇を図ってまいります。 

    当社はこれまでに、米ハーフノート社、米ニューヨーク近代美術館、韓国民営放送局、

山と溪谷社等大人向け、かつブランド力の高いパートナーとの提携によりコンテンツ開

発を行ってまいりました。今後も「差別化」「趣味性の高さ」をコンセプトとし、国内

外の様々な有力企業・団体と業務提携を図り、新規コンテンツの開発に注力してまいり

ます。 

 

② コマース事業 

    更なる収益拡大のため、コマース事業の強化を図ってまいります。展開方法として、

大きく分けて２通りございます。 

ひとつは、モバイルインターネットによる携帯サイト「ビーズdeお買物」、PCインタ

ーネットによるPCサイト「ビーズマニア」、及び実際の店舗という３つの販売チャネル

による収益拡大であります。なお、「ビーズマニア」は平成17年６月30日付にて100％子

会社化しましたビーズマニア株式会社が運営しているPCサイトであります。 

モバイルサイト、PCサイト、そしてロケーションバリューの高い場所に位置する実店

舗との相互プロモーションにより、商品の認知度、信頼性及びブランド価値を高め、更

なる顧客数の増加及び顧客単価の上昇を図り、売上を拡大してまいります。当面は、ビ

ーズアクセサリー関連商品の販売を主に行ってまいりますが、顧客の潜在的ニーズの高

い新規商材のマーケティングも同時に進めてまいります。 

  

③ ゲーム開発事業 

   当社は、ゲームセンター向け単体ゲーム機型の業務用ゲームソフトの開発を、今後も

継続的に行ってまいります。同開発による安定的な売上に加え、今後は、コンテンツの

２次利用あるいは３次利用という形で、ゲーム開発事業から誕生したキャラクター等の

ライツマネジメントを行い、様々な形でのロイヤリティー収入を計上してまいります。 

 

④ オンライン流通事業 

現在、エンターテイメントの世界においては、PCを中心とするオンライン・ネットワ

ーク対応型のゲームが増加しつつあります。この潮流に対し、当社は、会社設立時より

培って来た企画力・技術力・開発力といった社内の知的資産を有効活用し、かつ国内及

び海外の有力企業と協業を図ることにより、PC間でのオンライン・ネットワーク型ゲー

ムの開発を進め、国内及び海外においてビジネス展開してまいります。 

オンラインビジネスに関しては、平成17年７月15日に設立しました株式会社ケイブ・

オンライン・エンターテイメントが主体となり行ってまいります。具体的には、ユーザ

ーに対し、オンライン・ネットワーク型エンターテイメントサイトという、楽しめる

“コミュニティ”を構築し、オンラインゲームはもとより、電子商材及びリアル商材ま

で提供できる“オンライン流通ビジネス”の場を創造してまいります。 
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（5）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、株主をはじめとする全ての利害関係者にとって、株主利益・企業価値を 大化

すること、経営の効率性、透明性を高めることをコーポレート・ガバナンスの基本的考え

方としております。このため、企業倫理とコンプライアンス(法令遵守)を徹底すること、

内部統制システムの整備・強化及び経営の客観性と迅速な意思決定を確保することを主な

課題として取組んでおります。 

また、コンプライアンスに関しましては、全役職員を対象とした説明会を設けるなどし

て法令遵守の意識強化を図ってまいります。コンプライアンスを徹底していくことが責任

ある業務遂行において必須であるとの考えのもとに、今後も事業拡大を図る一方、法令遵

守を社内で徹底してまいります。 

 

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

当社は、監査役制度採用会社であり、コーポレート・ガバナンスの充実のために、株主

総会の充実、取締役会及び監査役の一層の機能強化を図るとともに、積極的かつ継続的

な情報開示・IR活動に取組んでまいります。具体的な実施状況は以下のとおりでありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選任・解任 選任・解任 

 代表取締役 

 事業部門 
（各部長等）

会計監査

選任報告 

連絡・報告 

指示・助言

内部監査 

業務監査

指導・助言

取締役会 
取締役４名 

意思決定・監督

開発推進会議
（各部長、マネージャ
ー、経営企画室長） 

報告 

指示 

 顧問弁護士

 監査法人

会計監査

意見交換

 監査役３名 

 内部監査部門 

報告 

意見交換 

 株主総会 
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(a) 当社は、経営事項を判断・決定する場として、取締役会を原則として毎月一回開催し

ており、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、業務執行に対する監督を実施してお

ります。取締役会では、株主利益・企業価値 大化を目指した意思決定を行うとの基本

的な考えのもと、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅

速に行っております。 

       （b）当社は、監査役制度を採用しております。１名が常勤、２名が非常勤という体制であ

ります。各監査役は、取締役会に出席しており、経営の監査を実施しております。ま

た、監査役の合議により立案した監査計画により、取締役の業務執行に対する適法性

の監査も実施しております。 

（c）当社は、業務遂行状況に関する連絡・報告・対策の場として、各部長・マネージャー

参加のもと開発推進会議を毎週開催し、実務レベルでの情報共有を図っております。会

社の機関を経営事項を判断・決定する取締役会及び業務遂行に関する連絡・報告・対策

を行う開発推進会議という２つの機関に分けることにより、経営の効率化を図っており

ます。 

（d）当社は、顧問契約を結んでいる法律事務所より必要に応じ法律問題全般について助言

と指導を受けております。また、中央青山監査法人と監査契約を結び、会計監査を受け

ております。 

 

（6）親会社等に関する事項 

   該当事項はありません。 
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3.  経営成績及び財政状態

（1）経営成績 

  当中間連結会計期間における連結経営成績は、売上高1,253百万円(前年同期単体実績比61.7％

増)、売上総利益705百万円(前年同期単体実績比43.6％増)、営業利益193百万円(前年同期単体実

績比20.9％増)、経常利益193百万円(前年同期単体実績比30.0％増)となりました。 

   

各事業別の業績状況は以下のとおりであります。 

＜インフォメーションプロバイダー事業＞ 

当事業では、趣味性の高いコンテンツの厳選をまず行い、顧客の満足度を高める企画・サー

ビスの提供に努め、価格競争に距離をおくことで、差別化と採算性を重視した運営を行ってま

いりました。当中間連結会計期間中に開設したコンテンツは、スポーツ専門CSチャンネル

「GAORA」の協力により実現した「GAORAプロ格KING」、株式会社タミヤとの提携により実現し

た「ミニ四駆TAMIYAワールド」、現代演劇ポータルサイト「演劇モバイル」等が挙げられます。 

“こだわりを持ったコンテンツ創り”を重視した結果、新規開設にあたっては厳選しており、

既存コンテンツ同様に、継続性かつ収益安定性が高く成長していくと考えております。以上の

取り組みの結果、当事業における売上高は735百万円(前年同期単体実績比11.8％増)となりまし

た。 

 

＜コマース事業＞ 

当事業では、携帯電話コマースサイト、実際の店舗、及びビーズマニア株式会社のPCコマー

スサイトという３つの販売チャネルを通じて、ビーズアクセサリー等の販売を行いました。ま

た、当社独自のブランド「ビーズdeお買物」とビーズマニア株式会社のブランド「ビーズマニ

ア」による、共同ショップ展開を、期間限定で横浜みなとみらい「ランドマークプラザ」にて

実施しました。 

販売チャネルの拡大及び２つのブランドによるコラボレーションが大きく寄与し、当事業に

おける売上高は339百万円(前年同期単体実績比516.9％増)となりました。 

 

＜ゲーム開発事業＞ 

当事業においては、ゲームセンター向けの業務用シューティングゲーム「エスプガルーダ

Ⅱ」及び業務用パズルゲーム「虫姫たま」の開発、販売による売上に加え、ゲームから誕生し

たキャラクターである「虫姫さま」のライツを、大手ゲームメーカーが発売するコンシューマ

向けゲームにライセンスすることによるロイヤリティ収入の計上がありました。この結果、当

事業における売上高は178百万円(前年同期単体実績比186.8％増)となりました。 

 

＜オンライン流通事業＞ 

「ミニ四駆オンラインレーサー」、「ボカン ドカン タンクマン」、「真・女神転生オンラ

インIMAGINE」の３つのオンラインゲームの開発を積極的に進めました。なお、プロモーション

活動の一環として、平成17年11月19日及び20日の両日に渡って、静岡県静岡市の「ツインメッ

セ静岡」で開催された「タミヤフェア2005」において、「ミニ四駆オンラインレーサー」を参

考出展しました。 

     なお、当中間連結会計期間における売上高はございません。 
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（当中間連結会計期間における事業別の売上高実績） 

（1）連結 

事業別の売上高内訳 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日) 

 

金 額 構成比 金 額 構成比 

対前年中間期

増減率 
金 額 構成比 

インフォメーション

プロバイダー事業 

千円 

657,744 

％ 

84.9 

千円

735,594

％

58.7

％

11.8

千円 

1,355,703 

％

82.6

コマース事業 54,996 7.1 339,270 27.1 516.9 162,058 9.9

ゲーム開発事業 62,275 8.0 178,632 14.2 186.8 123,017 7.5

売上高計 775,016 100.0 1,253,498 100.0 61.7 1,640,780 100.0

    

売上総利益 491,130 63.4 705,180 56.3 43.6 1,035,505 63.1

営業利益 160,212 20.7 193,662 15.5 20.9 373,511 22.8

経常利益 149,112 19.2 193,848 15.5 30.0 342,410 20.9

（注）1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

2.当社は、平成18年５月期に初めて連結対象子会社を有し、当中間連結会計期間より連結財務諸 

    表を作成しておりますので、前中間会計期間及び前事業年度の数値は単体決算数値を記載して 

おります。また、対前年中間期増減率は、前中間会計期間の数値との比較にて記載しておりま 

 す。 

(2）単体 

事業別の売上高内訳 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月１日 

至 平成16年11月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月１日 

至 平成17年11月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 

至 平成17年５月31日) 

 

金 額 構成比 金 額 構成比 

対前年中間期

増減率 
金 額 構成比 

インフォメーション

プロバイダー事業 

千円 

657,744 

％ 

84.9 

千円

735,594

％

73.9

％

11.8

千円 

1,355,703 

％

82.6

コマース事業 54,996 7.1 81,301 8.2 47.8 162,058 9.9

ゲーム開発事業 62,275 8.0 178,632 17.9 186.8 123,017 7.5

売上高計 775,016 100.0 995,529 100.0 28.5 1,640,780 100.0

    

売上総利益 491,130 63.4 540,341 54.3 10.0 1,035,505 63.1

営業利益 160,212 20.7 196,942 19.8 22.9 373,511 22.8

経常利益 149,112 19.2 195,923 19.7 31.4 342,410 20.9

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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4.  財政状態

      当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）

は、1,101百万円となりました。 

 なお、当中間連結会計期間に、ビーズマニア株式会社を連結の範囲に含めたことにより、

資金の期首残高は10百万円増加しております。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおり

であります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、106百万円となりました。これは、税金等調整前中間純利

益169百万円に主として売上債権の増加額122百万円、未払費用の増加額47百万円、未払金の

増加額31百万円があったこと等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） 

 投資活動の結果使用した資金は、654百万円となりました。これは、連結子会社の新規取得

による支出400百万円、無形固定資産の取得による支出207百万円があったこと等によるもの

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、1,057百万円となりました。これは、短期借入れによる収

入600百万円、長期借入れによる収入600百万円があったこと等によるものであります。 

 

 当企業集団のキャッシュ・フローのトレンドは下記のとおりであります。 

 第12期 

平成17年11月期 

自己資本比率（％） 46.2

時価ベース株主資本比率（％） 435.4

債務償還年数（年） 11.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ 67.9

 ※自己資本比率・・・・・・・・・・・・・・自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率・・・・・・・・株式時価総額／総資産 

  債務償還年数・・・・・・・・・・・・・・有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ・・・・営業キャッシュ・フロー／利払い 

   

  ①各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  ②株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

  ③営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを使用しております。有利子負債は、中間連結貸借対照表に計上されてい

る負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いに

ついては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用しております。 
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5． 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表 

 

  
当中間連結会計期間末 
(平成17年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

 １ 現金及び預金  1,101,293

 ２ 売掛金  648,096

 ３ たな卸資産  173,494

 ４ その他  48,475

   貸倒引当金  △    5,579

   流動資産合計  1,965,781 65.9

Ⅱ 固定資産  

 １ 有形固定資産 ※１ 

  (1) 工具器具備品  65,858

  (2) その他  42,194 108,052

  

 ２ 無形固定資産  

  (1) 連結調整勘定  376,473

  (2) ソフトウェア  168,166

  (3) ソフトウェア仮勘定  176,470

  (4) その他  4,406 725,516

  

 ３ 投資その他の資産  

  (1) その他  183,060 183,060

  

   固定資産合計  1,016,629 34.1

   資産合計  2,982,410 100.0
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当中間連結会計期間末 
(平成17年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

 １ 買掛金  29,786

 ２ 短期借入金  600,000

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

 150,000

 ４ 未払金  80,732

 ５ 未払費用  146,812

 ６ 未払法人税等  108,782

 ７ 賞与引当金  3,205

 ８ その他  20,738

   流動負債合計  1,140,057 38.2

Ⅱ 固定負債  

 １ 長期借入金  450,000

   固定負債合計  450,000 15.1

   負債合計  1,590,057 53.3

(少数株主持分)  

   少数株主持分  14,098 0.5

(資本の部)  

Ⅰ 資本金  556,502 18.7

Ⅱ 資本剰余金  500,142 16.8

Ⅲ 利益剰余金  321,452 10.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金  157 0.0

   資本合計  1,378,254 46.2

   負債、少数株主持分及び 
資本合計 

 2,982,410 100.0
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(2)中間連結損益計算書 

 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  1,253,498 100.0

Ⅱ 売上原価  548,318 43.7

   売上総利益  705,180 56.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 511,517 40.8

   営業利益  193,662 15.5

Ⅳ 営業外収益  

 １ 保険解約返戻金  4,957

 ２ その他  2,006 6,964 0.5

Ⅴ 営業外費用  

 １ 支払利息  1,967

２ 新株発行費  4,421

 ３ その他  388 6,778 0.5

   経常利益  193,848 15.5

Ⅵ 特別利益  

 １ 固定資産売却益 ※２ 346 346 0.0

Ⅶ 特別損失  

 １ 固定資産除却損 ※３ 14,558

 ２ 出資金評価損  10,500 25,058 2.0

   税引等調整前中間純利益  169,136 13.5

   法人税、住民税及び事業 
税 

 104,534

   法人税等調整額  △ 21,525 83,009 6.6

    少数株主利益  △      901 △0.0

中間純利益  87,028 6.9
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(3)中間連結剰余金計算書 

 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

 （資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  472,782

Ⅱ 資本剰余金増加高  

 １ 新株予約権等の行使によ 
   る増加 

 27,360 27,360

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高  500,142

  

 （利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  234,423

Ⅱ 利益剰余金増加高  

 １ 中間純利益  87,028 87,028

Ⅲ 利益剰余金中間期末残高  321,452
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(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

 

 １ 税金等調整前中間純利益  169,136

 ２ 減価償却費  75,357

 ３ 連結調整勘定償却額  9,653

 ４ 貸倒引当金の減少額  △    543

 ５ 受取利息及び受取配当金  △       6

 ６ 支払利息  1,967

 ７ 為替差益  △    145

 ８ 固定資産売却益  △    346

 ９ 固定資産除却損  14,558

 10 映画出資評価損  10,500

 11 売上債権の増加額  △  122,481

 12 たな卸資産の減少額  2,169

 13 仕入債務の増加額  94

 14 未払金の増加額  31,288

 15 未払費用の増加額  47,825

 16 未払消費税等の増加額  4,738

 17 その他債権の増加額  △   3,700

 18 その他債務の減少額  △  10,481

   小計  229,584

 19 利息及び配当金の受取額  6

 20 利息の支払額  △   1,563

 21 法人税等の支払額  △  121,364

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

 106,663
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当中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

区分 
注記
番号

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 

 △   11,344

 ２ 有形固定資産の売却による 
   収入 

 700

 ３ 無形固定資産の取得による 
   支出 

 △  207,670

 ４ 投資有価証券の取得による 
   支出 

 △   40,240

 ５ 投資その他の資産の取得に 
   よる支出 

 △    7,260

 ６ 投資その他の資産の回収に 
   よる収入 

 12,496

 ７ 連結子会社の新規取得によ 
   る支出 

 △  400,800

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

 △  654,118

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  600,000

 ２ 短期借入金の返済による支出  △  174,470

 ３ 長期借入れによる収入  600,000

 ４ 長期借入金の返済による支出  △   37,615

５ 株式の発行による収入  54,720

 ６ 子会社設立に伴う少数株主払 
   込額 

 15,000

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

 1,057,635

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 145

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  510,325

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  580,607

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同 
  等物の増加額 

 10,360

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末残高 

 1,101,293
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中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

(1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

ビーズマニア㈱ 

㈱ケイブ・オンライン・エ

ンターテイメント 

 

平成17年６月30日に新たに

株式を取得したビーズマニア

㈱、平成17年７月15日に新規

設立した子会社の㈱ケイブ・

オンライン・エンターテイメ

ントを当中間連結会計期間よ

り連結の範囲に含めておりま

す。 

(2)非連結子会社・・・なし 

２ 連結子会社の中間決算

日等に関する事項 

   すべての連結子会社の中間

期の末日は、中間連結決算日

と一致しております。 

３ 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 

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処理

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。 
 時価のないもの 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

 ②たな卸資産 

(イ) 商品 

移動平均法による原価法を

採用しております。 

 (ロ) 仕掛品 

個別法による原価法を採用

しております。 

 (ハ) 貯蔵品 

個別法による原価法を採用

しております。 
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項目 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11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 

当社及び連結子会社は定率

法を採用しております。 

主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 ３年～15年

工具器具
備品 

５年～６年

 
 ②  無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 
なお、ソフトウェアについ

ては、社内における利用可能

期間（1年から5年）に基づく

定額法を採用しております。 
 ③ 長期前払費用 

定額法を採用しておりま

す。 

 (3)重要な引当金の計上基準 

 ①  貸倒引当金 

債権の貸倒に備えるため、

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。 

 ②  賞与引当金 

ビーズマニア㈱は、従業員

に対する賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち、当中

間連結会計期間の負担額を計

上しております。 
 (4)重要な外貨建の資産または負債

の本邦通貨への換算基準 

        外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しており

ます。 

 (5)重要なリース取引の処理方法 

     当社及び連結子会社は、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。 
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項目 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

 (6)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 ①  消費税の会計処理 

消費税及び地方消費税の処

理方法は税抜方式によってお

ります。 

４ 中間連結キャッシュ・

フロー計算書における

資金の範囲 

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。 
 
 

中間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 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。これによる損益への影響はあ

りません。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

当中間連結会計期間末 
（平成17年11月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

104,526千円 

 

(中間連結損益計算書関係) 

当中間連結会計期間末 
（平成17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。 

回収費 74,576千円

広告宣伝費 45,162千円

役員報酬 66,320千円

給与手当 62,450千円

支払手数料 36,913千円

減価償却費 10,716千円

※２ 固定資産売却益の内訳 

 

 

※３ 固定資産除却損の内訳 

 

 

 

 

車両運搬具 346千円

建物 1,433千円

工具器具備品 85千円

ソフトウェア仮勘定 13,040千円

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

（平成17年11月30日） 

現金及び預金 1,101,293千円

現金及び現金 
同等物 

1,101,293千円
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①リース取引 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

１ 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 

（借主側） 

 ①リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

工具器具 
備品 

2,566 396 2,169 

合計 2,566 396 2,169 
 
 

 ②未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 492千円

１年超 1,730千円

合計 2,223千円
 

 

 ③支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 816千円 

減価償却費 
相当額 

697千円 

支払利息相 
当額 

93千円 
 
 

 ④減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。 

利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっております。 
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②有価証券関係 

当中間連結会計期間末(平成17年11月30日) 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 

（千円） 

中間連結貸借対照表計上

額（千円） 

差 額 

（千円） 

株式 490 755 265

合計 490 755 265

 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 41,498 

 

 ③デリバティブ取引関係 

当中間連結会計期間(自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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 ④セグメント情報 

 ａ.事業の種類別セグメント情報 

     当中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日） 

 

 

インフォメー

ションプロバ

イダー事業 

（千円） 

コマース 

事業 

（千円） 

ゲーム 

開発事業 

（千円） 

オンライン 

流通事業 

（千円） 

計（千円） 

消去又は 

全社（千円） 

連結 

（千円） 

売上高        

(1) 外部顧客に対する

売上高 

735,594 339,270 178,632 - 1,253,498 - 1,253,498

(2) セグメント間の内

部売上高 

- 5,988 - - 5,988 (△5,988) -

計 735,594 345,259 178,632 - 1,259,486 (△5,988) 1,253,498

営業費用 515,941 361,683 139,889 46,824 1,064,339 (△4,503) 1,059,835

営業利益 

（又は営業損失） 

219,653 △  16,424 38,742 △  46,824 195,147 (△1,484) 193,662

（注）１.事業区分の方法 

     事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主な製品 

事業区分 主要製品等 

インフォメーションプロバイダー事業 モバイルコンテンツ 

コマース事業 ビーズアクセサリー販売等 

ゲーム開発事業 業務用ゲームソフト等 

オンライン流通事業 オンライン・ネットワーク型ゲーム 

   ３.営業費用は全て各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消去又は会社」

の項目に含めたものはありません。 

 ｂ.所在別セグメント情報 

     当中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17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。 

 ｃ.海外売上高 

     当中間連結会計期間（自 平成17年６月１日 至 平成17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。 
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(１株当たり情報) 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日） 

１株当たり 
純資産額 

74,617円20銭
 

１株当たり 
中間純利益 

4,810円33銭
 

潜在株式調整 
後１株当たり 
当期純利益 

4,631円39銭

 
 

(注) １株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以

下のとおりであります。 

項  目 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日)

１株当たり中間純利
益金額 

中間純利益(千円) 87,028 

普通株主に帰属しな
い金額(千円) 

                     - 

普通株式に係る中間
純利益(千円) 

87,028 

期中平均株式数(株) 18,092 

  
潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金
額 

 

当期純利益調整額
（千円） 

                    - 

普 通 株 式 増 加 数
（株） 

699 

（うち転換社債） （-）

（うち新株予約権） （699）

希薄化効果を有しな

いため、潜在株式調

整後１株当たり中間

（当期）純利益の算

定に含めなかった潜

在株式の概要 
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6.  生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績 

当中間連結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。 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日)事業部門 

金額(千円) 

インフォメーションプロバイダー事業 388,558 

ゲーム開発事業 88,974 

オンライン流通事業 140,882 

合計 619,095 

(注)  １ 金額は、当期製造費用によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 商品仕入実績 

当中間連結会計期間における商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日)事業部門 

金額(千円) 

コマース事業 144,975 

合計 144,975 

(注)  １ 金額は、当期商品仕入高によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 受注状況 

当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 
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(4) 販売実績 

当中間連結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。 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成17年11月30日) 事業部門 

金額(千円) 

インフォメーションプロバイダー事業 735,594 

コマース事業 339,270 

ゲーム開発事業 178,632 

合計 1,253,498 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社の販売先は、一般ユーザーであります。 

３ 当社の主たる事業でありますインフォメーションプロバイダー事業は、各移動体通信事業者を介して一

般ユーザーに対して有料情報サービスを提供するものであり、各移動体通信事業者が当該情報料の回収

代行を行っており、主な各移動体通信事業者別の情報料の総額は次のとおりであります。 
 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日) 相手先 

金額(千円) 割合(％)

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 410,568 41.2 

ＫＤＤＩ株式会社 182,078 18.3 

ボーダフォン株式会社 142,580 14.3 

(注) 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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