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親会社等の名称 株式会社サイバード(コード番号：４８２３)　親会社等における当社の議決権所有比率20.1％

米国会計基準採用の有無 無

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

(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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月中間期 7,177 (　29.7) 208 (△68.9) 201 (△69.5)

16年12月中間期 5,532 (　16.4) 669 (△25.2) 661 (△25.9)

17年６月期 12,641 1,311 1,297

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 10 (△97.3) 172 77 164 72

16年12月中間期 393 (△21.7) 7,084 95 6,683 17

17年６月期 753 13,188 09 12,509 46

（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 (連結) 17年12月中間期 61,520株 16年12月中間期 55,524株 17年６月期 57,144株
③会計処理の方法の変更 無
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。

(2）連結財政状態                                    （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 6,624 5,060 76.4 82,260 93

16年12月中間期 5,229 3,472 66.4 62,133 19

17年６月期 6,960 5,086 73.1 82,683 46

（注）期末発行済株式数 (連結) 17年12月中間期 61,520株 16年12月中間期 55,896株 17年６月期 61,520株

(3）連結キャッシュ・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 △21 △299 △71 2,375

16年12月中間期 182 △266 △36 1,665

17年６月期 736 △544 791 2,768

(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 ４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） １社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．平成18年６月期の連結業績予想（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

百万円 百万円 百万円

通　期 14,225 427 76

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　1,234円77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１株当たり

予想当期純利益につきましては、平成18年１月19日付新株予約権行使（45株）後の発行済株式数61,565株に基づき計

算しております。上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社４社（株式会社ドクターズバイオ研究所、株式会社アウトレットプラザ、ＪＤ

Ｍ投資事業組合、株式会社コマースニジュウイチ）で構成され、通販事業、卸売事業、通販支援事業及びその他の事業

を行っております。

　当社グループの事業内容及び当社と連結子会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。

＜事業系統図＞
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「情報流通の可能性をひとりひとりの暮らしへ」という企業理念を掲げ、人・ＩＴ・顧客資産を活かしな

がら、通信販売という仕組みを通じて社会に貢献してまいります。その際、商品に関する特徴や機能、あるいは生産

者・開発者の方のこだわりや想いをきちんと説明し、お客様が満足感・感動を覚えてくださることが重要ではないか

と考えております。加速度的に進化する情報通信技術や人間の持つコミュニケーション力を駆使し、ひとりひとりの

お客様のニーズに合った商品やサービスの提供に注力してまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、事業の拡大や経営体質の強化などのために必要な資金を内部留保しつつ、安定した配当を継続して行うこ

とを基本方針としております。

　内部留保資金につきましては、経営基盤の更なる充実・強化のために資本提携などを含む事業提携やシステムのバー

ジョンアップに充当するなど、有効に活用する方針であります。また、今後とも株主の皆様に対する利益還元を経営

の重要項目のひとつとして位置付け、市場及び経営・財務状況などを総合的に勘案し、安定した配当の実施を継続し

ていきたいと考えております。

　なお、前連結会計年度より株主優待制度の充実を図りました。具体的には、毎年６月30日現在の株主及び実質株主

の皆様に対し、株式数に応じて１万円以上の自社商品等を贈呈いたしております。

(3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株主の皆様の利便性向上や株式の流動性確保などを目的として、市場及び経営・財務状況などに応じて株

式分割の実施を検討するなど、投資単位を適正な水準にするための検討を積極的に行ってまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社グループは、収益性の指標として売上高営業利益率８％を目指しております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループの主たる事業領域である通信販売市場は、厳しい消費動向や企業間の競争の激化はあるものの、通信

環境の進化・整備に伴い、市場規模が更に拡大していくものと予想されます。

　当社グループにおきましては、人・ＩＴ・顧客資産を活かしながら、化粧品事業、通販支援事業の更なる拡充、コ

ンシェルジュショッピング事業、モバイルコマース事業などの新規事業の拡大、媒体チャネルの多様化、コンタクト

センターにおけるコミュニケーターの質の向上、顧客資産の増大及び事業インフラの拡充などにより事業規模の拡大

を図り、通信販売市場におけるシェアの向上を目指してまいります。

(6）グループの対処すべき課題

　当社グループは、人・ＩＴ・顧客資産を活かしながら、事業の一段の拡大と発展を目指すため、以下の取組みを実

施してまいります。

①　通販事業の強化

　通販事業につきましては、事業ポートフォリオを明確に区分し、各事業分野に専門特化してまいります。

化粧品事業におきましては、化粧品独自の商品ラインナップ・商材開発を行ってまいります。また、化粧品への

特化に伴い、お客様とのコミュニケーション手段であるＤＭ（ダイレクトメール）や会報誌などを見直すととも

に、コミュニケーターの化粧品知識の向上によりカウンセリング力を強化し、より競争力のある事業への発展を

目指してまいります。

　コンシェルジュショッピング事業におきましては、従来から行っておりました健康食品や酒類等の販売を継承

していくとともに、会社全体の顧客資産価値の最大化を目指し、既存のお客様満足度を向上させるため、会話を

中心としたコミュニケーションから商品の購買に結び付けていく新しい事業モデルを立ち上げてまいります。

②　通販支援事業の強化

　通信販売に関するソリューションを提供する通販支援事業につきましては、マーケティング戦略の立案力・企

画力・実践力を基に、通信販売による包括的な販売の代行を目指しております。通販事業の包括的な販売代行に

向けて、サービスメニューの充実化を図り、コールセンター支援・代行、フルフィルメント運営代行等の提供を

行っていきたいと考えております。
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③　モバイルコマース事業への本格的参入

　モバイルコマース事業につきましては、様々な手法（コンテンツのＰＲ及び質の向上、フリーペーパータイ

アップ等）による良質なリスト獲得に注力するとともに、販売促進手法の開発など、携帯電話の利便性を活かし

た新しい通信販売の確立に取り組んでまいります。

(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

（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、経営の意思決定の迅速化及び透明性確保の観点から、経営のチェック機能の強化を重要課題のひとつと

位置付けております。また、社会環境の変化に迅速に対応できる経営組織を構築し、ステークホルダーとの調和を

図りながら、株主重視を意識した実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制を築いていくことが重要であると認

識しております。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

①　会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

ａ．会社の機関の内容

　取締役会は毎月１回開催し、経営の基本方針その他重要事項を決定するとともに、業務遂行状況を監督して

おります。また、重要な案件等が発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

　当社は、監査役会制度を採用しており、監査役会は毎月１回開催しております。また、監査役は、取締役会

を含む重要な会議への出席、会社の財産保全及び業務運営の実態に関する適正な調査等を通じて、取締役の業

務執行を監査しております。なお、監査役４名のうち３名が社外監査役で常勤監査役は１名です。

　当社の意思決定は、商法上の機関（株主総会・取締役会）で行っておりますが、経営に関する重要事項の立

案検討及び実施結果の把握を行うことを目的とし、ゼネラルマネージャーから構成される経営会議を毎月１回

開催しております。

ｂ．内部統制及びリスク管理体制の整備状況

内部統制につきましては、代表取締役社長直轄の社長室が主管となり、法令、社内規程やルール遵守について

定期的に監査を実施しております。また、会社の財産保全および業務運営の実態を適正に調査することにより

不正を未然に防止し、重要な案件は経営会議や取締役会に報告及び議案として付議することにより情報の共有

と管理体制の充実を図っております。

　リスク管理体制につきましては、「リスク管理委員会」を設置し、リスクマネジメント活動や個人情報保護

活動を統括すべく、関連規程やマニュアルの整備、リスクの洗い出しや評価、社員教育の充実などを盛り込ん

だマネジメントサイクルの継続的な実践に努めております。また、運営を外部企業に委託した「社内通報制度」

を設け、コンプライアンスに関する問題の早期発見と発生に対して適切な対処が行えるよう体制を整え、小さ

な不正や不祥事を見逃さない企業風土を醸成するとともに、通報者の保護を図っております。

　なお、外部の専門家から適宜アドバイスを受けておりますが、法律的な判断を必要とする場合には顧問弁護

士からアドバイスを受けております。

ｃ．内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の社長室（３名）が内部監査計画に基づき、内部統制システム

の運用状況をはじめ業務運営全般にわたり監査を実施しております。

　監査役監査につきましては、常勤監査役１名及び非常勤監査役３名（社外監査役）で構成されており、定例

の監査役会において監査方針及び役割分担を定め、取締役の職務執行を監視する体制を整えております。

　会計監査につきましては、商法及び証券取引法に基づく会計監査を受けております。なお、業務を執行した

公認会計士は以下のとおりであります。

所属する監査法人：新日本監査法人

指定社員　業務執行社員：橋本　佑太郎、堺　昌義

監査業務に係る補助者は、新日本監査法人に所属する公認会計士１名、会計士補７名です。

ｄ．役員報酬

取締役に対する報酬　　　　９名　　　　　　　　65,370千円 

監査役に対する報酬　　　　４名　　　　　　　　 6,600千円

ｅ．監査報酬の内容

公認会計士法第２条第１項の監査証明業務の対価として支払うべき報酬　　　12,000千円

その他の業務に基づく報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,857千円
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②　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、株式会社ドリームインキュベータの代表取締役社長であり、同社は当社

とコンサルティング契約に基づく取引があります。また、他の１名は、当社の発行済株式の20.1％を保有する株

式会社サイバードの代表取締役会長であり、同社は当社とモバイルコマースの共同事業を行っております。

当社の社外監査役３名は平成17年12月末において当社の株式157株を保有しております。

③　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

取締役会は毎月１回以上開催しており、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務遂行状況を監督する

機関としての機能を果たしております。監査役会は毎月１回以上開催しており、会計監査人からの報告聴取、取

締役等からの営業報告聴取を行うとともに、監査方針に基づいた網羅的な監査役監査を実施しております。また、

内部監査を定期的に実施し、業務効率の改善と不正過誤の防止に努めております。

（8）親会社等に関する事項

①　親会社等に関する事項及び親会社等との取引に関する事項

属性 親会社等 住所 資本金 証券取引所 事業の内容
議決権所有割

合（％）
取引内容 取引金額 科目 期末残高

 その他の関

係会社

株式会社サ

イバード  
東京都港区 5,433百万円

ジャスダック

証券取引所 

モバイルコン

テンツ事業 
20.1％

商品の販売

ソフト購入

業務委託

５百万円

３百万円

１百万円

売掛金

未払金

４百万円

１百万円

（注）取引金額には、消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

②　親会社等の企業グループにおける当社の位置付け及び当社と親会社等とのその他の関係

当社は、株式会社サイバードグループの物販事業の中枢を担う位置付けにあり、株式会社サイバードが集客し

定着化させたお客様に対し商品の販売を行っております。今後、同社との提携効果を検証した後、同社との資本

統合・グループ経営等も視野に入れております。また、当社の代表取締役社長が株式会社サイバードの非常勤取

締役に就任しております。

（9）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部牽制組織、経営上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況

当社は、コーポレート・ガバナンス、内部統制及びリスク管理対応強化のため、牽制組織の整備を図っており

ます。また、これらの内部管理体制・牽制組織に係る業務運営の前提となる社内規程については既に整備されて

おりますが、関係法令の改正への対応や内部管理体制の向上を目的として、随時、規程の見直しを実施しており

ます。

②　内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

最近１年間における内部管理体制の取組みとしましては、平成17年４月に施行された個人情報保護法に対応す

るため、関連諸規程やマニュアルの見直し、社員教育などを重点的に実施しております。また、当社はプライバ

シーマーク制度の認定を受けておりますが、プライバシーマークの使用ライセンスの更新期（２年に１回）に伴

い、個人情報管理責任者及びプライバシーマーク事務局を中心に個人情報保護のため社内体制の見直し等を実施

しております。
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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わが国の経済は、企業収益が高水準で推移するなかで設備投資は増加基調で推移し、

雇用情勢の改善や賃金回復を背景に、個人消費も緩やかながら着実な回復を続けております。一方、原油価格の高騰

や少子化による人口減少、高齢化社会への移行など、景気の先行きについては楽観視できない状況が続いております。

　当社グループの主たる事業領域である通信販売業界につきましては、全体の市場規模は拡大基調にあるものの、通

信販売事業への新規参入や価格競争などを伴う販売価格の下落など厳しい経営環境が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは、テストマーケティングを重ね新規商材の発掘・開発に注力したものの、

拡大して販売できる商材が限定され、それに伴い新規顧客の獲得数が減少するなど厳しい局面がございました。一方、

前連結会計年度より本格的に取組んできた通販支援事業につきましては、予算を大幅に達成するなど成果を挙げてお

り、今後の事業の拡大に期待しております。

　また、ＥＣ市場に対する事業強化の観点から、ＥＣサイトを構築するソフトウェアの開発・販売及びそれに伴うシ

ステム構築のサービス等を行う株式会社コマースニジュウイチの発行済株式の57.9％を取得し、連結子会社といたし

ました。同社のシステム機能と当社の通信販売ノウハウの融合により、ＥＣの強化を図ってまいります。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は71億77百万円（前年同期比129.7％）、営業利益は２億８百万円（前年

同期比31.1％）、経常利益は２億１百万円（前年同期比30.5％）、中間純利益は10百万円（前年同期比2.7％）となり

ました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

通販事業につきましては、平成17年１月に買収した株式会社アウトレットプラザの売上が寄与したことや、ＴＶ広

告という新しい媒体チャネルが開拓されたことにより、自社ブランド「MACCHIALABEL（マキアレイベル）」シリーズ

のリキッドファンデーション「クリアエステヴェール」の売上が好調に推移いたしました。しかしながら、新規商材

の開発・発掘の遅れなどの影響により、売上高は51億24百万円（前年同期比97.8％）となりました。

卸売事業につきましては、既存の飲料卸が伸展したことに加え、平成17年１月に買収した株式会社アウトレットプ

ラザの売上が寄与したことなどにより、売上高は８億98百万円（前年同期比360.2％）となりました。

通販支援事業につきましては、通信販売のソリューションを提供する事業が予算を大幅に達成するなど好調に推移

したため、売上高は４億99百万円（前年同期比1,183.3％）となりました。

その他の事業につきましては、平成17年１月に買収した株式会社アウトレットプラザの売上が寄与したことなどに

より、売上高は６億55百万円（前年同期比―％）となりました。

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

 
前年同期比

 

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減金額
（百万円）

増減率
（％）

通販事業 5,240 94.7 5,124 71.4 △116 △2.2

卸売事業 249 4.5 898 12.5 648 260.2

通販支援事業 42 0.8 499 7.0 457 1,083.3

その他の事業 － － 655 9.1 655 －

合計 5,532 100.0 7,177 100.0 1,645 29.7
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(2）財政状態

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、営業活動に使用した資金21百万円、投資

活動に使用した資金２億99百万円、財務活動に使用した資金71百万円により23億75百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動に使用した資金は21百万円（前年同期比―％）となりました。

　これは、税金等調整前中間純利益１億16百万円、売上債権の減少１億90百万円などにより資金が増加したものの、

法人税等の支払い２億32百万円、未払金の減少２億10百万円、たな卸資産の増加88百万円などにより資金が減少した

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）

　投資活動に使用した資金は２億99百万円（前年同期比112.5％）となりました。

　これは、ソフトウェア及び入退室管理設備など固定資産の取得による支出１億42百万円、投資有価証券の取得によ

る支出１億41百万円、子会社株式の取得71百万円などにより資金が減少し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）

　財務活動に使用した資金は71百万円（前年同期比196.2％）となりました。

　これは、配当金の支払い72百万円などにより資金が減少したことによるものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

第７期
平成17年６月期

第８期
平成18年６月期

中間 期末 中間

株主資本比率（％） 66.4 73.1 76.4

時価ベースの株主資本比率（％） 231.9 252.8 306.5

債務償還年数（年） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 39,453.4 －

　（注）　株主資本比率　　　　　　　　　　：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率　　　　：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

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数により算出しております。

※営業キャッシュ・フローについては、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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」

を使用しております。

(3）通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、平成18年２月６日に業績修正発表をしております。これは、新規顧客の獲得を効率

良く行うことが出来ず、その分見込んでいたリピート顧客による売上高の減少に伴うものであります。また当期純利

益につきましては、投資有価証券評価損の特別損失の発生によるものであります。以上の結果、修正後の連結業績予

想につきましては、売上高142億25百万円（前年同期比112.5％）、経常利益４億27百万円（前年同期比33.0％）、当

期純利益76百万円（前年同期比10.1％）を予定しております。

(4）業績予想に関する留意事項

　本資料に掲載されている通期の業績予想に関する記述は、当社及び当社グループが現時点で入手可能な情報に基づ

いた経営判断や前提が述べられております。そのため諸条件の変化により、実際の業績などは将来予測に関する記載

と異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。
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４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

 
 

前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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  2,325,296   2,793,973   3,217,891  

２ 受取手形及び売掛金   882,165   868,484   1,029,983  

３ 有価証券   －   100,472   101,320  

４ たな卸資産   503,414   712,026   609,901  

５ 繰延税金資産   109,957   25,847   104,885  

６ その他   44,672   81,269   44,917  

７ 貸倒引当金   △14,614   △16,765   △26,097  

流動資産合計   3,850,892 73.6  4,565,308 68.9  5,082,803 73.0

Ⅱ　固定資産           

１ 有形固定資産           

(1）建物及び構築物  30,912   128,555   128,406   

減価償却累計額  6,338 24,574  19,801 108,753  13,168 115,238  

(2）機械装置及び運搬
具

 21,194   19,308   19,308   

減価償却累計額  8,365 12,829  11,489 7,818  9,663 9,645  

(3）土　地   39,935   39,935   39,935  

(4）建設仮勘定   34,644   －   －  

(5）その他  126,522   240,324   200,007   

減価償却累計額  60,568 65,953  118,462 121,862  81,378 118,628  

有形固定資産合計   177,938 3.4  278,369 4.2  283,448 4.1

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア   －   353,053   345,458  

(2）その他 ※２  241,530   228,191   173,945  

　　無形固定資産合計   241,530 4.6  581,244 8.8  519,403 7.5

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券   842,740   1,005,657   874,970  

(2）繰延税金資産   48   12,519   1,154  

(3）その他   116,317   181,590   199,156  

投資その他の資産合
計

  959,106 18.4  1,199,767 18.1  1,075,280 15.4

固定資産合計   1,378,574 26.4  2,059,382 31.1  1,878,132 27.0

資産合計   5,229,467 100.0  6,624,690 100.0  6,960,935 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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 支払手形及び買掛金   437,993   516,169   491,057  

２ 一年以内返済長期借入
金

  －   20,376   －  

３ 未払金   826,271   655,083   948,456  

４ 未払法人税等   276,544   72,556   240,576  

５ 賞与引当金   21,137   33,970   28,490  

６ 販売促進引当金   94,621   92,700   69,500  

７ その他   76,939   127,442   73,036  

流動負債合計   1,733,507 33.2  1,518,298 22.9  1,851,117 26.6

Ⅱ　固定負債           

１ 退職給付引当金   22,962   28,238   23,132  

固定負債合計   22,962 0.4  28,238 0.4  23,132 0.3

負債合計   1,756,470 33.6  1,546,536 23.3  1,874,249 26.9

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   － －  17,462 0.3  － －

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   562,799 10.8  1,176,259 17.8  1,176,259 16.9

Ⅱ　資本剰余金   743,501 14.2  1,356,961 20.5  1,356,961 19.5

Ⅲ　利益剰余金   2,189,100 41.8  2,486,141 37.5  2,549,336 36.6

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  △22,405 △0.4  41,329 0.6  4,128 0.1

資本合計   3,472,997 66.4  5,060,692 76.4  5,086,686 73.1

負債、少数株主持分及
び資本合計

  5,229,467 100.0  6,624,690 100.0  6,960,935 100.0
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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   5,532,017 100.0  7,177,397 100.0  12,641,419 100.0

Ⅱ　売上原価   1,245,645 22.5  3,386,830 47.2  3,997,989 31.6

売上総利益   4,286,372 77.5  3,790,567 52.8  8,643,429 68.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,616,744 65.4  3,582,047 49.9  7,332,060 58.0

営業利益   669,627 12.1  208,520 2.9  1,311,369 10.4

Ⅳ　営業外収益           

１ 受取利息  2,720   3,550   6,170   

２ 検品再生協力金  －   1,344   4,551   

３ 受取助成金  －   8,720   －   

４ その他  2,560 5,281 0.1 1,304 14,919 0.2 6,392 17,114 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１ 支払利息  －   －   18   

２ コミットメントライン
費用

 9,767   9,940   18,673   

３ 創立費償却  －   10,500   －   

４ 新株発行費償却  3,449   －   11,710   

５ その他  232 13,448 0.2 1,138 21,578 0.3 397 30,800 0.2

経常利益   661,459 12.0  201,860 2.8  1,297,683 10.3

Ⅵ　特別利益           

  １ 貸倒引当金戻入益  －   709   －   

２ 固定資産売却益 ※２ －   －   1,758   

３ 投資有価証券売却益  － － － 1,818 2,527 0.0 － 1,758 0.0

Ⅶ　特別損失           

１ 固定資産除却損 ※３ －   3,709   42,711   

２ 移転費用 ※４ －   12,267   －   

３ 投資有価証券評価損  －   71,472   －   

４ たな卸資産廃棄損  － － － － 87,449 1.2 15,220 57,932 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益

  661,459 12.0  116,939 1.6  1,241,509 9.8

法人税、住民税及び
事業税

 271,289   64,241   505,152   

法人税等調整額  △2,713 268,575 4.9 42,412 106,654 1.5 △16,762 488,389 3.8

少数株主損失   500 0.0  343 0.0  500 0.0

中間（当期）純利益   393,384 7.1  10,628 0.1  753,620 6.0
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(3）中間連結剰余金計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の

連結剰余金計算書

（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）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   730,502  1,356,961  730,502

Ⅱ　資本剰余金増加高        

１ 増資による新株の発行  －  －  589,760  

２ 新株予約権の行使  12,999 12,999 － － 36,699 626,459

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高   743,501  1,356,961  1,356,961

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,900,455  2,549,336  1,900,455

Ⅱ　利益剰余金増加高        

１ 中間（当期）純利益  393,384 393,384 10,628 10,628 753,620 753,620

Ⅲ　利益剰余金減少高        

１ 配当金  64,739  73,824  64,739  

２ 役員賞与  40,000 104,739 － 73,824 40,000 104,739

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   2,189,100  2,486,141  2,549,336
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の連結

キャッシュ・フロー計算書

（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     

１ 税金等調整前中間（当期）純利益  661,459 116,939 1,241,509

２ 減価償却費  30,608 75,303 100,885

３ 連結調整勘定償却額  － 20,414 19,143

４ 貸倒引当金の増加・減少（△）額  △614 △9,332 10,398

５ 退職給付引当金の増加額  3,237 5,105 3,406

６ 賞与引当金の増加額  2,878 5,479 10,232

７ 販売促進引当金の増加額  31,231 23,200 6,110

８ 受取利息及び受取配当金  △2,720 △3,550 △6,171

９ 支払利息  － － 18

10 投資有価証券売却益  － △1,818 －

11 投資有価証券評価損  － 71,472 －

12 有形固定資産売却益  － － △1,758

13 有形固定資産除却損  － 3,709 3,017

14 無形固定資産除却損  － － 39,694

15 移転費用  － 12,267 －

16 売上債権の増加（△）・減少額  △108,056 190,786 △206,586

17 たな卸資産の増加額  △98,042 △88,674 △38,359

18 仕入債務の増加額  125,481 15,349 171,413

19 未払金の増加・減少（△）額  27,633 △210,488 94,193

20 役員賞与の支払額  △40,000 － △40,000

21 その他  △31,994 △5,787 21,266

小計  601,098 220,377 1,428,412

22 利息及び配当金の受取額  2,745 3,102 6,139

23 利息の支払額  － － △18

24 移転費用の支払額  － △12,267 －

25 法人税等の支払額  △421,005 △232,650 △698,332

営業活動によるキャッシュ・フロー  182,839 △21,438 736,200

－ 12 －



 
 

前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の連結

キャッシュ・フロー計算書

（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     

１ 定期預金の預入れによる支出  △260,000 △201,972 △261,510

２ 定期預金の払戻しによる収入  255,000 230,457 505,000

３ 有形固定資産の取得による支出  △92,238 △75,299 △175,837

４ 有形固定資産の売却による収入  － － 7,000

５ 無形固定資産の取得による支出  △139,582 △67,379 △317,830

６ 投資有価証券の取得による支出  △30,000 △141,010 △109,000

７ 投資有価証券の売却による収入  － 3,338 －

８ 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の

取得による支出
※２ － △71,936 △119,171

９ 貸付金の回収による収入  506 － 760

10 敷金保証金の増加額  － △12,292 △58,023

11 敷金保証金の減少額  － 36,603 759

12 保険解約による収入  － － －

13 その他の投資収入・支出（△）  185 － △16,625

投資活動によるキャッシュ・フロー  △266,129 △299,493 △544,479

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１ 少数株主からの払込による収入  500 1,000 500

２ 長期借入金の返済による支出  － － △386,500

３ 株式の発行による収入  25,999 － 1,241,208

４ 配当金の支払額  △62,989 △72,609 △63,541

財務活動によるキャッシュ・フロー  △36,489 △71,609 791,667

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加・減少（△）額  △119,779 △392,541 983,388

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,785,075 2,768,463 1,785,075

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末

　（期末）残高
※１ 1,665,296 2,375,922 2,768,463

－ 13 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

　すべての子会社を連結しております。

１．連結の範囲に関する事項

　すべての子会社を連結しております。

１．連結の範囲に関する事項

　　　すべての子会社を連結しております。

連結子会社名

株式会社ピクトシステム

有限会社ジモス酒蔵

株式会社ドクターズバイオ研究所

連結子会社のうち、株式会社ドクターズ

バイオ研究所については、当中間連結会計

期間において新たに設立したことにより、

連結子会社に含めることとしたものです。

また、従来連結子会社であった株式会社ピ

クトシステムは会社清算に伴い、当中間連

結会計期間より連結の範囲から除外してお

ります。

連結子会社名

株式会社ドクターズバイオ研究所

株式会社アウトレットプラザ

ＪＤＭ投資事業組合

株式会社コマースニジュウイチ

連結子会社のうち、ＪＤＭ投資事業組合

については、平成17年８月に新たに設立し

たため、連結の範囲に含めております。ま

た、株式会社コマースニジュウイチについ

ては、平成17年12月に発行済株式の57.9％

（224,771株）を取得したため連結の範囲

に含めております。

なお、前連結会計年度において、連結子

会社であった有限会社ジモス酒蔵について

は、平成17年７月１日付で当社と合併した

ため、連結の範囲から除いております。 

連結子会社名

株式会社ピクトシステム

有限会社ジモス酒蔵

株式会社ドクターズバイオ研究所

株式会社アウトレットプラザ

連結子会社のうち、株式会社ドクターズ

バイオ研究所については、平成16年10月６

日に新たに設立したため、連結の範囲に含

めております。また株式会社アウトレット

プラザについては、平成17年１月27日に同

社の全株式を取得したため、連結の範囲に

含めております。なお、従来連結子会社で

あった株式会社ピクトシステムは会社清算

に伴い、当連結会計年度より連結の範囲か

ら除いております。

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項

同左

２．持分法の適用に関する事項

同左

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は、中間連結決

算日と一致しております。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社のうち、ＪＤＭ投資事業組合

の中間決算日は、４月30日、株式会社コ

マースニジュウイチの中間決算日は、６

月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たって、こ

れらの会社については、中間連結決算日で

実施した仮決算に基づく中間財務諸表を使

用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

時価のあるもの

同左

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業組合等への出資金

については、組合等の事業年度に

係る財務諸表及び中間財務諸表に

基づいて、組合等の損益のうち持

分相当額を純額で計上しておりま

す。

時価のないもの

移動平均法による原価法

② たな卸資産

商品

総平均法による原価法

② たな卸資産

商品

主として総平均法による原価法

② たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。 

　主な耐用年数は、次のとおりであり

ます。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。 

　主な耐用年数は、次のとおりであり

ます。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。 

　主な耐用年数は、次のとおりであり

ます。

建物及び構築物　　　　３～18年

機械装置及び運搬具　　　　６年

その他（工具器具備品）３～８年

建物及び構築物　　　　３～40年

機械装置及び運搬具　　　　６年

その他（工具器具備品）３～15年

建物及び構築物　　　　３～40年

機械装置及び運搬具　　　　６年

その他（工具器具備品）３～８年

② 無形固定資産

定額法

　なお、ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

② 無形固定資産

定額法

　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）に基づく定額法を採用してお

り、販売目的ソフトウェアについては、

見積売上高に対する当期売上高の割合

を乗じた額と、見積有効年数（３年以

内）による定額法によって計算した、

いずれか多い金額をもって償却してお

ります。

② 無形固定資産

定額法

　なお、ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における利用可能期間

（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

 

③ 長期前払費用

同左

　

③ 長期前払費用

同左

(3）重要な繰延資産の処理方法

① 創立費

――――――――

② 新株発行費

　支出時に全額費用処理しております。

(3）重要な繰延資産の処理方法

① 創立費

　支出時に全額費用処理しております。

② 新株発行費

同左

(3）重要な繰延資産の処理方法

① 創立費

――――――――

② 新株発行費

同左

(4）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

(4）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出

に備えるため、支給見込額に基づき計

上しております。

② 賞与引当金

同左

② 賞与引当金

同左

③ 販売促進引当金

　販売促進を目的とするポイント制度

に基づき、顧客に付与したポイントの

利用に備えるため、過去実績率に基づ

き将来利用されると見込まれる額を計

上しております。

③ 販売促進引当金

同左

③ 販売促進引当金

同左

④ 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

中間連結会計期間末における退職給付

債務に基づき計上しております。

④ 退職給付引当金

同左

④ 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

に基づき計上しております。

(5）その他中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

(5）その他中間連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

同左

(5）その他連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

① 消費税等の会計処理

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

５．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、随時引出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。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

　同左

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資

金の範囲

同左　

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

前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６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。これによる損益に与え

る影響はありません。

 

 

 

―――――――― 
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  表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

 

 

 ―――――――― 

「ソフトウェア」は、前中間連結会計期間ま

で無形固定資産の「その他」に含めて表示して

おりましたが、当中間連結会計期間末において

資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記

いたしました。なお、前中間連結会計期間末の

「ソフトウェア」の金額は107,587千円であり

ます。

  

  

――――――――――

 

 

 

 ―――――――― 

 

 

 

  ――――――――

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平

成16年法律第97号）により、証券取引法第２条

第２項において、投資事業有限責任組合及びこ

れに類する組合への出資を有価証券とみなすこ

ととされたことに伴い、前連結会計年度まで投

資その他の資産の「その他」に含めていた投資

事業組合への出資金を、当連結会計年度より

「投資有価証券」に計上しております。この変

更により「投資有価証券」は10百万円増加し、

投資その他の資産の「その他」は同額減少して

おります。

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

（事業税の外形標準課税制度）

「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以降に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間連結会計期間から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務

対応報告第12号）に従い、法人事業税のうち

付加価値割及び資本割部分については販売費

及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が5,871

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益が、5,871千円減少してお

ります。

 

 

 

 

 

 ―――――――― 

（事業税の外形標準課税制度）

「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公

布され、平成16年４月１日以降に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平成16年

２月13日　企業会計基準委員会　実務対応報

告第12号）に従い、法人事業税のうち付加価

値割及び資本割部分については販売費及び一

般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が8,585

千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が8,585千円減少しており

ます。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

前連結会計年度
（平成17年６月30日）

※１．  

  ――――――――

※１．下記の資産は、営業保証金の代用等とし

て質権の設定を行っております。

　現金及び預金（定期預金）400千円

 

※１．同左

※２．

  ――――――――

※２．無形固定資産の「その他」には、連結調

整勘定228,114千円が含まれております。

※２．無形固定資産の「その他」には、連結調

整勘定172,293千円が含まれております。

３．運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間連結会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

３．運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間連結会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりであります。

３．運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸

出コミットメントライ

ン契約の総額

2,000,000千円

借入実行残高 　－千円

差引額 2,000,000千円

当座貸越極度額及び貸

出コミットメントライ

ン契約の総額

3,000,000千円

借入実行残高 　－千円

差引額 3,000,000千円

当座貸越極度額及び貸

出コミットメントライ

ン契約の総額

2,000,000千円

借入実行残高 　－千円

差引額 2,000,000千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費の主なもの ※１．販売費及び一般管理費の主なもの ※１．販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 1,650,540千円

発送配達費 366,085千円

販売促進費 492,465千円

販売促進引当金繰入額 84,840千円

業務委託費 245,496千円

貸倒引当金繰入額 8,745千円

役員報酬 72,775千円

給与手当 264,069千円

賞与引当金繰入額 21,137千円

退職給付引当金繰入額 4,775千円

広告宣伝費 1,322,611千円

発送配達費 276,397千円

販売促進費 445,115千円

販売促進引当金繰入額 92,700千円

業務委託費 294,445千円

役員報酬 84,966千円

給与手当 419,886千円

賞与引当金繰入額 　33,730千円

退職給付引当金繰入額 6,015千円

連結調整勘定償却額 20,414千円

広告宣伝費 3,162,824千円

発送配達費 687,451千円

販売促進費 1,037,129千円

販売促進引当金繰入額 69,500千円

業務委託費 539,715千円

貸倒引当金繰入額 24,373千円

役員報酬 159,244千円

給与手当 606,013千円

賞与引当金繰入額 28,490千円

退職給付引当金繰入額 5,591千円

連結調整勘定償却額 19,143千円

※２． ※２． ※２．固定資産売却益の内訳

―――――――― ―――――――― 機械装置及び運搬具 1,758千円

※３． ※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳

―――――――― 建物及び構築物 3,709千円

  

その他

（工具器具備品）
3,017千円

その他

（ソフトウェア）
39,694千円

※４． 　　　―――――――― ※４．移転費用は、東京本社移転に係る原状回

復費用等であります。 

※４．　　　　――――――――
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（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

間連結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

間連結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連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

現金及び預金勘定 2,325,296千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△660,000千円

現金及び現金同等物 1,665,296千円

現金及び預金勘定 2,793,973千円

その他流動資産（証券会社

預け金）
4,792千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△422,843千円

現金及び現金同等物 2,375,922千円

現金及び預金勘定 3,217,891千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△449,427千円

現金及び現金同等物 2,768,463千円

※２． ※２．株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

※２．株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

 

――――――――

流動資産 72,813千円

固定資産 35,096千円

連結調整勘定 76,235千円

流動負債

少数株主持分

△67,991千円

△16,805千円

株式会社コマースニジュウ

イチ株式の取得価額

99,348千円

株式会社コマースニジュウ

イチ現金及び現金同等物

△27,412千円

差引：株式会社コマースニ

ジュウイチ取得の為の支出

71,936千円

流動資産 387,694千円

固定資産 37,424千円

連結調整勘定 191,437千円

流動負債 △20,056千円

固定負債 △386,500千円

株式会社アウトレットプラ

ザ株式の取得価額
210,000千円

株式会社アウトレットプラ

ザ現金及び現金同等物

△90,828千円

差引：株式会社アウトレッ

トプラザ取得の為の支出

119,171千円

（リース取引）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　リース取引を利用しておりませんので、該当

事項はありません。

　該当事項はありません。 　同左
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（有価証券）

前中間連結会計期間末（平成16年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額（千

円）
差額（千円）

(1）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 799,859 762,240 △37,618

(2）その他 － － －

計 799,859 762,240 △37,618

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

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） 80,500

計 80,500

当中間連結会計期間末（平成17年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上額（千

円）
差額（千円）

(1）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 100,000 100,472 472

その他 699,859 770,162 70,303

(2）その他 89,990 88,607 △1,383

計 889,850 959,241 69,391

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

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 137,527

その他 9,360

計 146,887
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前連結会計年度末（平成17年６月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）債券    

国債・地方債 － － －

社債 － － －

その他 799,859 807,276 7,416

(2）その他 10,000 9,514 △485

計 809,859 816,790 6,931

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 159,500

計 159,500

（デリバティブ取引）

前中間連結会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成16年12月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

当社グループは、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成16年12月31日）

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「通販事業」の割合がいずれも90％を越えるため、事業の種類別

セグメント情報の記載を省略しております。

 

当中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

通販事業

（千円）

卸売事業

（千円）

通販支援事業

（千円）

その他の事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 5,124,127 898,163 499,606 655,500 7,177,397 － 7,177,397

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ 591,765 － － 591,765  (591,765) －

計 5,124,127 1,489,928 499,606 655,500 7,769,162  (591,765) 7,177,397

営業費用 4,896,931 1,570,690 433,396 651,749 7,552,767  (583,890) 6,968,877

営業利益又は営業損失（△） 227,195 △80,761 66,209 3,751 216,394  (7,874) 208,520

－ 21 －



前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

通販事業

（千円）

その他の事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 11,568,899 1,072,520 12,641,419 － 12,641,419

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 764 238,391 239,154 （239,154） －

計 11,569,663 1,310,910 12,880,574 （239,154） 12,641,419

営業費用 10,166,093 1,399,008 11,565,102 （235,052） 11,330,049

営業利益又は営業損失（△） 1,403,569 △88,098 1,315,471 （　4,102） 1,311,369

　（注）１．事業区分の方法

事業内容の種類により区分しております。

２．各事業区分の事業内容

事業区分 主要商品等

 通販事業  化粧品、日用品雑貨、食品、酒類、家電製品等 

 卸売事業  化粧品の研究開発・製造、清涼飲料水、家電製品卸売

 通販支援事業  コンサルティング、広告代理、コールセンター支援・代行、フルフィルメント運営代行

 その他の事業  家電製品店舗販売

３．すべての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。

４．「卸売事業」及び「通販支援事業」につきましては、従来、「その他の事業」に含めて表示しておりましたが、業容拡大に伴い区分

掲記することといたしました。この結果、従来の方法に比べて当中間連結会計期間の「その他の事業」の売上高が1,397百万減少し、

営業利益は14百万円増加いたしております。

なお、変更後の事業区分により、前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報を示すと以下の通りであります。

前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

通販事業

（千円）

卸売事業

（千円）

通販支援事業

（千円）

その他の事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 11,568,899 861,660 208,048 2,811 12,641,419 － 12,641,419

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
764 238,390 － － 239,154  (239,154) －

計 11,569,663 1,100,051 208,048 2,811 12,880,574  (239,154) 12,641,419

営業費用 10,166,093 1,168,206 223,850 6,952 11,565,102  (235,052) 11,330,049

営業利益又は営業損失（△） 1,403,569 △68,154 △15,802 △4,141 1,315,471  (4,102) 1,311,369
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成16年12月31日）

　　在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

　当中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

　　在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

 

  前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

  　在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

 

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成16年12月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

 

  　（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況）

　　前中間連結会計期間（自　平成16年７月１日　至　平成16年12月31日）

　  　該当事項はありません。

 

 

　　当中間連結会計期間（自　平成17年７月１日　至　平成17年12月31日） 

　 　 該当事項はありません。

 

 

　 前連結会計年度（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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度

（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 62,133円19銭

１株当たり中間純利益 7,084円95銭

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

6,683円17銭

１株当たり純資産額 82,260円93銭

１株当たり中間純利益 172円77銭

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

164円72銭

１株当たり純資産額 82,683円46銭

１株当たり当期純利益 13,188円09銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

12,509円46銭

　当社は、平成16年８月20日付で株式１株に

つき３株の株式分割を行っております。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、それぞれ以下

のとおりになります。

（前連結会計年度）  

　１株当たり純資産額 56,425円30銭

　１株当たり当期純利益 15,167円09銭

　潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

14,087円89銭

 

 

  ――――――――

当社は、平成16年８月20日付で株式１株につ

き３株の株式分割を行っております。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、それぞれ以下の

とおりになります。

 

（前連結会計年度）  

　１株当たり純資産額 56,425円30銭

　１株当たり当期純利益 15,167円09銭

　潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

14,087円89銭

   

（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。

項目

前中間連結会計期間

(自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日)

前連結会計年度

(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） 393,384 10,628 753,620

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） （－） 　（－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 393,384 10,628 753,620

期中平均株式数（株） 55,524 61,520 57,144

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 3,338 3,004 3,100

（うち新株予約権） （3,338） （3,004） （3,100）

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1,250個）

 新株予約権１種類

（新株予約権の数1,750個）

－ 24 －



（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

 １．株式会社アウトレットプラザの株式取得

及び貸付金

　平成17年１月26日開催の取締役会において、

株式会社アウトレットプラザの株式を取得し、

子会社とすること及び子会社支援のための債

権譲受による貸付金の実行に関し、次のとお

り決議いたしました。また株式譲渡契約及び

債権譲渡契約につきましては、平成17年１月

27日に締結しております。なお、株式取得資

金及び債権譲受資金につきましては、全額自

己資金によりました。

（1）株式取得の理由

　当社は、将来的な事業構想として、共同

運用のデータベースを基盤とし、多様な商

材を揃えた通信販売によるショッピング・

モール型の事業を検討しております。かか

るショッピング・モール型の事業実現に鑑

み、当社は、商品の拡充・データベースの

拡大・インフラ機能の拡充等が事業基盤と

して必要であるものと認識しており、業務

提携・資本提携・Ｍ＆Ａ等を視野に入れ、

現在、かかる事業基盤に必要な機能を提供

できる企業の選定及び分析等を重ねており

ます。

　将来的な事業基盤の構築の一環として、

当社は、株式会社アウトレットプラザの全

発行済株式を株式会社ケイエムインベスト

メントより取得いたしました。なお、当社

は、今後とも将来的な事業構想の実現に向

けて邁進する所存であります。

（2）子会社となる会社の概要

① 商号

 株式会社アウトレットプラザ

② 事業内容

ＰＣ、電気製品及びゴルフ用品等の

ネット販売及び卸売

③ 設立年月日

平成12年８月１日

④ 本店所在地

東京都千代田区神田須田町二丁目７

番地３

⑤ 代表者

 代表取締役社長　山口　誠司

⑥ 資本金

15,000千円

⑦ 従業員数

14名

⑧ 大株主構成及び所有割合

株式会社ケイエムインベストメント

300株（100％）

⑨ 発行済株式総数

300株

⑩ 決算期

６月30日

⑪ 主な事業所

本社のみ

⑫ 売上高（実績）

平成16年６月期　4,246,501千円

１．株式会社コマースニジュウイチの第三者

割当増資引受

平成18年１月10日、当社は連結子会社であ

る株式会社コマースニジュウイチが実施する

第三者割当増資により発行する67,874株を引

受けました。

（1）目的

ＥＣ市場に対する事業強化などの観点か

ら、平成17年12月５日に発行済株式の

57.9％を取得し、株式会社コマースニジュ

ウイチが実施する第三者割当増資を引受け

ました。

（2）第三者割当により取得する株式等

取得株式数　　

67,874株（所有割合64.2％）

取得価額　　　　

30,000千円

（3）業績に与える影響

当社の平成18年６月期（連結）の業績に

与える影響は軽微であります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．当社は、平成17年８月12日開催の取締役

会においてアイ・キャピタル証券株式会社

との共同出資による投資事業組合の設立を

決議いたしました。

（1）目的

当社とシナジーを発揮する企業の発掘、

選定、調査等の効率化を図るため。

（2）名称

ＪＤＭ投資事業組合

（3）設立年月日

平成17年８月24日

（4）出資金

31,000千円

（5）出資構成 

当社 30,000千円

アイ・キャピタル証券
株式会社

1,000千円

（6）投資先

 株式会社ナチュラルアート

 

２．平成16年９月29日開催の当社第６回定時

株主総会で決議した商法第280条の20及び商

法第280条の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の発行につい

て、平成17年８月31日開催の取締役会にお

いて具体的な内容を決議し、下記のとおり

発行いたしました。 

（1）発行した新株予約権 

1,250個（新株予約権１個につき１株） 

（2）新株予約権の目的となる株式の種類及

び数

普通株式　1,250株

（3）新株予約権の発行価額

無償

（4）権利行使時の１株当たり払込金額

１株につき　435,385円

（5）権利行使期間

平成18年10月１日から平成23年９月30日

（6）新株予約権の割当てを受けた者及び数

当社及び当社子会社の取締役及び従業

員　合計28名
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前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

（3）株式の取得先 

 ① 商号

 株式会社ケイエムインベストメント

 ② 代表者 

 代表取締役社長　高橋　仁

 ③ 本店所在地

東京都杉並区高円寺北二丁目39番

④ 主な事業内容

投資業

⑤ 当社との資本関係、人的関係、取引

関係等の概要

資本関係　なし

人的関係　なし 

取引関係　なし

（4）異動の前後における当社の所有に係る

子会社の議決権の数及びその議決権の総

数に対する割合

① 当社所有議決権数

異動前　　0個　異動後　300個

（当社所有株式数）

異動前　　0株　異動後　300株

② 議決権の総数

異動前　300個　異動後　300個

（発行済株式総数）

異動前　300株　異動後　300株

③ 議決権の総数に対する割合

異動前　　0％　異動後　100％

（発行済株式総数に対する割合）

異動前　　0％　異動後　100％

（5）異動の内容及び年月日

① 内容

株式会社ケイエムインベストメント

（住所：東京都杉並区　代表取締役

社長：高橋　仁）より株式会社アウ

トレットプラザの普通株式300株（発

行済株式総数の全て）を取得いたし

ました。

② 異動年月日

平成17年１月27日

（6）譲受金額

210,000千円

（7）異動の目的

　将来的な事業基盤の構築の一環として、

当社は、株式会社アウトレットプラザの

全発行済株式を株式会社ケイエムインベ

ストメントより取得いたしました。

（8）財政状態に与える影響

　当社の平成17年６月期（連結）の財政

状態に与える影響に関しましては、当該

時点での株式会社アウトレットプラザの

利益計画や財政状態を勘案し、必要に応

じて相当額の評価減を行うことに伴い、

連結調整勘定の一括償却を予定しており

ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 26 －



前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

 （9）株式会社アウトレットプラザへの貸付金

株式会社ケイエムインベストメントと

当社との間で平成17年１月27日に債権譲

渡契約が締結されており、当社は株式会

社ケイエムインベストメントが有する株

式会社アウトレットプラザの貸付金

386,500千円を譲り受けております。これ

は子会社支援のために実行したものであ

ります。

 

 

 

 

２．新株予約権の発行

　平成17年１月26日開催の取締役会において、

商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21並びに

平成16年９月29日開催の定時株主総会決議に

基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社

子会社の取締役に対し次のとおりストックオ

プションとして無償で新株予約権を発行する

ことを決議いたしました。

（1）新株予約権の発行日

 平成17年１月26日

（2）新株予約権の発行数

1,750個

（3）新株予約権の発行価額

無償

（4）新株予約権の目的たる株式の種類及び数

普通株式1,750株

（5）新株予約権の行使に際しての払込金額

１株につき279,000円

（6）新株予約権の行使により発行する株式

の発行価額の総額

488,250,000円

（7）新株予約権の行使期間

平成18年10月１日から

平成23年９月30日

（8）新株予約権の行使により新株を発行す

る場合の発行価額のうち資本に組入れな

い額

総額244,125,000円

（１株につき139,500円）

（9）新株予約権の割当対象者数

当社の取締役及び従業員並びに

当社子会社の取締役　40名
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前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

３．業務・資本提携

　当社は、今後、拡大が予想されるモバイル

コマース事業に本格的に参入し、お客様との

接点を拡充し、通信販売業界における競争力

の強化を図るために、平成17年３月１日に株

式会社サイバードと戦略的な業務提携及び資

本提携を行うことにつき合意いたしました。

（1）業務提携先の概要

① 商号

株式会社サイバード

② 事業内容

インターネット対応携帯電話向けコ

ンテンツサービス、モバイル活用型

企業向けマーケティング、ｅコマー

ス、クロスメディア・ソリューショ

ンの開発・提供

③ 設立年月日

平成10年９月29日

④ 本店所在地

東京都港区六本木６-10-１

⑤ 代表者

堀　主知ロバート

 ⑥ 資本金

32億3,071万円

（平成16年９月末現在）

⑦ 従業員数

327名

（連結、平成16年９月末現在）

⑧ 大株主構成及び持株比率

堀　主知ロバート

（代表取締役社長）13.33％

⑨ 売上高

10,713百万円（平成16年３月期連結）

⑩ 経常利益

596百万円（平成16年３月期連結）

（注）平成17年２月28日現在、資本関係、

人的関係はありません。

（2）資本提携の内容

① 平成17年３月２日

株式会社サイバードは、当社の既存

株主より合計4,810株の普通株式を取引

所有価証券市場外取引により譲受けま

した。

 ② 平成17年３月23日

　株式会社サイバードは、当社が第三

者割当により発行する普通株式4,850株

の引受けを実施いたしました。
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前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日

至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日

至　平成17年12月31日）

前連結会計年度

（自　平成16年７月１日

至　平成17年６月30日）

（3）新株式の発行

　平成17年３月１日開催の取締役会に

おいて、次のとおり第三者割当による

新株式の発行を決議いたしました。

① 発行新株式数

普通株式　4,850株

② 発行価額

１株につき　金243,200円

③ 発行価額の総額

1,179,520,000円

④ 資本組入額

１株につき　金121,600円

⑤ 資本組入額の総額

589,760,000円

⑥ 申込期日

平成17年３月22日

⑦ 払込期日

平成17年３月23日

⑧ 配当起算日

平成17年１月１日

⑨ 新株券交付日

平成17年３月24日

⑩ 割当先及び割当株式数

株式会社サイバード　4,850株

⑪ 発行済株式総数の推移

（資本金の推移）

現在の発行済株式総数

55,896株（平成16年12月31日現在）

（平成16年12月31日現在の資本金

562,799千円）

今回の増加株式数

4,850株

（増加資本金　589,760千円）

増資後発行済株式総数

60,746株

（増加後資本金　1,152,559千円）

⑫ 資金の使途

運転資金
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