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上場会社名 株式会社イーコンテクスト 上場取引所 大証ヘラクレスＧ
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(URL　http://www.econtext.co.jp)

代　　表　　者　 役職名　代表取締役社長 氏名　佐武　利治

問合せ先責任者　 役職名　取締役経営企画本部長 氏名　小野　武雄 ＴＥＬ（03）5465-1588

決算取締役会開催日 平成18年２月14日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成－年－月－日 単元株制度採用の有無 無

親会社等の名称  株式会社デジタルガレージ(コード番号：4819) 親会社等における当社の議決権所有比率46.7％

１．平成17年12月中間期の業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日）
(1）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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月中間期 1,010 104.4 252 418.5 251 441.0

16年12月中間期 494 － 48 － 46 －

17年６月期 1,222 187 155

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年12月中間期 371 709.4 18,381 66 17,205 84

16年12月中間期 45 － 2,699 97 －　　 －

17年６月期 154 8,720 43 8,158 77

（注）①持分法投資損益 17年12月中間期 －百万円 16年12月中間期 －百万円 17年６月期 －百万円
②期中平均株式数 17年12月中間期 20,202株 16年12月中間期 16,991株 17年６月期 17,704株
③会計処理の方法の変更 有
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。
なお、平成16年６月期は中間決算を行っておりませんので、対16年６月期中間期比増減額は記載を省略しており
ます。

⑤平成16年11月30日付をもって、１株につき２株の割合で株式分割を行っております。
⑥平成16年12月中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、新株予約権残高はありますが、平成16　　
　年12月末時点において当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませ
　んでしたので記載しておりません。

(2）配当状況  
１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭
17年12月中間期 0 00 0 00
16年12月中間期 0 00 0 00

17年6月期 0 00 0 00

(3）財政状態 （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。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月中間期 7,632 2,604 34.1 128,904 02

16年12月中間期 3,467 636 18.3 34,955 60

17年6月期 7,135 2,232 31.3 110,522 35

（注）①期末発行済株式数 17年12月中間期 20,202株 16年12月中間期 18,202株 17年6月期 20,202株
②期末自己株式数 17年12月中間期 －株 16年12月中間期 －株 17年6月期 －株

(4）キャッシュ・フローの状況 （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。

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

17年12月中間期 1,159 △53 △22 4,620

16年12月中間期 931 △9 411 1,831

17年6月期 1,189 △20 1,869 3,537
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２．平成18年6月期の業績予想（平成17年7月1日～平成18年6月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 2,128 553 636 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）7,880円87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。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の11ページを参照して下さい。
　当社は平成18年１月31日を基準日として普通株式１株につき４株の割合で株式分割（無償交付）を実施しており、
上記の数値を算出するにあたっては、この株式分割を反映させております。なお、この分割を反映させない場合の１
株当たり予想当期純利益（通期）は31,523円49銭となります。
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１．企業集団の状況
 （１）関係会社の状況

　当社は、株式会社デジタルガレージの連結対象子会社であり、Ｅコマースにおける決済・物流手段のトータルソリュー

　ションの提供を主な業務としております。

名称 住所
資本金

（千円）
主要な事業の内容

被所有（所有）

割合（％）
関係内容

 親会社      

 株式会社デジタルガレージ

（注）1,2

 

 東京都渋谷区

 

 1,784,257

インターネットビジネ

スに関するソリュー

ション関連事業等

直接 

46.7

 

 役員の兼任5名

 （注）１．株式会社デジタルガレージは有価証券報告書を提出しております。

　　　 ２．議決権の被所有割合は100分の50以下でありますが、役員の兼任等により当社を実質的に支配していると認め

　　　　　 られるため、親会社と判定されております。

　

（２）事業内容

　　　当社が提供しているサービスは、「econtextゲートウェイ」を中核とし、それに付随して「システム開発受託・そ

　　の他事業」を提供しております。

  「econtextゲートウェイ」サービス概要図

 

・注文 

・ 商品配送 

（コンビニ受取） 

・サービス提供 

・注文情報 

・手数料 

 

・代金情報 

・手数料 

 

・代金 

・入金情報 

・代金 

・入金情報 

代金支払い 

 

 

 

 

 

 

消費者 
EC 

事業者 

 

コンビニエンス 

ストア 

クレジット 

カード会社 

その他 

提携企業 

「econtextゲートウェイ」サービス

　①　代金収納事務代行サービス（決済サービス）：

　　インターネット上での商品販売（ネット通販）や、オンラインゲーム・音楽ダウンロード等のデジタルコンテンツ配

　信に使用される電子マネーの運営業者、資格試験の申し込み・チケット販売などのサービス提供を業務としたいわゆる

　ＥＣ事業者に対し、それら商品販売・サービス提供等にかかる商品代金の収納、入金確認など一連の売掛金回収業務を

　ＥＣ事業者に代わって行うサービスです。当社の決済サービスでは以下の９つのサービスメニュー*1を提供しておりま

　す。当社の強みであるコンビニエンスストア（以下、コンビニという）の店頭における商品代金の収納をはじめ、クレ

　ジットカード決済、Pay-easy（ペイジー）決済*2、プリペイドＩＤ販売、インターネットバンク決済、銀行振込、口座

　引落、払込票、代金引換決済があります。ＥＣ事業者がホームページ上又はｅメール等で、お客様 に支払受付番号（4

　桁～7桁）を伝えることにより、お客様は、その支払受付番号を利用し当社が提供する決済メニューの中から支払い方

　法を選択できます。多様な決済メニューをご用意することで、年齢を問わず、幅広くお客様のニーズに合わせたサービ

　ス提供が可能です。
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 ＊１：当社が提供する決済メニューには、コンビニのマルチメディアキオスク端末（コンビニ内に設置され簡単なタッ

　　　チパネル操作によって、各種サービスの申し込み、商品代金等の支払い手続きができる装置）を使ったサービスが

　　　あります。マルチメディア端末利用の場合、消費者がインターネット等で注文をし、その際に電子メール等を通じ

　　　示された受付番号を端末に入力しますと、バーコード付き申込券が出力され、これをレジに提示し商品代金等を支

　　　払います。ＥＣ事業者は請求書等を消費者に送付する手間を省くことが可能であり、また消費者も請求書等を持ち

　　　歩く必要もなくペーパーレスでの代金決済が可能となります。

　  　　また、ＰＤＦファイル（電子文書のためのフォーマット）を利用した決済の場合、消費者がインターネット等で

　　　注文をし、電子メール等を通じ示されたＵＲＬ（インターネット上に存在する情報資源の場所を指し示す記述方

　　　式）をクリックしますとバーコード付きＰＤＦファイルが提示され、これをプリントアウトして持参、コンビニの

　　　レジに提示し商品代金等を支払います。当社が提供する「econtextゲートウェイ」サービスは、原則24時間365日

　　　のサービスの提供が可能でありますが、各提携先収納機関等の営業時間、サービス提供時間等に準じます。

 ＊２：Pay－easy（ペイジー）決済

　　　　日本マルチペイメントネットワーク推進協議会が主導で展開する決済サービスで、公共料金や税金、ネット通販

　　　の代金などを金融機関（郵便局含む）口座から直接パソコンや携帯電話を利用して支払ったり、現金で銀行現金自

　　　動預金支払機（以下、ＡＴＭという）から支払うことができるサービスであります。

 

　②　物流事務代行サービス（物流サービス）：

　　　商品の配送に伴う一連の物流関連事務をＥＣ事業者に代わって行うサービスです。お客様がインターネットを利用　

　　して購入した商品のコンビニ店頭でのお受渡し（ローソン店舗のみ）、宅配でのお届けの２つのメニューを提供する

　　サービスであります。会社帰りに、インターネットショッピングで購入した商品をローソンの店舗で受け取るなど、

　　お客様のライフスタイルにあわせたサービス提供が可能です。

 

 

「システム開発受託・その他事業」

　　ＥＣ事業者による「econtextゲートウェイ」サービス導入や、ＥＣ事業拡大に際し、自社でのシステム開発等が困難　　

　な場合、当社は当該システムの開発、サービス運用に関するシステムサポート業務等も受託しております。また、ＥＣ

　事業者がアンケートの謝礼など販売促進等に利用できるユニークなＩＤの提供サービス（ローソンお買物券IDサービ

　ス）も行っております。

　

　　上記のように、ＥＣ事業者は当社と契約することで、それぞれのサービスを個別に導入する場合の、煩雑な各業者と

　の個別契約やシステム開発、精算等にかかる手続きを一括して行うことが可能となり、サービス導入にかかる経費と時

　間を大幅に軽減することができます。
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２．経営方針
 

 (1)　会社の経営の方針

　　　当社は、Ｅコマースにおける新たな文脈（コンテクスト）と価値を創造することを理念とし、Ｅコマースインフラ

　　のデファクト・スタンダートを確立し、21世紀型の日本のインターネットビジネスを創造する企業を目指します。一

　　例をあげれば、商取引において、インターネットというインフラと、日本人の生活に深く密着している拠点であるコ

　　ンビニエンスストアを繋げる橋渡し役など、人（消費者）と企業（商品・サービス）と情報を有機的に結びつけ、よ

　　り快適な社会に貢献しうるサービスを構築することが当社の経営の基本方針であります。

（2） 会社の利益配分に関する基本方針

　　　当社は、株主に対する利益還元と同時に、競争力の確保を経営の重要課題の一つとして位置付けております。従来

　　当社は、財務体質の改善と急速に変化する事業環境へ対応するため、過年度において利益配当は行っておりませんで

　　した。

　　　今後につきましては、当社を取り巻く事業環境や時代の変化を視野に入れ、経営基盤一層の強化と積極的な事業

　　展開に備え内部留保の確保をはかるとともに、株主に対する利益還元を積極的に検討していく方針です。

（3） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　　　当社は、株式の流動性確保のため個人投資家層の拡大に積極的に取り組む方針であります。今後は、業績向上や

　　財政状態に応じて株式分割の実施を検討するなど、投資単位を適正な水準とするための検討を積極的に行ってまいり

　　ます。この方針に基づき、平成18年1月31日（火曜日）の最終の株主名簿に記載される株主を対象に、普通株式１株

　　を４株に分割する株式分割を実施致しました。

（4） 目標とする経営指標

　　　消費者ニーズを取り込んだ新サービスの開発と安定したシステムの提供により、当社サービスをご利用いただくＥ　　

　　Ｃ事業者及び消費者の利便性を向上させ、積極的に新規提携サイトを獲得するとともに、既存提携サイトとの連携を　

　　密にし取引を拡大していくことに注力いたします。その結果、当社サービスの利用件数を継続的に増加させ、安定的　

　　かつ効率的な経営を行うことにより、売上の拡大と収益の向上を図り、業績予想に掲げる利益数値の達成を目指して

　　まいります。

（5） 中期的な会社の経営戦略

　　　当社が提供する決済・物流サービスをコア事業と位置付け、それぞれのサービス内容（決済９種類、物流２種類）

　　をより強化することが中期的に重要であると考えております。そのサービスの中心となるコンビニ払いは提携コンビ

　　ニチェーン数を増やすことでより魅力的にしてまいります。さらにマルチペイメント推進協議会が主催するPay-easy

　　決済をより戦略的に拡充させていく方針です。本年4月より全国各郵便局のATMからPay-easy決済ができる予定であ

　　り、これにより大幅拠点拡大が見込まれ、新たなビジネスチャンスが到来すると考えております。このように個々の

　　サービス内容の厚みを増していくことにより、ＥＣ事業者での当社取り扱いシェアを上げていくことが、中期的に当

　　社の売上を押し上げ、ひいては収益増の要素になると考えています。

　　　また、年間2,000～3,000程度増加する提携サイトは当社の重要な財産と位置づけており、今後この増加ペースをよ

　　り加速させていく方針です。またそれらサイトの動向を注視し、今後戦略的に開拓すべき業種（カテゴリー）を絞込

　　み、各業界における有力ＥＣ事業者開拓にリソースを集中し、積極的に取り込んでいく営業活動を進めており、この

　　実現によって決済分野における当社の存在感を確立していきたいと思っています。

　　利益ある成長を実現し、より強固な企業体質を確立するための取組みを行ってまいります。

（6）会社の対処すべき課題

　　 急速に普及するブロードバンド環境（ＡＤＳＬや光ファイバーに代表される高速な通信回線）は、インターネット

　　を利用した物販、映像・音楽配信、またオンラインゲーム市場の拡大など、様々なサービスの提供を可能にし、ＥＣ

　　市場の急速な拡大に大きく寄与しております。今後も当面、全体としてこの拡大基調は続くことが予想される一方

　　で、従来の小売業と同様に、集客力・販売力のあるＥＣ事業者と販売が低迷するＥＣ事業者の差が歴然とし始め、Ｅ

　　コマースの分野でも勝ち組・負け組が顕著になってきております。

　　　当社は、それらＥＣ事業者に対し、決済、物流サービスを提供しておりますが、サービスの多様化に伴い、消費者

　　が求める決済、物流手段もまた多様化し、日々進化しております。同時にＥコマース業界においては、全般的な傾向

　　として価格・サービス競争が激しくなっており、今後も一層の競争激化は避けられない状況です。

　　　このような厳しい環境の下、コア事業である決済・物流サービス事業に注力すると共にサービス拠点の多様化（提
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　　携コンビニチェーンの追加や異業種との提携）、有力ＥＣ事業者の取り込み、新サービス開発による収益の多様化を

　　図ってまいります。また、カタログ等を届けることで商品を販売していた通販業者や、従来店舗での小売を行ってい

　　なかったメーカーや流通業者等が新たな販路としてＥＣビジネスに進出する場合、重要なバックヤードの業務となる

　　Ｅコマースシステムの構築・運用、各種決済・収納代行業者・金融機関・物流事業者等との契約、売上金にかかる経

　　理・出納業務、消費者からの問合せ対応など、ＥＣビジネスを遂行する上で必要な業務知識やノウハウを必ずしもカ

　　バーしきれていない場合も見受けられます。当社はそれらの業務をサポートし、当該ＥＣ事業者の売上への貢献及び　　

　　消費者の一層の利便性向上を図り、インターネットの領域から既存のリアルマーケットに寄ったITサービス領域まで

　　をカバーする、日本のＥＣビジネスのコンテクスト事業として成長させてまいります。

 

　　以上を勘案し、今後当社が対処すべき課題は以下のとおりです。

　①収益の拡大

　　　当社の売上の現状として決済・物流件数の大半を上位取引先の数十社で占めている状況であり、新規顧客を獲得　

　　し、売上のリスク分散をすることが急務となっています。そのため、４本部体制（営業本部、システム本部、運用本

　　部、経営企画本部）における各本部の連携をより緊密にし、さらにきめ細かいサービスの提供を目指してまいりま

　　す。特に営業部門におきましては、消費者のニーズ・業界動向等をリサーチしながら、既存顧客においてはサービス

　　の追加等による取引拡大、新規顧客開拓においては業界別に具体的な有力ターゲット先の選定による効率的営業、代

　　理店施策、大型プロジェクト案件獲得等を緻密な進捗管理のもと進めてまいります。

　　　また、決済サービスでは、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会主催のPay－easy（ペイジー）において　　　

　　平成18年４月より、従来はインターネット上及び一部の銀行ＡＴＭのみだった支払い拠点に、全国郵便局のＡＴＭが　

　　追加され、決済が可能となる予定であり、既存顧客へペイジーの追加を推進するとともに、下期以降の有力提携サイ　

　　ト獲得を図ります。またあわせてクレジットカード決済の戦略的拡大や、ネットバンクとの連携によるサービスの強

　　化を推進し、現状コンビニ決済に偏っている収益源の多様化を図ります。

　　　物流サービスにおいては、コスト低減やサービスレベルの向上を含めたサービス全体の見直しを行い、コンビニ受

　　取りに代表される当社サービスのメリット訴求等により、新規顧客の獲得を目指します。

　

　②システムの増強

　　　ＥＣマーケットの拡大、取引先の増加等に伴い決済件数が増加している中、ＥＣ事業者に対し安定したサービスを　

　　常に提供すべく費用対効果を見極めながらシステムを増強し、信頼できるサービスとして地位を高め、稼働率の向上

　　を図ります。また、顧客サービスと業務効率向上のため、社内管理系・業務系システムもあわせて強化していきたい

　　と考えております。

 

　③セキュリティの強化

　　　個人情報の管理及びセキュリティの重要性が増しており、全社をあげて情報管理に関するガバナンス体制・コンプ

　　ライアンス体制の強化に務めております。特に近年は個人情報を悪用した事件の増加が見られ、その手口も多様化し

　　ております。クレジットカード情報等の個人情報も取り扱う当社としては、消費者に安心してサービスをご利用いた

　　だくために、情報管理体制の現状を精査し、特に個人情報の管理体制見直しを行いました。セキュリティの強化や取

　　り組みの方針が適切であることを客観的に捕らえるため、平成17年12月８日にプライバシーマークの認定を取得いた

　　しました。今後も継続してセキュリティの強化について社内体制の精査及び改善を行い、情報漏えい等のリスク回避

　　に努めてまいります。

 

　④管理の徹底

　　　事業の拡大に対応して、効率のよい人的資源の配分をおこない、システム開発・保守に関する外注・内製の区分、

　　開発コストの適切化を図ることを主に、スリムな経営を目指します。

　

　⑤経営規模拡大に伴う人的、組織的対応について

　　　マーケットリサーチに基づいた各種サービスの開発と、急速に発展するIT業界における先端技術に対応でき、常に

　　業界において優位性を保つために、優秀な人材を確保し育成していく体制を整備することは急務と考えております。

　　従業員の目標設定、業績評価を明確にし、当社に適した人事制度の確立を進めることにより、従業員の勤労意欲と能

　　力の向上を図ることにより、企業規模拡大に対応できる社内体制を目指してまいります。

　　加えてまた、組織的対応を図るための内部管理体制の整備・充実も併せて推進していく方針であります。
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　⑥インターネットの活用による環境保全への取組み

　　　当社は、平成12年の設立以来、急速なインターネットの普及と限りある資源の有効活用への取り組みを見据え、ペ

　　ーパーレスによる代金決済の推進を標榜しております。PC・携帯端末への電子メール配信を利用した決済システム

　　は、従来の代金収納にかかる収納票の郵送に代わって大幅に紙を削減できることから、その即時性・顧客利便性に加

　　え、環境にやさしい決済手段を提供できます。現在、当社においても利用者ニーズ及びシステム上の問題から一部紙

　　の収納票等を利用しておりますが、今後もペーパーレスへの取組みを推進してまいります。

 　　　

（７）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、株主価値の安定的増大と健全性の確保を経営の最重要課題としています。その実現のために、株主の皆様　　

　　や取引先をはじめ、取引先のサービスを利用する顧客の皆様や従業員等のステークホルダーとの優良な関係を築き、

　　透明性の高い経営を行うことにより、健全性を確保しております。

　②会社の機関について

　・株主総会

　　株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、会社の所有者である株主に対する情報提供、株主との情報交換及び株

　　主の権利行使の場であると認識しております。したがって、株主の皆様が会社の状況を理解しやすいよう、その運営

　　方法につきましては工夫を重ねてまいる所存です。

　・取締役会

　　当社の取締役会は、取締役８名（うち常勤取締役４名）及び監査役３名により構成されており、取締役の内３名、監

　　査役の内２名は当社の親会社であります株式会社デジタルガレージから招聘しております。当社は毎月の定例取締役

　　会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、各取締役の職務の執行を監督しております。

　・経営会議

　　当社は、常勤取締役による経営会議を毎週開催しております。これにより、経営上の重要事項における迅速な意思決

　　定や、経営方針等についての議論を重ねることにより、企業価値を高めることを目的としております。

　・監査役会

　　当社では、商法上の監査役会制度を採用しております。当社の監査役は計３名の体制となっており、うち２名が社外　　

　　監査役となっております。監査役の監査活動は、重要会議への出席、各事業部門のヒアリング、代表取締役及び取締

　　役との意見交換、監査法人、税理士法人との情報交換など、必要に応じ相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携

　　を密にすることで、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。またあわせてコーポレート・ガバナンスの一

　　環として、取締役の執行が適法性を欠く恐れがある場合には必要な助言等を行い、的確に職務を遂行しております。

　③会計監査

　　　当社は、新日本監査法人と監査契約を締結し証券取引法に基づく会計監査を受けております。同監査法人及び当社　

　　監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執

　　行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っております。また当社は、公

　　正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、株主及び投資家にとって有用な会計情報を提供するた

　　めの会計処理方法、開示方法の相談等、不断の情報交換を心がけております。

　　　

　④内部統制システムの整備の状況

　　　当社の内部監査は、経営企画本部が主幹部署として定期的に営業本部、システム本部及び運用本部の業務を監査し　　

　　ております。つぎに経営企画本部の監査は、システム本部が実施しており、相互に牽制する体制を採っております。

　　各本部の監査結果ならび改善点につきましては、経営企画本部長より社長に対し報告書ならびに改善要望書を提出し

　　ております。

　⑤リスク管理体制の整備の状況

　　　上記の内部監査体制のほか、事業活動全般にわたり生じる様々なリスクに備え、当社のリスク管理体制は、リスク　

　　管理の主幹部署として経営企画本部が情報の一元管理を行っております。各本部に固有のリスクを定期的にモニタリ

　　ングを行っており、また緊急時の対応に関する体制を確立し、定期的な見直しも行っております。また、当社は企業

　　経営及び日常の業務に関して、必要に応じて、弁護士などの複数の専門家から経営判断上の参考とするためのアドバ

　　イスを受ける体制をとっております。
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　⑥IR、適時開示について

　　　当社は株主及び投資家の皆様との信頼関係の構築を目指し、当社の経営状況等の実態を速やかに、また正確に認

　　識・判断できるよう、公平且つ積極的な情報開示に努めてまいります。

　・情報開示の基準

　　投資判断に影響を与える会社情報の開示は、証券取引法及び大阪証券取引所の定める適時開示規則に基づき情報開示

　　を行います。

　・適時開示の方法

　　商法及び証券取引法等における法律に定められた情報開示については、法令に定められた方法にて適正に行います。

　　また、適時開示規則に該当する情報開示は同規則に従い、大阪証券取引所への事前説明後同取引所の提供する開示情

　　報システム（ＴＤ-ＮＥＴ)へ登録し、速やかに報道機関に同一情報を提供いたします。また当社ウェブサイトにおけ

　　るＴＤ-ＮＥＴ及び報道機関に公開した情報の提供については、ＴＤ-ＮＥＴへの掲載確認後速やかに当該情報の掲載

　　を行うことといたします。

　・業績予想について

　　当社は、四半期ごとに業績の開示を行うことにより、株主及び投資家の皆様の正確な判断に資するよう努力してまい

　　ります。

　・内部情報管理規程について

　　当社は、重要事実の公表及び内部情報（インサイダー情報）にかかる管理基準等についての運用方針等に関し、社内

　　規程を設けております。またインサイダー情報管理に関し運用を徹底するべく、役員及び従業員に対し、定期的に勉

　　強会を開催し、その教育に注力しております。 

　⑦会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　　　当社の社外取締役２名のうち１名は親会社である株式会社デジタルガレージの取締役を兼務しております。また同　

　　社と当社の間には営業上の取引がございますが、各個人が直接利害関係を有するものではありません。もう１名は当

　　社の主要株主である株式会社ジャストプランニングの代表取締役を兼務しております。同社と当社の間には取引関係

　　はございません。

　　　当社の社外監査役２名のうち１名は親会社である株式会社デジタルガレージの取締役を兼務しており、もう1名は

　　同社の監査役を兼務しております。また同社と当社の間には営業上の取引がございますが、各個人が直接利害関係を　

　　有するものではありません。

　⑧会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況

　　　当事業年度においては10回の取締役会を開催しており、また前述した常勤取締役による経営会議を毎週実施するこ

　　とで機動的な意思決定及び業務執行を行っております。また、ディスクロージャー・ＩＲ活動の一環として、四半期　

　　決算開示のほか、アナリスト・機関投資家を対象とした算説明会を開催しております。今後は、個人株主の皆様に対

　　しても事業報告書、個人投資家説明会等を通じ当社の状況を積極的に開示していく方針です。

 

 （８）親会社との関係に関する事項  

 　①親会社等の商号等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成17年12月31日現在）

親会社等 属性 親会社等の議決権所有割合（％）
親会社等が発行する株券が上

場されている証券取引所等

 株式会社デジタルガレージ 親会社 46.7 ジャスダック証券取引所 

 

 　②親会社のグループにおける当社の位置付けやその他の当社と親会社等との関係

　　a.親会社の純粋持ち株会社化について　

 　　当社の親会社である株式会社デジタルガレージは、同社グループ経営機能の強化、各事業の収益性・経営責任　

　　（権限）の明確化、各事業における意思決定機能の迅速化・機動性の向上を図るため、平成17年９月22日の同社定時

　　株主総会の決議をもって、平成18年１月５日より純粋持ち株会社である「株式会社デジタルガレージ」と、事業会社

　　である「株式会社ＤＧソリューションズ」、「株式会社ＤＧインキュベーション」に分割されました。

　　　本件親会社の純粋持ち株会社化による平成18年６月期の当社業績への直接的影響はなく、また当社のコーポレー

　　ト・ガバナンスの体制にも影響はございません。

 　　b.当社の位置づけ

　　　親会社である株式会社デジタルガレージ（平成17年12月31日現在、当社発行済株式総数の46.7％を保有する筆頭株

 　　主）を中核とするデジタルガレージグループは、異なるフィールドにある事象をインターネットビジネスによって

　　結びつけ、「文脈」を形づくることで、新しい価値を創造していく「コンテクストカンパニー」を標榜し、インタ
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　　ーネットビジネスにおける様々なソリューションを提供しております。

  　　当社はＥコマースが世の中に急速に普及する中で、デジタルガレージグループにおいて、ファイナンス事業セグメ

　　ントの一員としてＥコマースにおける決済・ 物流のゲートウェイ事業を担う会社として位置付けられております。

　　c.デジタルガレージグループとの取引について

　　　株式会社クリエイティブガレージに対し、当社ホームページ更新作業及びグループカンファレンスにおけるＰＲ制　　

　　作等に伴う取引が約３百万円、株式会社カカクコムとの決済サービス提供に伴う預り金の取引が約２百万円発生いた

　　しました。なお、関連当事者との取引条件については市場価格を勘案し、一般的な取引と同様に決定しております。

　　d.株式会社デジタルガレージとの役員の兼務関係について

　　　平成17年12月31日現在における当社役員11名のうち、株式会社デジタルガレージの役員を兼ねる者は５名であり、　　

　　当社における役職、氏名及び同社における役職は次のとおりであります。 

氏名 当社における役職 株式会社デジタルガレージにおける役職

 林　　　郁 取締役会長（非常勤） 代表取締役 

　櫻井　光太 取締役（非常勤） 取締役 

 青木　輝夫 取締役（非常勤） 　　　　 取締役（非常勤）

 六彌太恭行  監査役（非常勤） 取締役 

　喜田村洋一  監査役（非常勤） 　　　　　 監査役（非常勤）  

  上記取締役（非常勤）については、業務を遂行するために招聘されたものではなく、当社事業に関する助言を得ること

　 を目的として招聘されたものであり、当社の経営執行に与える影響は限定的であると認識しております。

　③親会社からの独立性確保について

　　　当社の事業展開にあたっては、親会社等の指示や承認に基づいてこれを行うのではなく、常勤役員を中心とした経

　　営判断のもと、独自に意思決定をして業務を執行しております。また当社の営業取引に占める親会社等のグループ会

　　社への依存度は低く、そのほとんどは当社と資本関係を有しない一般企業との取引となっており、これらから事業運

　　営上当社の親会社からの独立性は十分に確保されていると判断しております。
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３．経営成績及び財政状態

 １．営業の概況

（１）営業の経過及び成果

　　当中間会計期間におけるわが国景気は、一部素材分野の在庫調整、原油高の影響といったマイナス材料を抱えている

　ものの、基調としては「踊り場」局面を脱し、緩やかな回復基調が続いております。

　　当社の営業基盤となるＢtoＢtoＣ市場においては、通常の物販に加え、多様な情報コンテンツの提供、携帯電話の機

　能強化などを背景としたオンライン・ゲーム、音楽・映像ダウンロードサービスの拡大や、従来の郵送等の手段に代わ

　るインターネットでの各種チケット予約・試験等の申し込み、金融サービスのオンライン化が進みＥＣ市場は拡大を続

　けております。

　　このような環境の下、当中間会計期間においては、主事業である決済・物流サービス（econtextゲートウェイ）事業

　の拡大に努め、今後成長の見込める業界の選別とその業界における有力ＥＣ事業者へのアプローチを進める一方、既存

　顧客であるＥＣ事業者における当社シェアの拡大を推進しました。また、顧客満足度を高めるためにシステムの安全　

　性・利便性向上や新サービスの追加に注力した結果、当中間会計期間における当社の提携サイト数は8,327サイト（前

　年同期比3,056サイト増）、取扱高34,076百万円（同103％増）、決済及び物流件数は4,229千件（同126％増）に拡大し

　ました。

　　当中間会計期間の業績につきましては、売上高1,010百万円（前年同期比104.4％増）、経常利益251百万円（同　　

　441.0%増）、税引前中間純利益250百万円（同440.4%増）、中間純利益371百万円（同709.4%増）、中間未処分利益326

　百万円（前年同期は153百万円の損失）となりました。費用につきましては、販売費及び一般管理費全体で261百万円

（前年同期比34.1％増）となりました。

（２）事業部門別・品目別の状況

　　econtextゲートウェイ事業におきましては、決済件数の増加に伴う手数料収入が増加し、この結果、売上高は989百

　万円（前年同期比108.7％）となりました。

　システム開発受託・その他事業におきましては、前事業年度と同様の水準の受注を維持した結果、売上高は21百万円

　（同4.1％）となりました。

２.財政状態の分析

①流動資産

　当中間会計期末における流動資産の残高は7,483百万円(前事業年度末は7,048百万円)となり435百万円の増加となりま

した。現金及び預金の増加(3,537百万円から4,620百万へ1,083百万円の増加)、未収入金の減少(3,500百万円から2,722

百万円へ778百万円の減少)及び繰延税金資産121百万円の計上が大きな要因です。

現金及び預金につきましては、従来からの自己資本に加え、ＥＣ事業者からの預り金が主なものであり、未収入金につ

きましては、当社の業務委託先である株式会社ローソンからの未収入金が主なものであります。

②固定資産

　当中間会計期末における固定資産の残高は148百万円（前事業年度末は87百万円）となり61百万円の増加となりました。

無形固定資産（ソフトウェア）は増加（62百万円から106百万円へ43百万円の増加）し、長期前払費用の増加（６百万円

から９百万円へ３百万円の増加）が主な要因です。

③流動負債

　当中間会計期末における流動負債の残高は5,028百万円（前事業年度末は4,902百万円）となり125百万円の増加となり

ました。サイト預り金の増加（4,805百万円から4,896百万円へ91百万円の増加）ならびに未払金の増加（65百万円から

105百万円へ40百万円の増加）が大きな要因です。

④固定負債

　該当事項はありません。

⑤資本

　当中間会計期末における資本の残高は2,604百万円（前事業年度末は2,232百万円）となり371百万円の増加となりまし

た。当期未処分利益が△44百万円から326百万円となった事が大きな要因です。

⑥キャッシュ・フローの概況

　当中間会計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）は、前事業年度末に比べ1,083百万円増加

し4,620百万円となりました。これは未収入金の減少（3,500百万円から2,722百万円へ778百万円の減少）及びサイト預

り金が4,896百万円と前事業年度末に比べ91百万円増加したことが主な要因です。

－ 10 －



　　　また、当事業年度中における各キャッシュ・フロー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）

　　　営業活動による資金の増加は1,159百万円（前年同期比227百万円の増加）となりました。これは、税引前中間純

　　　利益250百万円に加え、未収入金の減少1,106百万円が主な要因であります。

 　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　投資活動に使用した資金は53百万円（同44百万円の増加）となりました。これは主に無形固定資産（ソフトウェ

　　　ア）の取得による支出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）

当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は22百万円（前年同期は411百万円の資金の獲得）となりま

した。これは、平成17年６月において、当社が大証ヘラクレス株式上場したことに伴う費用の支出によるものです。

 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりです。

 平成17年12月中間期 平成17年６月期

 自己資本比率（％） 34.1 31.3

 時価ベースの自己資本比率（％） 539.0 574.7

 債務償還年数（年） － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － －

　（注）１．上記指標の算出方法

　　　　　　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

　　　　２．いずれも財務数値より計算しております。

　　　　３．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、平成17年６月期及び平成17年12月期において当社

　　　　　　は有利子負債の残高がないため記載しておりません。

　　　　４．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。なお、当社は自己株式はござ

　　　　　　いません。

 

 ３．業績見通し

 　当中間会計期間におけるわが国の経済は、各種構造調整圧力の後退に伴う雇用・賃金環境の改善、設備投資意欲の高

　まり、IT分野の在庫調整終了等を背景に、ダウンサイドリスクは後退しております。一方で、原油価格の長期間にわた

　る高止まりなど一部には不透明な状況がありました。

　　このような環境化であっても、当社は経営の基本方針に基づき業務を遂行し、着実な事業拡大と収益向上に取り組ん　　

　でまいります。

    これにより、当期（平成18年６月期）の業績見通しは以下のとおりであります。（業績見通しは現時点で入手可能な

　情報に基づき判断したものであり、当社を取り巻く事業環境は短期間に大きく変動する可能性があるため、実際に発表

　される業績は乖離する可能性があります。）

 平成18年６月期 対前年同期増減率(%) 平成17年６月期

 売上高（百万円） 2,128 74.1 1,222

 経常利益（百万円） 553 256.8 155

 当期純利益（百万円） 636 313.0 154

 ４．事業等のリスク

　　以下については、当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

　た、当社として必ずしも特に重要なリスクとは考えていない事項についても、投資家の判断に影響を及ぼす可能性のあ　　

　る事項は、株主及び投資家の皆様に対する積極的な情報開示を行う方針から記載しております。

　なお、本項において将来に関する事項は、別段の記載がない限り、平成17年12月31日現在において当社が判断したもの

　であり、不確実性を内在しているため実際の結果と異なる可能性があります。

 

（１）当社の外部環境について

　①コンビニエンスストアでの決済について

　　当社はコンビニエンスストア（以下、コンビニといいます。）とＥＣ事業者のシステムを仲介・接続することによ　

　り、消費者がコンビニの店頭でインターネットにおける電子商取引（ＥＣ）の決済を可能とするサービスをＥＣ事業者
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　に対して提供しております。

　　コンビニは、今日においては全国で約42,000店舗が出店されており、日常的な生活拠点として弁当や惣菜、ドリンク

　類といった食料品等に加え、コンビニ店頭における公共料金の支払い、宅配便の取次ぎ、コピーサービス等の物販以外

　のサービスは既に社会に認知されております。最近では、通販の商品代金支払いや、インターネットショッピングでの　　

　購入代金をコンビニ店頭で決済する方法が急速に伸びております。

　　しかしながら、今後、コンビニ店舗の減少などの要因により利用者が減少した場合、あるいはコンビニ決済の普及が

　遅れた場合等には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　②ＥＣの成長性について

　　日本のＥＣ市場はインターネットの普及、特にＡＤＳＬ・光回線等のブロードバンド環境の低下価格化や携帯電話の　　

　パケット定額制などによる常時接続により利用者数は拡大しております。特に最近は、オンラインゲームや映像・音楽

　ダウンロード等の新しいコンテンツサービスが生まれ、ＥＣ市場の拡大に拍車をかけるようになっています。しかしな

　がら、ＥＣをめぐる新たな法的規制や個人消費の減退、インターネット通信セキュリティに致命的な脆弱性が見出され

　る等による通信インフラの信用低下及び悪質商法の多発によるＥＣの信用低下等によりＥＣの普及が減速する可能性が

　あります。当社の事業は、ＥＣ市場の拡大及びインターネット通信と密接な関係があり、ＥＣの普及が減速すると、当

　社の事業に影響を及ぼす可能性があります。

 

　③法的規制について

　　現在、ＥＣやインターネットを利用した情報流通等について法的制度の整備が進んでおります。今後、ＥＣやインタ

　ーネットに関連する規制の制定により、ＥＣ市場の成長に支障をきたす可能性又は当社が何らかの手当を講じる必要性

　が生じ、設備等の増強による費用負担が発生する可能性等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

　④競合について

　　当社はＥＣ事業者に対して、商品代金の決済サービスをはじめとして、物流事務代行サービス、ＥＣサイトのシステ

　ム構築サポート業務等を提供しており、競合他社として、収納代行会社、ファクタリング会社、インターネットバン

　ク、銀行、クレジットカード会社、電子マネーなどの収納代行業者などがあります。当社は独自でサービスを展開する

　以外に、自社のサービスの一部をこれら収納代行業者に提供することにより、収納代行業者とのパートナーシップ構築

　による事業規模の拡大や、収益基盤の拡大を推進しておりますが、当社は各種決済サービスと物流事務代行サービスを

　包括的に提供することにより、ＥＣ事業者のニーズに一元的に応えることが可能であり、この点は競合他社に比して差

　別化の要因となっていると考えております。

　　しかしながら、今後、上記の競合他社の動向、新しいサービスを提供する競合他社の参入等の結果として当社と競争

　になった場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　⑤技術革新への対応について

　　当社はインターネットを含めた関連技術に基づいて事業を展開しておりますが、当該関連分野は、新技術の開発及び

　それに基づく新サービスの導入が相次いで行われ、非常に変化の激しい業界となっています。このため、技術革新に対

　する当社の対応が遅れた場合、当社の競争力が低下する可能性があります。また、当社の技術開発体制は現在の事業規

　模に合わせ小規模であるため、開発までに時間を要する可能性があります。さらに、新技術への対応のために追加的な

　支出が必要となり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(２）当社の販売状況について

　①決済・物流サービス事業への依存

　　当事業年度においては、決済・物流サービス事業の売上は当社売上全体の97.9％（うち、決済サービス売上93.1％、

　物流サービス売上4.8％）を占めており、当該部門への依存度は高くなっております。その中で、販売先も決済サービ　

　スにおいては上位10社で74.3％、物流サービスにおいては上位５社で86.1％を占めており、今後のＥＣ事業者の販売動

　向の影響及び集客力の高いＥＣ事業者の確保ができないことにより当事業の売上高が減少した場合には、他の部門の売

　上高でカバーしきれず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　②コンビニ決済及び株式会社ローソンへの依存度について

　　当社は、コンビニでの決済サービスを行っておりますが、コンビニ決済の比率は平成17年12月31日現在、当社の総決

　済件数の89.5％であり、さらにコンビニ決済の94.6％を株式会社ローソンの店舗に依存しております。同社は当社の株

　主（本中間決算短信提出日現在において当社発行済株式総数の3.6％を保有)でもあり、継続的かつ安定した取引の関係

　にあり、今後更に同社との取引拡大に努めるとともに、同社以外のサービス拠点として、コンビニチェーン大手や既存

　の金融機関等との連携など、サービス拠点の拡大を図ってまいります。
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　しかしながら、同社との業務委託契約は１年間ごとの自動更新となっているため、期間満了３ヶ月前までの解約の意思

　表示があった場合等は、契約が更新されない可能性があり、今後同社との取引関係に変化が生じた場合には、当社の業

　績に影響を及ぼす可能性があります。

 (３）設立の経緯、資本構成の変遷及びデジタルガレージグループとの関係について

　　当社は、平成12年５月に、株式会社ローソン（出資比率46.0％）、株式会社デジタルガレージ（同34.0％）、三菱商

　事株式会社（同10.0％）、株式会社東洋情報システム（現、TIS株式会社、同10.0％）の出資により、ＥＣインフラの

　デファクト・スタンダードを確立する会社を目指し設立されました。その後、平成15年１月に財務体質改善のため８株

　を１株に併合する減資を行い、同月に株式会社デジタルガレージからの出資を受けたことにより、株式会社デジタルガ

　レージは当社の親会社（出資比率73.3％）となりました。

　　株式会社デジタルガレージは、平成17年12月31日現在において当社議決権の46.7％を保有する当社の親会社であり、

　取締役及び監査役の招聘を行っております。当社は株式会社デジタルガレージを中心としたデジタルガレージグループ

　の中で、唯一ＥＣにおける決済・物流サービスを展開している企業であり、独立した経営を行っておりますが、将来の

　同社グループの政策変更等が、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

（４）事業体制に係るリスクについて

　①小規模組織であること

　　当社は、平成17年12月31日現在、従業員23名と小規模組織であります。内部管理体制もこのような規模に応じたもの

　となっています。今後は事業拡大とともに人員の増強・育成と内部管理体制の一層の充実を図る予定であり、これに伴

　う新たな費用負担（人件費）が発生します。また、人員の育成・増強が適切かつ十分な対応が出来なかった場合には当

　社の経営活動に支障が生じ、業績に影響を及ぼす可能性があります。

　②社歴が短いこと

　　当社は、平成12年５月に設立され業歴も浅く、現在の主力事業であるＥＣにおける決済・物流事業は、ブロードバン

　ド環境の整備が進んだ最近数年間にて拡大基調が顕著となったこと、またインターネットにおけるイーコマースの多様

　化は変化が激しいため、期間業績比較を行うための十分な財務数値がとれません。また、当社の業績は今後のインター

　ネット上の商品・サービス販売等の将来性に大きく左右される可能性が高く、当社の経営計画の策定に際してもこれら

　不確実な要素が含まれていることは否めず、現時点で当社が想定する収益見通しに相違が生じる可能性があります。

　③個人情報の管理について

　　当社は、業務遂行に関連して多数の個人情報を有しています。当社といたしましてはシステム上のセキュリティ対策

　等を行うとともに、コンプライアンス規程等によりその遵守を徹底し、社内教育を行うなど顧客情報の管理に努めてお

　り、客観的な判断基準の必要性を重視し、セキュリティの強化や取り組みの方針が適切であることを客観的に捕らえる

　ため、平成17年12月８日にプライバシーマークの取得をいたしました。しかしながら予期せぬ事態により個人情報が流

　出する可能性は皆無ではなく、このような事態が生じた場合当社の社会的信用に影響を与え、その対応のための多額の

　費用負担や信用力の低下が当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

　④会社の事業運営に係るシステムの株式会社ローソンへの依存について

　　当社の事業運営において、平成17年12月31日現在、使用しているシステムの基幹部分にあたるプログラムについて

　は、株式会社ローソン（以下「ローソン」といいます）が所有権及びその著作権を有しており、当社は、当該基幹プロ

　グラムに係る改造権等を保有しております。当社は、ローソンとシステム使用に関する覚書を締結し、ローソンに対し

　て決済・物流件数に応じたシステム使用料を支払う形態で、システムの基幹部分を当社事業において使用しています。

　当該覚書の契約期間は１年間ごとの自動更新となっているため、期間満了１ヶ月前までの解約の意思表示があった場合

　等は、契約が更新されない可能性があります。現在、両社間の関係は良好でありますが、両社の関係に変化が生じた場

　合には、基幹プログラムの使用ができなくなり、当社の業績に重大な影響が生じる可能性があります。

　⑤システム障害の発生による悪影響について

　　当社は決済・物流サービスを運営するためのコンピューターシステムを使用しており、取引先やコンビニ、クレジッ

　トカード会社、各種決済業者等のシステムとネットワークで接続されています。日頃よりシステムの安定稼動の維持に

　努めるとともに、重要なシステムについてはバックアップシステムや複数の迂回経路を確保し定期的な保守点検を履行

　しております。

　　しかしながら、障害や不慮の災害、テロ等によりコンピューターシステムの停止、誤作動等が発生した場合、あるい

　は現在のネットワーク環境の変化等により業務遂行に支障を来たすリスクがあります。業務が正常に行えなくなること

　による機会損失の発生、賠償責任、社会的信用の悪化等を通じて当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、
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　コンピューターシステムの取得、構築にかかる投資により発生する償却コスト及び維持・運営コストも業績に影響する

　要因となります。

　⑥プログラム不良について

　　当社の開発したプログラムその他のソフトウェアまたはハードウェアに不良箇所が発生した場合、これらを使用した

　サービスの中断・停止及びユーザーデータの破損等が生じる可能性があります。当社は、これらのプログラムその他の

　ソフトウェアまたはハードウェアを使用する前に社内において入念なチェックを行っておりますが、このような事態が

　発生した場合、賠償責任や信用力の低下等のリスクが想定され、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　⑦業務委託先のシステムについて

　　当社は、当社サービス提供において、コンビニ各社、クレジットカード会社、各種決済業者、物流会社等の業務委託

　先のシステムとネットワークで接続されています。それぞれの業者との提携にあたっては、信頼性の高い業者を選定し

　日頃よりシステムの安定稼動の維持に努めておりますが、それら業務提携先のシステム障害等による不測の事態の発生

　等により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　⑧知的財産権について

　　当社は第三者の知的財産権を侵害することのないように当社及び外部への委託等により調査を行っております。しか

　しこれらの調査が十分かつ妥当であるという保証はありません。万一、当社が第三者の知的財産権を侵害した場合に

　は、当該第三者から損害賠償請求や使用差止請求等の訴えを起こされる可能性があり、これらに対する対価の支払等が

　発生する可能性があります。

　　また、当社が所有する知的財産権に関しましても第三者に侵害される可能性があります。こうした場合、当社の業績

　に影響を及ぼす可能性があります。

（５）その他

　①配当政策について

　　当社は、株主に対する利益還元と同時に競争力の確保を経営の重要課題の一つとして位置付けております。前事業年

　度に初めての通期での黒字化を達成し、当中間会計期間においても中間純利益の計上を達成いたしました。前事業年度

　末まで当社は当期未処理損失があり、過去、配当の実績はございませんが、今後、当社としましては、財務体質の強化

　と今後の事業展開への対応を図るための内部留保とのバランスを図りながら、配当を含め株主に積極的な利益還元を検

　討していきます。

　②ストックオプションの付与について

　　当社は、役員及び従業員等のモチベーション向上及び優秀な人材の確保を目的として、商法第280条ノ20及び商法第

　280条ノ21の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権を付与しております。平成17年12月31日現在、同ス

　トックオプションによる潜在株式数1,384株であり、発行済株式総数の6.9％に相当しております。

　これらの新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化し、当社株価形成に影響を与え

　る可能性がありますが、役員及び従業員等の力を結集し更なる成長を継続することで株式価値を高めていく所存であり

　ます。

　③設備投資等について

　　当社は、当社サービスを安定的かつ確実に提供するために、経営計画に基づき、システム増強・新サービス開発を基　　

　本とした設備資金に充当する予定であります。しかしながら、これらに投じた資金に対する効果が必ずしも業績に繋が

　るとは限りません。

－ 14 －



４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成16年12月31日）
当中間会計期間末

（平成17年12月31日）
前事業年度

（平成17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
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   1,831,973   4,620,330   3,537,305  

２　未収入金   1,531,481   2,722,056   3,500,901  

３　未収手数料   11,787   15,346   7,816  

４　貯蔵品   177   135   275  

５　前払費用   2,968   3,905   2,430  

６　繰延税金資産   －   121,328   －  

７　その他   1,628   1,770   643  

８　貸倒引当金   －   △967   △1,088  

流動資産合計   3,380,017 97.5  7,483,906 98.1  7,048,284 98.8

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物付属設備  8,265   8,030   8,265   

減価償却累計額  △4,997 3,268  △5,381 2,648  △5,386 2,879  

(2）工具器具及び備品  11,029   27,805   11,164   

減価償却累計額  △5,115 5,913  △7,950 19,855  △6,174 4,990  

有形固定資産合計   9,181 0.2  22,504 0.3  7,869 0.1

２　無形固定資産           

(1）商標権   2,471   2,021   2,246  

(2）ソフトウェア   58,601   103,360   59,444  

(3）電話加入権   559   631   631  

無形固定資産合計   61,632 1.8  106,013 1.4  62,322 0.9

３　投資その他の資産           

(1）差入保証金   10,748   10,848   10,848  

(2）長期前払費用   6,148   9,309   6,421  

投資その他の資産合計   16,896 0.5  20,157 0.2  17,269 0.2

固定資産合計   87,710 2.5  148,676 1.9  87,461 1.2

資産合計   3,467,727 100.0  7,632,582 100.0  7,135,746 100.0
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前中間会計期間末

（平成16年12月31日）
当中間会計期間末

（平成17年12月31日）
前事業年度

（平成17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
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　未払金   36,084   105,173   65,192  

２　未払費用   947   1,269   1,065  

３　未払法人税等   2,730   4,539   7,232  

４　預り金   1,566   1,657   1,866  

５　サイト預り金   2,773,180   4,896,392   4,805,159  

６　その他 ※１  16,957   19,432   22,457  

流動負債合計   2,831,465 81.7  5,028,463 65.9  4,902,974 68.7

負債合計   2,831,465 81.7  5,028,463 65.9  4,902,974 68.7

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   468,290 13.5  1,063,290 13.9  1,063,290 14.9

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  321,239   1,214,239   1,214,239   

資本剰余金合計   321,239 9.2  1,214,239 15.9  1,214,239 17.0

Ⅲ　利益剰余金           

１　中間（当期）未処分利益
又は未処理損失（△）

 △153,267   326,589   △44,756   

利益剰余金合計   △153,267 △4.4  326,589 4.3  △44,756 △0.6

資本合計   636,261 18.3  2,604,118 34.1  2,232,772 31.3

負債及び資本合計   3,467,727 100.0  7,632,582 100.0  7,135,746 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

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   494,111 100.0  1,010,113 100.0  1,222,318 100.0

Ⅱ　売上原価   250,685 50.7  496,725 49.2  612,600 50.1

売上総利益   243,425 49.3  513,388 50.8  609,718 49.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   194,812 39.5  261,337 25.8  422,374 34.6

営業利益   48,612 9.8  252,050 25.0  187,343 15.3

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  2   14   8   

２　雑収入  0 3 0.0 0 14 0.0 0 8 0.0

Ⅴ　営業外費用           

１　新株発行費償却  2,101   －   17,682   

２　株式上場費用  －   －   14,050   

３　支払利息  51   －   172   

４　雑支出  2 2,155 0.4 701 701 0.1 2 31,907 2.6

経常利益   46,459 9.4  251,363 24.9  155,445 12.7

Ⅵ　特別利益           

１　貸倒引当金戻入益  － － － 121 121 0.0 － － －

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損  86   989   86   

２　その他  21 107 0.0 0 989 0.1 21 107 0.0

税引前中間純利益   46,352 9.4  250,495 24.8  155,337 12.7

法人税、住民税及び
事業税

 475   477   950   

法人税等調整額  － 475 0.1
△121,32

8
△120,850 △12.0 － 950 0.1

中間（当期）純利益   45,877 9.3  371,346 36.8  154,387 12.6

前期繰越損失   199,144   44,756   199,144  

中間（当期）未処分
利益又は中間（当
期）未処理
損失(△)

  △153,267   326,589   △44,756  
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(3）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

    

税引前中間純利益  46,352 250,495 155,337

減価償却費  1,384 2,256 2,831

長期前払費用償却費  603 1,156 1,673

商標権償却費  224 224 449

ソフトウェア償却費  9,905 13,009 20,612

受取利息及び受取配当金  △2 △14 △8

支払利息  51 － 172

新株発行費償却費  2,101 － 17,682

株式上場費用  － － 14,050

有形固定資産除却損  86 989 86

未収入金の増減額
（△：増加）

 △335,266 771,314 △2,300,714

たな卸資産の増減額
（△：増加）

 19 140 △78

前払費用の増減額
（△：増加）

 △1,843 △1,474 △1,305

未払金の増減額
（△：減少）

 △2,668 37,213 24,889

未払費用の増減額
（△：減少）

 25 204 143

預り金の増減額
（△：減少）

 1,204,640 94,507 3,231,341

未払消費税の増減額
（△：減少）

 5,495 △6,509 16,575

貸倒引当金の増減額
（△：減少）

 － △121 1,088

その他  1,081 △3,347 6,097

小計  932,191 1,160,044 1,190,924

利息及び配当金の受取額  2 14 8

利息の支払額  △51 － △172

法人税等の支払額  △945 △950 △950

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 931,197 1,159,108 1,189,810
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前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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

 △692 △12,781 △827

無形固定資産の取得によ
る支出

 △2,775 △36,534 △12,847

長期前払費用の取得によ
る支出

 △5,800 △4,045 △7,143

その他  － － △100

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △9,267 △53,362 △20,918

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

株式の発行による収入  411,498 － 1,869,867

株式の上場に伴う支出  － △22,721  

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 411,498 △22,721 1,869,867

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（△：減少）

 1,333,427 1,083,024 3,038,759

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 498,546 3,537,305 498,546

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

 1,831,973 4,620,330 3,537,305
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

同左

 

(1）有形固定資産

同左

 

 建物（建物付属

設備）
６年～16年

工具器具及び備

品
２年～18年

  

  

  

  

 (2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェア

については社内における利用可

能期間（５年）に基づいており

ます。

(2）無形固定資産

同左

 

(2）無形固定資産

同左

 

２　引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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。

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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。

貸倒引当金

同左

 （追加情報）

一般債権につき貸倒実績率がなく、

貸倒懸念債権等特定の債権もない

ため貸倒引当金を計上しておりま

せん。

 

 

 

 

３　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

４　中間キャッシュ・フロー

計算書（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。

　同左 　同左

５　その他中間財務諸表（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

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

  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 ー  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、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

会計基準の適用方針」（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。これによる損益に与える影響はありません。

 ー
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間会計期間末
（平成17年12月31日）

前事業年度
（平成17年６月30日）

※１　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示し

ております。

　同左

 

※１　　　　　─────

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　１　減価償却実施額 　１　減価償却実施額 　１　減価償却実施額

有形固定資産 1,384千円

無形固定資産 10,130千円

有形固定資産 2,256千円

無形固定資産 13,233千円

有形固定資産 2,831千円

無形固定資産 21,062千円

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記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中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記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貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

平成16年12月31日現在 平成17年12月31日現在 平成17年６月30日現在

現金及び預金 1,831,973千円

現金及び現金同等物 1,831,973千円

現金及び預金 4,620,330千円

現金及び現金同等物 4,620,330千円

現金及び預金 3,537,305千円

現金及び現金同等物 3,537,305千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

リース物件の所有者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

リース物件の所有者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

リース物件の所有者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）

工具器具及
び備品

66,811 10,759 56,051

ソフトウェ
ア

255,528 118,912 136,616

合計 322,340 129,672 192,667

 
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）

工具器具及
び備品

79,882 27,283 52,599

ソフトウェ
ア

267,948 174,836 93,111

合計 347,831 202,120 145,710

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具及
び備品

79,882 18,893 60,988

ソフトウェ
ア

267,948 146,624 121,323

合計 347,831 165,518 182,312

②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 68,199千円

１年超 130,221千円

合計 198,421千円

１年以内 75,920千円

１年超 75,635千円

合計 151,555千円

１年以内 74,445千円

１年超 113,968千円

合計 188,413千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

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 33,903千円

減価償却費相当額 30,981千円

支払利息相当額 3,582千円

支払リース料 39,922千円

減価償却費相当額 36,601千円

支払利息相当額 3,064千円

支払リース料 73,022千円

減価償却費相当額 66,827千円

支払利息相当額 7,230千円

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。

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

同左

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

同左

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。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間会計期間末（平成16年12月31日）

該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成17年12月31日）

該当事項はありません。

前事業年度末（平成17年６月30日）

該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

前中間会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成16年12月31日）

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。

当中間会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

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。

前事業年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

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。

④　持分法損益等

前中間会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成16年12月31日）

子会社及び関連会社がありませんので、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

子会社及び関連会社がありませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

子会社及び関連会社がありませんので、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１株当たり純資産額 34,955円60銭

１株当たり中間純利益
金額

2,699円97銭

1株当たり純資産額 128,904円02銭

1株当たり中間純
利益金額

18,381円66銭

１株当たり純資産額110,522円35銭

１株当たり当期純
利益金額

8,720円43銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、新株予約権残高は

ありますが、当社は、非上場であり、

かつ店頭登録していないため、期中平

均株価が把握できませんので、記載し

ておりません。

当社は、平成16年11月30日付で株式１

株につき２株の株式分割を行っており

ます。

なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の１株当たり情報に

ついては、以下のとおりとなります。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額　　　　　　17,205円84銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額　　　　　　　　　8,158円77銭

当社は、平成16年11月30日付で株式1株

につき2株の株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度におけ

る1株当たり情報については、以下のと

おりとなります。

1株当たり純資産額　　12,568円23銭

1株当たり当期純損失金額

　　　　　　　　　　　8,917円52銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純

利益金額については、1株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。

前事業年度

１株当たり
純資産額

12,568円23銭

１株当たり当期純
損失金額

8,917円52銭

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、１株
当たり当期純損失であるため、記
載しておりません。
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　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

前事業年度
(自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 45,877 371,346 154,387

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
45,877 371,346 154,387

普通株式の期中平均株式数（株） 16,991 20,202 17,704

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
   

当期純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 1,219 1,381 1,219

（うち新株予約権）
 

 （1,219）

 

 （1,381）

 

 （1,219）

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

新株予約権１種類（新

株予約権の数692個）

－ 　　　　　　　　 －
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

該当事項はありません。 当社は、平成17年12月2日開催の当社取

締役会決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。

１．株式分割

(1)分割により増加する株式数

　普通株式　　　　　　60,606株

(2)分割方法

平成18年1月31日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記録された株主の

所有株式数を、１株につき４株の割合を

もって分割します。

2.配当起算日

　平成18年1月1日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間会計期間及び前事業

年度における1株当たり情報並びに当期

期首に行われたと仮定した場合の当中間

会計期間における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

前中間会計期
間

当中間会計期
間

前事業年度

1株当たり純

資産額

8,738円90銭

1株当たり中

間純利益金額

674円99銭

潜在株式調整

後1株当たり

中間純利益金

額

634円75銭

1株当たり純

資産額

32,226円00

銭 

1株当たり中

間純利益金額

4,595円42銭

潜在株式調整

後1株当たり

中間純利益金

額4,301円46

銭

1株当たり純

資産額

27,630円59

銭

1株当たり当

期純利益金額

2,180円11銭

潜在株式調整

後1株当たり

当期純利益金

額

2,039円69銭

   

 該当事項はありません。
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前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

２．ストックオプションの付与 

　当社は、商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づき、平成17年９月21日

開催の第６回定時株主総会及び平成18年

１月24日開催の取締役会においてストッ

クオプションとして新株予約権の発行を

決議し、同日付で発行しております。

１.発行した新株予約権の数

　　200個

2.新株予約権の目的となる株式の種類及

び数

　　普通株式200株

3.新株予約権の発行価額

　　無償

4.新株予約権の行使時の払込金額

　　1株当たり1,890,000円

5.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

　　発行価格　1,890,000円

　　資本組入額　945,000円

6.新株予約権の行使期間

平成19年９月22日から平成24年９月21日

まで

7.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者は、新株

予約権の行使時においても、当社または

当社の関係会社の取締役、監査役顧問ま

たは従業員であることを要する。なお、

当社または当社の関係会社の取締役を任

期満了により退任した場合、従業員が定

年若しくは会社都合で退職した場合、そ

の他取締役会で認めた場合はこの限りで

はない。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続

人がこれを行使できるものとする。ただ

し、③に規定する新株予約権割当に関す

る契約に定める条件による。

③上記の他、権利行使の条件について、

本総会及び新株予約権発行の取締役会決

議に基づき、当社と本新株予約権割当の

対象となる当社及び当社の関係会社の取

締役、監査役、顧問または従業員との間

で個別に締結する新株予約権割当に関す

る契約に定めるところによる。 
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

該当事項はありません。

(2）受注状況

econtextゲートウェイ（決済・物流サービス）については、利用件数に応じた料金を課金するサービスであり、

受注販売形態をとっておりません。また、システム開発受託・その他事業において受注販売形態をとっている事

業の受注状況は以下のとおりです。

事業部門

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

受注高（千円）
前年同期比
（％）

受注残高
（千円）

前年同期比
（％）

システム開発受託・その他事業 14,545 755.6 － －

(3）販売実績

当中間会計期間における販売実績を事業部門別、品目別に示すと、次のとおりです。

事業部門別・品目別
当中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前年同期比（％）

econtextゲート

ウェイ

決済サービス（千円） 940,729 117.4

物流サービス（千円） 48,342 17.5

小計 989,071 108.7

システム開発受託・その他事業（千円） 21,043 4.2

合計 1,010,113 104.4

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．前中間会計期間及び当中間会計期間の主要な販売先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

前中間会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ビットキャッシュ㈱ 135,749 27.5 436,895 43.3

㈱デジタルチェック 42,294 8.6 110,672 11.0
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