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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

平成18年３月期が連結財務諸表作成の初年度であるため、前事業年度につきましては記載しておりません。

(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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 4,372 (　　－) 837 (　　－) 904 (　　－)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 882 ( 　－) 80 36 78 58 13.1 9.6 20.7

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年３月期 10,353,953株

③会計処理の方法の変更 無

④株主資本当期純利益率算定における株主資本及び総資本経常利益率算定における総資本の値は、連結初年度のた

め、当連結会計年度末の値を用いております。

(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

18年３月期 9,406 6,708 71.3 633 96

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 10,503,200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

18年３月期 815 △367 △918 711

(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19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 2,450 310 150

通　期 5,450 1,000 580

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　55円22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６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（当社及び当社の関係会社）は、当社（イマジニア株式会社）及び子会社３社で構成されております。

主な事業内容としましては、モバイルコンテンツ事業、モバイルコマース事業、パッケージソフトウェア事業、ゴルフ

サービス事業となっております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

事業区分 事業内容 主要な会社

モバイルコンテンツ事業 モバイルコンテンツ イマジニア株式会社

モバイルコマース事業
モバイルコマース

キャラクターグッズ製造及びライセンス等
イマジニア株式会社

パッケージソフトウェア事業 家庭用ゲーム機向けソフトウェア
イマジニア株式会社

ロケットカンパニー株式会社

ゴルフサービス事業
ゴルフ場運営収入

ゴルフサービス

イマジニア株式会社

ゴールドゴルフ株式会社

　以上に述べた事項を事業系統図によって示すと下記のようになります。

 得 意 先 及 び 消 費 者 

イマジニア㈱ 

モバイル 
コンテンツ事業 

イマジニア㈱ 

モバイル 
コマース事業 

イマジニア㈱ 

パッケージ 
ソフトウェア事業 

イマジニア㈱ 

ゴルフ 
サービス事業 

（休眠中） 
※ Imagineer STD(HK)Limited 

※ 子会社 

※ 
ゴールド 
ゴルフ㈱ 

※ 
ロケット 

カンパニー㈱ 

コンテンツ 商品 
製品 

製品 製品 

販売 企画 
開発 

ゴルフ場運営 サービス 
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社の社名でありますイマジニアとは「Imagination」と「Engineer」を組み合わせた造語で、「想像を形に変える

者」を意味しており、これは当社グループの経営スタンスでもあります。創業20周年及び上場10周年という節目の年

を迎える当社は、今後も全てのステーク・ホルダーとの「共創」による新たな価値の創造に「誠実」に取組み、高い

コスト・パフォーマンスによる顧客満足を追求した企業活動によって、豊かな社会の実現に向けた貢献を目指してま

いります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策の一つとして認識しており、企業価値の最大化と安定した配当

による株主の皆様への利益還元を基本方針としております。

　配当につきましては、業績の推移や経営環境、今後の設備等の投資計画、キャッシュ・フロー等を勘案のうえ、安

定配当を基本としながら、配当性向も考慮して配当金額を決定してまいります。当期は、モバイルコンテンツの登録

会員数の拡大に伴い、業績の安定化が見込めるようになりましたので、当社初となる中間配当を開始させていただき

ました。また、業績に連動した配当を実施すべく、１株あたり中間及び期末配当金とも各2.5円増配し、年間配当金20

円として実施させていただく予定であります。

　なお、内部留保金につきましては、将来的な企業価値の向上を図るための投資に活用してまいります。

３．目標とする経営指標

　「モバイルを中核とした業容の拡大」を標榜する当社グループにおきましては、業容の拡大に対応した業績規模の

さらなる拡大を目指すため、特に営業利益の絶対額の増加を目標としております。

４．中長期的な経営戦略

　今後のモバイルコンテンツ市場の動向につきましては、市場成熟化の一層の進行により、ユーザーニーズは「マス」

から「ニッチ」を志向し、より嗜好性の高い深堀された分野の需要が拡大するものと想定されます。また一方で、個

人認証やセキュリティ、ＧＰＳによるナビゲーションシステム、ワンセグ放送、決済機能など急激な技術進化に伴い、

モバイルインターネットサービスの新たなビジネス領域が創出されることが想定されます。

　このような状況下、当社グループは、「現行の事業領域の深耕」に加え、「将来の事業領域の開拓に向けた対応」

の両面に向けて取組み、中期的な成長を目指してまいります。

　まず、前者につきましては、コンテンツの価値を改めて再認識するとともに、版権元との強固な関係構築を基盤に、

キャラクターや教育など当社グループが強みを発揮できる分野において、モバイルコンテンツで獲得したコンテンツ

を複合的に活用・展開し、事業間シナジーの創出を図ってまいります。

　また、後者につきましては、市場変化の的確な見極めと対応のための技術開発ファクターの内部への取り込みの検

討や、「リアルビジネスとの融合」による新規事業の育成、さらには研究開発費の有効投下など各事業の中期的な成

長を見据えた事業への先行的投資を図ってまいります。

５．会社の対処すべき課題

　市場変化に迅速かつ的確に対応しつつ、上記経営戦略を推進するためには、それらを下支えする組織体制の強化が

必要となります。当社グループでは今後、経営機構改革による取締役の職務分担の明確化やマトリックス組織体制へ

の移行、またグループ管理の徹底などに注力してまいります。
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６．内部管理体制の整備・運用状況

①　内部牽制組織、組織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その他内部管理体制整備の状況

　当社グループでは、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、内部管理体制強化のための牽制組織及び機能

の整備を図っております。

　当社管理部門の配置状況につきましては、経理、総務、財務、法務及び情報システム等の各機能で構成する経営

管理グループ並びにＩＲ、秘書、人事、広報、株式、監理及び調査等の各機能で構成する社長室を配置し、予算や

事務、適時開示等の管理及び統制等を行うと共に、子会社２社を含めた管理部門及び事業部門の業務全般に渡る内

部管理及び統制を実施しております。 

  また、社内規程につきましては、関係法令の改正や内部統制機能の整備等の動向に対応し、随時規程の整備に着

手しております。

②　内部管理体制の充実に向けた取組みと最近１年間における実施状況

  平成17年６月には、個人情報保護対策の一環として、ＩＣカードによる入退室管理やセキュリティを高めたオフィ

スレイアウトの変更を実施しております。

７．親会社等の取引に関する事項

　当社（イマジニア株式会社）は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。

８．その他経営上重要な事項

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

(1）当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢にはやや厳しさが残るものの、企業収益の改善や設備投資の増

加に加え、個人消費の緩やかな増加により、景気は回復基調で推移いたしました。

　当社グループを取り巻く事業環境につきましては、社団法人電気通信事業者協会の統計データによりますと、携

帯電話及びインターネット接続サービス携帯電話の平成18年３月末現在における国内累計契約数は、それぞれ91百

万台及び79百万台にまで増加しております。また、急速な端末技術の進化や定額制・低料金化の普及により、モバ

イルインターネットサービスの生活ツール化がより一層進行し、ユーザーの利用機会の増加により、従来の課金型

コンテンツビジネス以外の市場も急速に拡大しつつあります。

　このような状況下、当社は、当連結会計年度において新たに２社を子会社化し、「モバイルを中核とした業容の

拡大」を図る新たな成長フェーズへの移行にグループ全体で積極的に取組んでまいりました。

　モバイルコンテンツ事業におきましては、リラックマ関連サイトのラインナップ拡充による集客増が全体の登録

会員数増加を牽引したことと、平成16年３月期より着手してきたキャリア３社への展開拡大の定着による登録会員

数伸長の安定化により、期末登録会員数は200万人を突破いたしました。また、教育分野においても、キャリアや教

育会社との協業を積極的に推進いたしました。

　モバイルコマース事業におきましては、リラックマ関連サイトにおける登録会員の関連商品ニーズに基づき、オ

リジナル商品の企画・開発・製造・販促から販売に至るまでをカバーする独自のスキームによるコマースを試行、

その定着化を目指してまいりました。また、当該試行により蓄積されたノウハウに基づき、他のキャラクター関連

サイトにおいても同様スキームのコマースを展開し、事業規模の拡大を図ってまいりました。

　パッケージソフトウェア事業におきましては、子会社ロケットカンパニー株式会社において、当社のアセットの

活用を図りながら、既存のパッケージソフトや時流を捉えたユニークな企画商品による展開により、当社グループ

全体の事業プラットフォームの多角化に注力いたしました。

　ゴルフサービス事業におきましては、当社が平成16年10月に取得した勝田ゴルフ倶楽部において、子会社ゴール

ドゴルフ株式会社による各種テストマーケティングの試行によりゴルフ場の運営ノウハウを蓄積し、併せて同ゴル

フ場の来場者数増加にも成功いたしました。また、平成18年２月には、首都圏近郊の優良ゴルフ場を会員特別価格

にてプレーできる新サービス「ＧＯＧＯＰＡＳＳ」の会員募集を開始いたしました。

　以上の結果、連結売上高4,372,286千円、連結経常利益904,056千円、連結当期純利益882,039千円となり、前事業

年度に引き続き過去最高益を更新するに至りました。なお、当期が連結開始初年度のため、前年同期との比較は省

略しております。（以下「２.財政状態」及び「５　生産、受注及び販売の状況」においても同じ）

　事業別の業績は次のとおりであります。

（モバイルコンテンツ事業）

　モバイルコンテンツ事業におきましては、「リラックマでこめ～る」や「ＰＨＰできる人の本棚」など計５サイ

トの新規サービスを開始いたしました。また、既存サイトの登録会員数の増加が順調に推移したことにより、この

事業に関する売上高は3,312,390千円、営業利益は1,072,704千円となりました。

 （モバイルコマース事業）

　モバイルコマース事業におきましては、リラックマ関連サイトにおけるオリジナル商品や「ビューティー屋さん」

における取扱商品の販売高の増加に加え、キャラクター関連製品におけるサブライセンス収入が増加したことによ

り、この事業に関する売上高は295,409千円、営業利益は29,232千円となりました。

（パッケージソフトウェア事業）

　パッケージソフトウェア事業におきましては、家庭用ビデオゲームソフト「リラックマなまいにち」や子会社ロ

ケットカンパニー株式会社における防犯ブザー付携帯液晶ゲーム「セキュリっち　どこでもリラックマ」など計４

タイトルを発売いたしました。また、前事業年度に発売した「シナモンゆめの大冒険」のリピート売上により、こ

の事業に関する売上高は419,377千円、営業利益は87,508千円となりました。

（ゴルフサービス事業）

　ゴルフサービス事業につきましては、勝田ゴルフ倶楽部の来場者数増加によるゴルフ場運営収入の増加と、子会

社ゴールドゴルフ株式会社における開発費など初期投資費用の計上により、この事業に関する売上高は345,107千円、

営業損失は84,190千円となりました。
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(2）次期の見通し

　次期におきましては、モバイルコンテンツ事業のさらなる拡大と、モバイルコマース事業、パッケージソフトウェ

ア事業及びゴルフサービス事業のコア事業への育成に注力してまいります。

　モバイルコンテンツ事業につきましては、キャラクターコンテンツを中心とした新規サイトを早期に拡充し、「リ

ラックマ」に続くヒットサイトの育成及び確立を図ってまいります。

　モバイルコマース事業につきましては、当連結会計年度に試行したオリジナル商品コマースのスキームをコマー

スの需要が見込める分野の既存サイトに水平展開することにより販売機会の拡大を図るとともに、当該事業のマー

ケティング機能を兼ねたキャラクターを中心としたライセンス展開を強化し、売上規模のさらなる拡大を目指して

まいります。

　パッケージソフトウェア事業につきましては、子会社ロケットカンパニー株式会社において、ニンテンドーＤＳ

における各種教育ソフトを複数リリースのうえシリーズ化し、当社教育事業のネットワークを最大限に活用した「デ

ジタル教育ブランドの確立」を目指してまいります。

　ゴルフサービス事業につきましては、子会社ゴールドゴルフ株式会社の新サービス「ＧＯＧＯＰＡＳＳ」の商品

設計の充実を図り、商品力のさらなる強化を図ってまいります。

　以上の結果、連結売上高5,450,000千円、連結経常利益1,000,000千円、連結当期純利益580,000千円を見込んでお

ります。
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２．財政状態

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、711,777千円と前事業年度末より460,691

千円減少となりました。

 なお、当連結会計年度に、ゴールドゴルフ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85,143千円

増加しております。

　当連結会計年度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）

　当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は815,508千円となりました。

　これは主に、税金等調整前当期純利益1,286,515千円、投資有価証券評価損371,344千円、営業未払金の増加額102,816

千円を計上した一方で、投資有価証券売却益824,176千円、売上債権の増加額297,588千円等の減少要因を計上したこ

とにより相殺されたものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動による資金の減少は367,389千円となりました。

　これは主に、資金運用を目的とした投資有価証券の購入による支出12,405,207千円が、投資有価証券売却による収

入11,990,100千円により相殺されたものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動による資金の減少は918,408千円となりました。

　これは主に、短期借入金の返済による支出3,700,000千円、配当金の支払による支出217,822千円が、短期借入れに

よる収入2,900,000千円により相殺されたものであります。

　なお、当社のキャッシュ・フロー等指標のトレンドは下記のとおりであります。

 
第26期

平成15年３月期
第27期

平成16年３月期
第28期

平成17年３月期
第29期 

平成18年３月期 

株主資本比率（％） ― ― ― 71.3

時価ベースの株主資本比率（％） ― ― ― 234.5

債務償還年数（年） ― ― ― 1.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― 50.2

　（注）１．各指標の内容

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

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

４．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書によるキャッシュ・フローを使用しております。ま

た、利払いについては、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。
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３．事業等のリスク

　当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のある事項は以下のものがあります。

(1）市場動向について

　当社グループがコア事業を展開する携帯電話を中心としたモバイルインターネット市場は、現状堅調に成長を続

けておりますが、将来の成長が予想を下回った場合には、業績に影響を与える可能性があります。

(2）競合について

　当社グループがコア事業を展開するモバイルインターネット市場は競争が激しく、類似する事業を日本国内で提

供している企業の事業拡大や新規参入が相次いでおります。このような状況において、競争の激化に対応すべく当

社グループのノウハウ・資産を活かして差別化を図っていく方針でありますが、当社グループが事業の推進を適時

に行えない場合は、顧客数の減少等により、業績に影響を与える可能性があります。

(3）特定事業者への依存について

　当社グループのコア事業であるモバイルコンテンツ事業においては、株式会社ＮＴＴドコモのｉモード向けのサー

ビスが中心となっております。ゆえに、複数キャリアの展開に注力することにより、特定事業者への依存度を引き

下げる所存であります。

(4）情報料回収代行手数料について

　当社グループのコア事業であるモバイルコンテンツ事業においては、各キャリアが行う情報料回収代行サービス

を用いて、利用者からの情報料の回収を行っております。しかし、各キャリアが情報料回収代行サービスを停止又

は現在の契約条件を変更した場合には、業績に影響を与える可能性があります。

　なお、今後コマース分野を強化することにより、各キャリアの情報料回収代行サービスへの依存度を低下させて

いく所存であります。

(5）版権元について

　当社グループの事業には、版権元より著作権、著作隣接権等の使用許可を得ているものがありますが、版権元自

身が独自に同様の事業展開を行うなど優良版権を獲得できなくなった場合には、業績に影響を与える可能性があり

ます。

(6）法的規制について

　当社グループの事業展開においては、現状では規制を受けるような法的規制はありません。しかし、今後におい

て、当社グループの事業を規制対象とする新法令の制定及び現行法令の適用の明確化、自主規制が求められた場合

には、サービス内容の変更・中止や対応にかかるコスト増などにより、業績に影響を与える可能性があります。

(7）知的財産権について

　当社グループの事業展開においては、第三者の知的財産権を侵害せぬよう常に留意し、調査を行っておりますが、

当該調査が十分かつその見解が妥当であることは保証できません。もし、当社グループが第三者の知的財産権を認

識せずに侵害し、損害賠償請求や差止請求などがなされた場合には、かかる請求による負担等により、業績に影響

を与える可能性があります。

(8）システムダウンについて

　当社グループの事業は、主にコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークへの依存度が高く、自然災害や事故

等によって通信ネットワークが切断された場合には、営業が不可能な状況となります。また、アクセス増などのト

ラフィックの急激な過負荷などによって、コンピュータシステムが動作不能な状態に陥った場合や、ハードウェア

又はソフトウェアに欠陥が生じた場合には、正常なサービス提供が行われない可能性があります。

　さらには、外部からの不正アクセスによるハッキング、コンピュータウィルス感染、当社グループの社員による

過失等によって、ソフトウェアが書き換えられたり、データが破壊される等の被害を受ける可能性があります。こ

れらの事態が発生した場合には、当社グループの信用低下等により、業績に影響を与える可能性があります。
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(9）個人情報の管理について

　当社グループの提供するサービスにおいては、利用申込時に携帯電話番号やメールアドレスをシステム上に保管

することがあります。これら当社グループが保管する個人情報については、厳重に管理をしておりますが、不正ア

クセスや社内管理体制の瑕疵等によりこれらの情報が外部流出した場合には、当該損害賠償の請求や信用低下等に

より、業績に影響を与える可能性があります。

(10）当社の保有する投資有価証券について

　当社においては、市場性のある株式を大量に保有しております。時価が著しく低下した場合には、評価損の計上

により、業績に影響を与える可能性があります。

(11）当社の保有するゴルフ場の減損損失について

　当社の保有する勝田ゴルフ倶楽部につきましては、将来収益性が著しく低下した場合には、保有する土地・建物

等に係る減損損失により、業績に影響を与える可能性があります。

(12）経営者への依存について

　当社及び当社子会社２社の代表取締役である神藏孝之は、当社の筆頭株主であるとともに、当社グループの経営

全般に渡り大きく関与しております。当社グループでは、取締役会や経営会議等における役員間の意思疎通等を通

じて、経営リスクの軽減に努めておりますが、神藏孝之が当社グループを離れるような事態が生じた場合、当社グ

ループの企業運営に影響を与える可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年３月31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   704,777  

２．売掛金   1,153,866  

３．たな卸資産   20,611  

４．繰延税金資産   86,373  

５．その他   18,489  

６．貸倒引当金   △44,766  

流動資産合計   1,939,351 20.6

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  193,124   

減価償却累計額  46,877 146,246  

(2）車両運搬具  816   

減価償却累計額  345 470  

(3）工具器具備品  144,039   

減価償却累計額  105,304 38,734  

(4）土地   562,201  

有形固定資産合計   747,653 8.0

２．無形固定資産     

(1）連結調整勘定   59,186  

(2）その他   9,649  

無形固定資産合計   68,836 0.7

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  ※１  6,273,185  

(2）繰延税金資産   272,294  

(3）その他   178,879  

(4）貸倒引当金   △74,159  

投資その他の資産合計   6,650,199 70.7

固定資産合計   7,466,689 79.4

資産合計   9,406,040 100.0
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当連結会計年度

（平成18年３月31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   63,322  

２．短期借入金   1,200,000  

３．営業未払金   599,399  

４．未払法人税等   459,229  

５．その他   329,184  

流動負債合計   2,651,135 28.2

Ⅱ　固定負債     

１．その他   2,350  

固定負債合計   2,350 0.0

負債合計   2,653,485 28.2

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   43,963 0.5

     

（資本の部）     

Ⅰ　資本金  ※２  2,669,000 28.4

Ⅱ　資本剰余金   3,091,469 32.9

Ⅲ　利益剰余金   1,682,961 17.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   △60,581 △0.6

Ⅴ　自己株式  ※３  △674,258 △7.2

資本合計   6,708,592 71.3

負債、少数株主持分及び資
本合計

  9,406,040 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,372,286 100.0

Ⅱ　売上原価   2,362,446 54.0

売上総利益   2,009,839 46.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費
 ※１

 ※２
 1,172,355 26.8

営業利益   837,483 19.2

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  3,517   

２．有価証券利息  1,109   

３．受取配当金  61,578   

４．為替差益  9,552   

５．雑収入  17,550 93,308 2.1

Ⅴ　営業外費用     

１．支払利息  16,925   

２．組合出資金運用損  9,301   

３．新株発行費  105   

４．雑損失  404 26,736 0.6

経常利益   904,056 20.7

Ⅵ　特別利益     

１．投資有価証券売却益  824,176 824,176 18.8

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産売却損 ※３ 823   

２．固定資産除却損 ※４ 21,388   

３．投資有価証券評価損  371,344   

４．投資有価証券売却損  48,160 441,717 10.1

税金等調整前当期純利益   1,286,515 29.4

法人税、住民税及び事業
税

 462,922   

法人税等調整額  △41,308 421,613 9.6

少数株主損失   17,137 0.4

当期純利益   882,039 20.2
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(3）連結剰余金計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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   3,163,492

Ⅱ　資本剰余金減少高    

１．自己株式処分差損  72,023 72,023

Ⅲ　資本剰余金期末残高   3,091,469

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,090,408

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  882,039 882,039

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  257,086  

２．役員賞与  32,400 289,486

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,682,961
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

  

税金等調整前当期純利益  1,286,515

減価償却費  41,744

連結調整勘定償却額  14,796

貸倒引当金の減少額  △10,990

受取利息及び受取配当金  △66,205

支払利息  16,925

為替差益  △9,597

投資有価証券売却損  48,160

投資有価証券売却益  △824,176

投資有価証券評価損  371,344

組合出資金運用損  9,301

固定資産除売却損  22,212

売上債権の増加額  △297,588

たな卸資産の増加額  △12,326

前渡金の減少額  23,564

仕入債務の増加額  41,874

営業未払金の増加額  102,816

未払金の増加額  69,133

預り金の減少額  △38,987

役員賞与の支払額  △32,400

未払消費税等の増加額  32,738

 その他  11,301

小計  800,156

利息及び配当金の受取額  65,642

利息の支払額  △16,243

法人税等の支払額  △34,047

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 815,508
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当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

  

有価証券の償還による収
入

 100,000

投資有価証券取得による
支出

 △12,405,207

投資有価証券売却による
収入

 11,990,100

投資有価証券償還による
収入

 33,356

新規連結子会社の取得に
よる支出

 ※２ △58,612

会員権償還による収入  37,500

有形固定資産購入による
支出

 △36,798

無形固定資産購入による
支出

 △17,552

敷金保証金の預入による
支出

 △16,055

その他  5,880

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △367,389
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当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

短期借入れによる収入  2,900,000

短期借入金の返済による
支出

 △3,700,000

少数株主に対する株式発
行による収入

 14,000

ストックオプション行使
による収入

 91,814

長期借入金の返済による
支出

 △6,400

配当金の支払額  △217,822

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △918,408

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 9,597

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

 △460,691

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,087,326

Ⅶ　連結範囲変更に伴う現金及
び現金同等物の増加額

 85,143

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末
残高

 ※１ 711,777
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　　　　２社

 　　主要な連結子会社の名称

 　　ゴールドゴルフ㈱

 　　ロケットカンパニー㈱

 ゴールドゴルフ㈱及びロケットカンパニー

㈱については、新たに株式を取得したこと

から、当連結会計年度より連結の範囲に含

めております。

（追加情報）

　ゴールドゴルフ㈱は、平成17年12月８日

付けで、モバイルゴルフオンライン㈱より

商号変更しております。

(2) 非連結子会社の名称等

   Imagineer STD（HK）Limited.

 （連結の範囲から除いた理由）

  非連結子会社は、小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。 

２．持分法の適用に関する事項  持分法を適用していない非連結子会社

（Imagineer STD（HK）Limited.）は、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範囲から除外

しております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

 すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

　　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

②　たな卸資産

　総平均法による原価法

(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（付属設備を除く）につい

　ては、定額法

　　なお、主な耐用年数は次のとおりで

　あります。

　　建物及び構築物　　　２～42年

　　車両運搬具　　　　　　  ４年

　　工具器具備品　　　　２～15年

②　無形固定資産

 自社利用ソフトウェア

 　社内における利用可能期間（５年）に

　基づく定額法

③　長期前払費用

 定額法

(3）重要な引当金の計上基準 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る計算

額を、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。

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用

しております。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

 連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

８．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。

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

項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 固定資産の減損に係る会計基

準

　当連結会計年度より、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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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

 ※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。

 投資有価証券（株式） 448千円 

 ※２．当社の発行済み株式数は、普通株式11,872,800株

であります。

 ※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

1,369,600株であります。

 　４．当社は、効率的な資金調達を行うため取引銀行と

当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。この契約に基づく当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。

 当座貸越極度額及び貸

出コミットメント契約の

総額

1,200,000千円 

 借入の実行残高 1,200,000千円 

 差引差額 0千円 

 

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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。

 給与手当 203,086千円 

 支払手数料 387,980千円

 研究開発費 107,044千円 

 貸倒引当金繰入額  27,164千円

 ※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開　

　発費

　　　　　　　　　　　　　　　　107,044千円

 ※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

 車両運搬具 823千円 

 ※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

建物及び構築物 3,794千円 

 工具器具備品  1,756千円

 ソフトウェア 15,837千円

 計 21,388千円 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 704,777千円

その他(コールローン) 7,000千円

現金及び現金同等物 711,777千円

 ※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

 　　株式の取得により新たにロケットカンパニー㈱を

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内

訳並びにロケットカンパニー㈱株式の取得価額とロ

ケットカンパニー㈱取得のための支出（純額）との

関係は次のとおりであります。

 

（千円）

流動資産 103,514

固定資産 8,207

連結調整勘定 60,047

流動負債 △25,370

固定負債 △6,400

ロケットカンパニー㈱株式の取

得価額

140,000

ロケットカンパニー㈱現金及び

現金同等物

△81,387

差引：ロケットカンパニー㈱取

得のための支出
58,612

－ 21 －



①　リース取引

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

当連結会計年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

  種類  取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 3,148,251 3,324,747 176,495

(2）債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 172,010 242,579 70,569

 小計 3,320,261 3,567,326 247,065

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 2,436,368 2,071,630 △364,738

(2）債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 10,300 9,965 △335

 小計 2,446,668 2,081,595 △365,073

合計 5,766,930 5,648,921 △118,008

　（注）　減損処理金額については取得原価から控除しております。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

11,832,942 824,176 48,160

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 163,515

投資事業有限責任組合等への出資 460,299
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③　デリバティブ取引

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

④　退職給付

　該当事項はありません。

⑤　税効果会計

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
当連結会計年度

（平成18年３月31日現在）
 

（繰延税金資産）    

研究開発費  107,942千円  

有価証券  169,687千円  

ソフトウェア  4,813千円  

減価償却費  6,455千円  

貸倒引当金  33,057千円  

その他有価証券評価差額金  41,562千円  

未払事業税  38,190千円  

その他  43,588千円  

繰越欠損金  35,231千円  

繰延税金資産小計  480,530千円  

評価性引当額  △121,862千円  

繰延税金資産合計  358,667千円  

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別内訳

 
当連結会計年度

（平成18年３月31日現在）
 

法定実効税率  40.7％  

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.5％  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △0.8％  

住民税均等割  0.3％  

連結調整勘定償却  0.5％  

評価性引当金に係る影響  △11.7％  

欠損子会社の未認識税務利益  2.7％  

その他  0.6％  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  32.8％  
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 

モバイル
コンテン
ツ事業
（千円）

モバイル
コマース
事業
（千円）

パッケー
ジソフト
ウェア事
業
（千円）

ゴルフ
サービス
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 3,312,390 295,409 419,377 345,107 4,372,286 － 4,372,286

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 8,266 － 8,266 (8,266) －

計 3,312,390 295,409 427,644 345,107 4,380,552 (8,266) 4,372,286

営業費用 2,239,685 266,177 340,136 429,298 3,275,297 259,504 3,534,802

営業利益（又は営業損失） 1,072,704 29,232 87,508 (84,190) 1,105,254 (267,771) 837,483

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
       

資産 1,277,057 112,633 240,029 962,697 2,592,417 6,813,622 9,406,040

減価償却費 19,056 261 3,357 17,633 40,308 1,436 41,744

資本的支出 32,253 966 1,641 24,186 59,047 5,313 64,361

　（注）１．事業の区分方法

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．各区分に属する主要な製品

事業区分 事業内容

モバイルコンテンツ事業 モバイルコンテンツ

モバイルコマース事業 モバイルコマース、キャラクターグッズ製造及びライセンス等

パッケージソフトウェア事業 家庭用ゲーム機向けソフトウェア

ゴルフサービス事業 ゴルフ場運営収入、ゴルフサービス

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は280,639千円であり、その主なものは当社の

管理部門等にかかる費用であります。

 ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、6,813,622千円であり、その主なものは余資　

資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び繰延税金資産であります。

 （事業区分の方法の変更）

 　事業区分の方法について、当中間連結会計期間まで「モバイルインターネット事業」に含んで表示しておりま

した「モバイルコマース事業」は、当中間連結会計期間以降業容が拡大し重要性が増したため、当連結会計年度

末より、セグメントの名称「モバイルコマース事業」として区分表示することに変更いたしました。また、「モ

バイルコマース事業」を区分表示したことに伴い「モバイルインターネット事業」の名称を「モバイルコンテン

ツ事業」に変更いたしました。
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 　なお、当中間連結会計期間のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分す

ると次のようになります。

 当中間連結会計期間（平成17年４月１日～平成17年９月30日）

 

モバイル
コンテン
ツ事業
（千円）

モバイル
コマース
事業
（千円）

パッケー
ジソフト
ウェア事
業
（千円）

ゴルフ
サービス
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,534,816 81,076 133,768 171,215 1,920,877 － 1,920,877

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 94,867 35,400 130,267 (130,267) －

計 1,534,816 81,076 228,635 206,615 2,051,144 (130,267) 1,920,877

営業費用 1,034,149 69,652 208,444 214,937 1,527,182 30,465 1,557,648

営業利益（又は営業損失） 500,667 11,423 20,191 (8,321) 523,961 (160,732) 363,229

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

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

ｃ．海外売上高

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 633円96銭

１株当たり当期純利益 80円36銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 78円58銭

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり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。

 
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

1株当たり当期純利益金額  

当期純利益（千円） 882,039

普通株主に帰属しない金額（千円） 49,900

（うち利益処分による役員賞与金） (49,900)

普通株式に係る当期純利益（千円） 832,139

期中平均株式数（株） 10,353,953

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） 235,318

（うち新株予約権） （188,445）

（うち新株引受権） （46,873）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり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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（重要な後発事象）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　（新株予約権の発行）

　平成18年４月26日開催の取締役会決議に基づき、平成18

年４月26日に次のとおりストック・オプションとして新株

予約権を発行しました。

 (1）発行した新株予約権の数

 　　4,000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400,000株

　　（新株予約権１個につき100株）

  なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次

の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調

整には、その時点で行使されていない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行われるものとする。

 　　調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

　　（１株未満の株式は切り捨てる）

(3）発行価額

 　無償とする。

(4）権利行使時の１株当たり払い込み金額

 2,119円

　なお、株式分割・併合を行う場合には、次の算式に

より払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

  また、時価を下回る価額で新株を発行するとき（時

価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約

権証券の行使に伴う株式の発行により、調整後払込金

額が減少する場合を除く）は、次の算式により発行価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

     新発行株式数×
１株当たり払込

金額 

調整後新株

払込金額
＝

調整前新株

払込金額
×

既発行株式数＋ １株当たり時価

既発行株式数＋新発行株式数
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当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  (5）行使の条件

 　　①　新株予約権の行使期間平成22年７月１日から平成

27年６月29日まで

 　　②　対象者として新株予約権を付与された者は、権利

行使時においても当社または当社関係会社に在任・

在籍していることを要す。

 　　③  新株予約権の質入、その他処分及び相続は認めな

い。

 　　④  新株予約権に関するその他細目については、平成

17年6月29日開催の第28回定時株主総会の決議及び

平成18年4月26日開催の取締役会決議に基づき当社

と対象者との間で締結される新株予約権付与契約

に定めるものとする。

  (6）消却の事由及び条件

 　　①  当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場

合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認

の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承

認された場合は、新株予約権を無償で消却する。

 　　②　新株予約権が上記(5）．②に定める規定により、

権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、

当該新株予約権を無償で消却する。また、その場

合の消却手続きは、新株予約権行使期間終了後に

一括して行なうことができるものとする。

  (7）有利な条件の内容

 　　　当社取締役に対して、新株予約権を無償で発行した。
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５．生産及び販売の実績

(1）生産実績

事業部門

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

金額(千円) 構成比(％)

モバイルコンテンツ事業 － －

 モバイルコマース事業 98,573 20.9

パッケージソフトウェア事業 373,268 79.1

ゴルフサービス事業 － －

合計 471,842 100.0

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　受注状況において記載すべき事項はありません。

(3）販売実績

事業部門

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

金額(千円) 構成比(％)

モバイルコンテンツ事業 3,312,390 75.8

 モバイルコマース事業 295,409 6.7

パッケージソフトウェア事業 419,377 9.6

ゴルフサービス事業 345,107 7.9

合計 4,372,286 100.0

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

なお、㈱NTTドコモに対する販売実績は当社が㈱NTTドコモのiモードサービスを介して行う有料情報サービス

の利用者（一般ユーザー）に対する情報料の総額であり、同社が、当該情報料の回収代行を行うものであり

ます。

相手先

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

金額（千円） 割合（％）

㈱NTTドコモ 2,509,323 57.4

４．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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