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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）

(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 15,997 50.6 1,054 252.1 1,006 187.5

17年3月期 10,623 △4.0 299 747.9 350 396.4

 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 509 65.3 1,346 70 1,337 16 3.4 4.6 6.3

17年3月期 308 － 2,501 56 2,489 86 2.3 1.9 3.3

（注）①持分法投資損益 18年3月期 △25百万円 17年3月期 △18百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年3月期 367,049株 17年3月期 121,491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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年3月期 24,034 16,662 69.3 45,236 57

17年3月期 19,483 13,410 68.8 110,277 30

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期 368,001株 17年3月期 121,571株

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物

期末残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年3月期 1,056 1,322 △1,217 5,203

17年3月期 501 △3,187 9 3,894

(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 12社　　持分法適用非連結子会社数 1社　持分法適用関連会社数 2社　　

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 5社　　（除外）  -社　　持分法（新規） 2社　　（除外） 1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 7,700  100  50  

通　期 17,000  700  550  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 1,494円56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10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、子会社18社及び関連会社４社により構成されており、メディア形態に基づき「デジタルメディ

ア事業」と「出版メディア事業」を事業の種類別セグメントに設定しております。

　なお、当社は純粋持株会社として、グループ全体の経営を統轄しております。

　当社グループの事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 事業区分 事業内容 主要な会社

デジタルメディア事業

(デジタルメディアに主

導されたコンテンツの

発行及び関連する事業)

コンテンツ デジタル総合ニュースサービス「impress Watch」、

インターネット動画メディア「インプレスTV」、

オープンソース情報サービス「シンクイット」等の

デジタルコンテンツの販売及びデジタルメディア広

告収入等

㈱インプレス

㈱Impress Watch

㈱シンクイット

ＥＣ

(電子商取引)

オンライン直販サイト「インプレスダイレクト」で

の物販等

㈱インプレスコミュニケーションズ

その他 インターネットを利用した各種サービス提供、OEM

製品の供給、Ｗｅｂ制作等の受託制作、電子書籍の

プロモーション、システムインテグレーション事業、

教育・研修事業等

㈱インプレス

㈱クリエイターズギルド

㈱シンクイット

㈱編集工学研究所

㈱リーディングスタイル

出版メディア事業

(雑誌・書籍・新聞等の

メディアに主導された

コンテンツの発行及び

関連する事業等)

ＩＴ分野 雑誌、ムック（不定期刊行物）、書籍等の企画制作、

販売及び雑誌・ムックの広告収入

㈱インプレスコミュニケーションズ

㈱インプレス

㈱近代科学社

音楽分野 雑誌、ムック、書籍、ビデオ、ＤＶＤ等の企画制作、

販売及び雑誌・ムックの広告収入

㈱インプレスコミュニケーションズ

㈱リットーミュージック

デザイン分野 雑誌、ムック、書籍等の企画制作、販売及び雑誌・

ムックの広告収入

㈱インプレスコミュニケーションズ

㈱エムディエヌコーポレーション

医療分野 国際医学新聞・医学書の発行事業、医学学会関連事

業、医学コンベンション事業

㈱メディカルトリビューン

（注）１.㈱インプレスは平成18年4月3日付で㈱インプレスR&D及び㈱air impressを会社分割により新設し、㈱インプレ　

　スは同日付で㈱インプレスジャパンに商号変更をしております。

２.㈱リーディングスタイルは平成18年4月1日付で㈱hon.jpに商号変更をしております。

　以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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＜事業系統図＞
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㈱ Impress Watch ITニュースサービス・
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（関係会社の状況）

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）      

㈱インプレスコミュニケー

ションズ
東京都千代田区 183,000

出版メディア事業

デジタルメディア

事業

100.0 役員の兼任あり。

㈱インプレス 東京都千代田区 90,000

出版メディア事業

デジタルメディア

事業

100.0 役員の兼任あり。

㈱メディカルトリビューン 東京都千代田区 583,660 出版メディア事業 85.2 役員の兼任あり。

㈱リットーミュージック 東京都千代田区 169,000 出版メディア事業 100.0 役員の兼任あり。

㈱エムディエヌコーポレー

ション
東京都千代田区 15,000 出版メディア事業 100.0 役員の兼任あり。

㈱近代科学社 東京都新宿区 10,000 出版メディア事業 100.0 役員の兼任あり。

㈱Impress Watch 東京都千代田区 50,000
デジタルメディア

事業
100.0 役員の兼任あり。

㈱クリエイターズギルド 東京都渋谷区 51,900
デジタルメディア

事業
96.3 役員の兼任あり。

㈱シンクイット 東京都千代田区 33,500
デジタルメディア

事業
89.6 役員の兼任あり。

㈱編集工学研究所 東京都港区 227,000
デジタルメディア

事業
83.6 役員の兼任あり。

㈱リーディングスタイル 東京都千代田区 20,000
デジタルメディア

事業
100.0 役員の兼任あり。

Impress Capital,　Inc.

米国

カリフォルニア州

バーリンガム市

130万ドル 全社
100.0

（12.4）
役員の兼任あり。

（持分法適用非連結子会社）      

 ㈱金芳堂 京都府京都市 10,000 出版メディア事業
85.2

（85.2）
 

（持分法適用関連会社）      

カルチャープレス㈱ 東京都世田谷区 166,000
デジタルメディア

事業
30.1  

デジブックジャパン㈱ 東京都千代田区 254,375
デジタルメディア

事業
23.8  役員の兼任あり

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

２．㈱メディカルトリビューンは特定子会社に該当しております。

３．㈱インプレス、㈱メディカルトリビューン及び㈱リットーミュージックは、売上高（連結会社相互間の内

部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

㈱インプレス　　　　　　　　　　　(1）売上高　　　　　　　5,036,317千円

(2）経常利益　　　　　　　133,875千円

(3）当期純利益　　　　　　 61,386千円

(4）純資産額　　　　  　1,917,849千円

(5）総資産額　　　　　　3,110,143千円
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㈱メディカルトリビューン　　　　　(1）売上高　　　　　　　4,456,707千円

(2）経常利益　　　　　 　 790,214千円

(3）当期純利益　　　  　　409,260千円

(4）純資産額　　　　　　　645,220千円

(5）総資産額　　　　　　2,596,799千円

㈱リットーミュージック　　　　　　(1）売上高　　　　　　　3,289,032千円

(2）経常利益　　　　　　　326,755千円

(3）当期純利益　　　　　　181,566千円

(4）純資産額　　　　　　　893,165千円

(5）総資産額　　　　　  1,915,839千円

４．議決権の所有割合の欄の（）内は、間接所有割合で内数であります。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　インプレスグループは、情報通信技術の進化により形成される新しい価値を、新しいライフスタイルをもつ顧客と

ともに創造し、その普及を支援することで、高度情報通信ネットワーク社会の発展に貢献したいと考えております。

　このため、自らを情報文化産業におけるデジタル志向のメディアグループと定義し、デジタル技術が実現するネッ

トワークの力や効率性などを利用して、従来の新聞・雑誌・放送メディア産業では実現できなかった方法を用いて企

画力・編集力・情報流通力の向上を目指します。

　また、メディア産業の中で進行中のパラダイムシフトを見据え、従来のジャーナリズムの枠にとらわれない新しい

メディアの創造に挑戦し、独自のビジネスの開発や事業化を行うことで企業価値を高めてまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

 当社のグループ内利益還元及び株主の皆様への利益配分については以下を基本方針としております。

①子会社の内部留保につきましては、各社の事業拡大のための再投資計画及び財務状態等を勘案し決定する方針で

あります。

②株主の皆様への利益配分につきましては、グループ全体の財務体質の強化と新規成長投資のための内部留保を総

合的に勘案し、配当、利益成長に応じた株式分割、自己株式の買入等具体的な施策を決定する所存であります。

③配当につきましては、平成18年3月期に方針を変更し、業績およびキャッシュフローの状況に応じた利益配当を行

うことといたしました。配当性向といたしましては、（単体）当期純利益の20％を基準に、連結業績を加味し、

具体的な配当金を決定いたします。

(3）経営戦略及び対処すべき課題

 当社グループは、経営方針として、マーケットをリードする専門メディアグループの形成を目標に掲げ、それぞれの

分野で専門性の高い優れたコンテンツを生み出す情報編集力、顧客のライフスタイル及びニーズに合わせたコンテン

ツの提供を実現するためのメディア技術力の強化により、事業の成長及び収益性の向上を図ることを基本方針として

おります。また、経営体制としては、当社を持株会社とする分社経営を行っており、持株会社のグループ経営企画及

びモニタリング機能の強化と各子会社への執行権限の委譲によるスピード経営の実現を目指しております。

　今期は、中長期的な事業の成長力を一層高めるため、下記の重点課題を掲げ、人材、新規事業及び製品/サービス開

発、情報システム等の事業インフラへの内部投資、他社との事業・資本提携等の外部投資を積極的に進め、グループ

としての成長力及び競争力の向上に努めます。

①人材の確保、育成

事業成長のための人材確保と育成、組織の活性化及び組織力の向上

②デジタルメディア及びサービスの拡大

クロスメディア化の推進による新規デジタルサービスの開発

③隣接分野や新規分野の持続的な拡大

既存隣接分野の拡大による新規顧客の獲得と顧客満足度の向上

新規分野の拡大による新規顧客の獲得

④メディアプラットフォームの強化

デジタルメディア事業を支えるメディア技術力の強化

ケータイ電子書籍関連事業における配信プラットフォームの構築

⑤チャネルの拡大

中国市場でのコンテンツサービス事業の強化

(4）目標とする経営指標

 当社グループは、成長性及び収益性の向上を最優先課題としております。当面の施策といたしましては、事業分野ご

との子会社を管理単位とし、損益管理を徹底しております。また経営指標として、売上高経常利益率10％以上を目標

としております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当期の業績全般の概況

　当期における日本経済は、好調な企業収益が設備投資の増加、雇用情勢の改善、個人消費の増加に波及し、徐々に

景気回復基調を強めております。

　しかしながら、出版業界におきましては、社団法人全国出版協会・出版科学研究所の調査によると、雑誌は8年連続

の販売減、書籍はベストセラーの影響でプラス成長となった前年の反動もあり販売減となるなど、引続き厳しい状況

が続いております。

　一方、インターネットのブロードバンド化は順調に進展、ブログ、ソーシャルネットワーキング・サービス等の個

人の情報配信、ネットワークサービスの利用が拡大しております。また、株式会社電通の調査によると、2005年のイ

ンターネット広告市場は前年比54.8％の高い成長となり、低迷する雑誌広告の市場規模に接近しつつあります。

　このような状況の中、当社グループの連結売上高は、既存事業の増収、売上総利益率の改善に加え、当連結会計年

度から新規参入いたしました医療分野等の業績寄与により、前年同期（10,623百万円）比50.6％増の15,997百万円、

営業利益は前年同期（299百万円）比252.1％増の1,054百万円、経常利益は前年同期（350百万円）比187.5％増の1,006

百万円、当期純利益は前年同期（308百万円）比65.3％増の509百万円となりました。なお、当連結会計年度は、資金

運用目的で保有していた一部の債券の売却による売却損及び一部関係会社の資産内容の見直しによる株式評価損等に

より243百万円の特別損失を計上、一方保有株式の売却により253百万円の特別利益を計上しております。

(2）当期のセグメント別状況

　前連結会計年度に行ったM&A等により、当連結会計年度から新たに損益計算書まで連結することとなった子会社は５

社あり、各社の事業内容及び事業セグメント上の区分は下記のとおりであります。

■デジタルメディア事業

会社名 事業内容 事業区分

㈱シンクイット
オープンソースに関する企業システム情報メディアサービス

システムインテグレーション事業

コンテンツ事業

その他の事業 

㈱リーディングスタイル 電子書籍に関するプロモーション事業 その他の事業 

㈱編集工学研究所 情報編集に関する教育学習事業 その他の事業 

     (注)  ㈱リーディングスタイルは平成18年４月１日付で㈱hon.jpに商号を変更しております。

■出版メディア事業

会社名 事業内容 事業区分

㈱近代科学社 数学/電子工学分野の専門出版事業 IT分野

㈱メディカルトリビューン
国際医学新聞/医学書の発行事業、医学学会関連事業、医学コン

ベンション事業
医療分野

①デジタルメディア事業

　「コンテンツ事業」では、当連結会計年度より新規メディアであるオープンソースに関する企業システム情報

サイト「ThinkIT」（http://www.thinkit.co.jp/）のアクセス数及び登録会員数が順調に拡大し、専門メディア

としての認知度が高まってまいりました。また、主力のITニュースサービスにつきましても、定番コンテンツが

引続き高いアクセスを集め、近年開始いたしました「デジカメWatch」等の新規媒体も大幅にアクセス数が伸長い

たしました。これらの結果、専門メディアとしての広告媒体価値も高まったことから、コンテンツ販売及び広告

収入ともに増収となり、売上高は前年同期（1,066百万円）比22.2％増の1,303百万円となりました。

　「EC事業」では、企業向けを中心としたソフトウェアライセンスの販売及び手数料収入等は増加いたしました

が、一般顧客向けのPCパッケージソフト、CD/DVD等の販売が減収となり、売上高は前年同期（839百万円）比

5.3％減の795百万円となりました

　「その他の事業」では、企業向け受託制作事業が堅調に推移、加えて当期からの新規事業であるシステムイン

テグレーション事業、教育学習事業等の売上が寄与したことにより、売上高は前年同期（330百万円）比78.6％増

の589百万円となりました。
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　以上により、デジタルメディア事業の売上高は、前年同期（2,236百万円）比20.2％増の2,687百万円となりま

した。営業利益では、既存事業は利益率の高い「コンテンツ事業」等の増収により大幅な増益となりましたが、

先行投資的な段階にある新規事業の赤字の影響により前年同期（59百万円）比1.2％減の58百万円の営業利益とな

りました。

②出版メディア事業

　「IT分野」では、年末の大型商品である年賀状関連ムック等の販売が堅調に推移いたしましたが、月刊誌の販

売及び広告収入は減少したため、広告収入を含む雑誌・ムックの売上高は減収となりました。また、前連結会計

年度において好調に推移いたしました企業向けOEM製品は、デジタル製品の受注割合が増加したことなどにより、

前連結会計年度に比べ受注単価が低下し、前年同期を下回る売上実績となりました。一方、書籍につきましては、

技術及びITビジネス関連書籍等をはじめとして既刊製品を中心に販売が好調に推移、「ひとつ上のアイディア。」

等のビジネス系読み物、オンライントレーダー向けの入門書等もヒットとなり、加えて当連結会計年度からの新

カテゴリーである数学/電子工学関連の専門書籍の販売により増収となりました。全体では、雑誌・ムック、OEM

製品の減収を書籍販売の増収で補い、「IT分野」の売上高は前年同期（4,057百万円）比4.6％増の4,245百万円と

なりました。

　「音楽分野」では、主力の月刊誌の販売及び広告収入が堅調に推移し、広告収入を含む雑誌・ムックの売上高

は増収となりました。また、書籍・楽譜につきましては、楽譜を中心に販売が堅調に推移し、若干の増収、DVD等

映像商品につきましても、ダンス関連及び楽器教則タイトルで、既刊製品を中心に販売が好調に推移し、増収と

なりました。新たな収益分野として投資を行っているダンス関連分野では、テレビ番組、イベント等とのタイアッ

プによるブランド浸透を図り、ムック「ヒップホップダンスでセクシーな体になる」、DVD「ダンス・スタイル・

レゲエ」等のヒットも生まれました。また、デジタルサービスでは、楽器購入者向けの購買支援サイト「楽器探

そう！デジマート」（http://www.digimart.net/）が、前期比２倍以上のアクセスとなり、広告媒体としての価

値が高まってきました。これらの結果、「音楽分野」の売上高は、前年同期（3,147百万円）比4.3％増の3,283百

万円となりました。

　「デザイン分野」では、主力のデザイン関連月刊2誌の販売は若干の減少となりましたが、デザインに関するノ

ウハウを解説したムック「プロとして恥ずかしくないデザインの大原則」等の「大原則」シリーズが大きなヒッ

トとなり、広告収入を含む雑誌・ムックの売上高は大幅な増収となりました。また、書籍につきましても、既刊

製品を中心に販売が好調に推移したことに加え、返品率も大幅に低下したため、増収となりました。これらの結

果、「デザイン分野」の売上高は前年同期（1,182百万円）比12.0％増の1,324百万円となりました。

　当連結会計年度からの新分野である「医療分野」では、国際医学新聞「Medical Tribune」への広告収入が堅調

に推移しました。また、受託による販促物の制作、医学学会の学会誌編集・制作並びに事務局受託事業、医学コ

ンベンション事業も順調に推移いたしました。これらの結果、「医療分野」の売上高は、4,456百万円となりまし

た。

　以上により、出版メディア事業は、既存分野の増収増益に加えて医療分野の寄与により、売上高は前年同期

（8,387百万円）比58.7％増の13,309百万円、営業利益は前年同期（1,160百万円）比57.1％増の1,822百万円とな

りました。

③全社

　事業の種類別セグメントに区分できない全社セグメントにつきましては、純粋持株会社体制となった前下期よ

り、当社がグループ会社から受取る情報システム等の経営インフラの使用料をセグメント間取引の売上高として

計上、費用を全社で負担しております。全社セグメントの営業損失は、前年同期（920百万円）に比べて93百万円

減少し、826百万円となりました。
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(3）財政状態

　当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ4,551百万円増加し24,034百万円となりました。これは主に投

資有価証券が3,025百万円、現金及び預金が1,309百万円増加したことによるものであります。

　流動資産は社債の売却による収入等により現金及び預金が1,309百万円増加したことを主要因に1,486百万円増加し

ております。また、固定資産は3,064百万円増加しております。これは主に投資先の上場等により投資有価証券が3,025

百万円増加したことによるものであります。

　流動負債は短期借入金の減少1,061百万円を主要因に508百万円減少しております。また、固定負債は投資有価証券

の評価額の増大による繰延税金負債の増加1,919百万円を主要因に1,735百万円増加しております。

　株主資本は当期純利益が509百万円計上されたこと、その他有価証券評価差額金が2,725百万円増加したこと等によ

り3,251百万円増加しております。

　これらの結果、株主資本比率は69.3％となり前期末（68.8％)に比べ0.5ポイント改善しております。また、、1株当

たり株主資本は平成17年８月における株式分割（１株につき３株の割合）により発行済株式総数が124,056株から

248,112株増加し372,168株となったため45,236円57銭(前期末110,277円30銭)となりました。なお１株当たり指標遡及

修正値につきましては38ページをご参照ください。

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動の結果獲得した

資金1,056百万円（前年同期501百万円）及び投資活動の結果獲得した資金1,322百万円（前年同期3,187百万円の使用）

が、財務活動の結果使用した資金1,217百万円（前年同期9百万円の獲得）を上回り、前連結会計年度末に比べ1,309百

万円増加し当連結会計年度末の残高は5,203百万円となりました。

　営業活動の結果獲得した資金は、前連結会計年度と比較して555百万円増加し1,056百万円（前年同期501百万円）と

なりました。これは主に当連結会計年度において、税金等調整前当期純利益が1,016百万円計上され、法人税等の支払

額が329百万円（前年同期91百万円）、資金の支出を伴わない償却額（減価償却費、商標権償却及び連結調整勘定償却

額）も479百万円（前年同期189百万円）あったこと等によるものであります。

　投資活動の結果獲得した資金は1,322百万円（前年同期は3,187百万円の使用）となりました。これは主に有価証券

の売却及び償還による収入が2,366百万円（前年同期3,100百万円）あり、投資有価証券の取得による支出1,163百万円

（前年同期2,639百万円）を上回ったことによりものであります。

　財務活動の結果使用した資金は1,217百万円（前年同期9百万円の獲得）となりました。これは主に短期及び長期借

入金の純増減が1,324百万円（前年同期なし）によるものであります。

自己資本比率、時価ベースの自己資本比率、債務償還比率、インタレスト・カバレッジ・レシオの推移

平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期

自己資本比率 78.9% 78.7% 77.4% 68.8% 69.3%

時価ベースの自己資本比率 63.4% 30.6% 103.3% 75.5% 87.6%

債務償還比率 － 1.8年 4.1年 1.6年 1.2年

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 38.3 16.9 47.5 54.1

（注）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

債務償還比率：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

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象にしてお

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。

※平成17年３月期において、同期末に新たに連結した㈱メディカルトリビューンの負債につきましては、上記の債

務償還比率の計算から除いております。

※算出の結果、数値がマイナスとなる場合は「-」で表記しております。
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(4）次期の見通し

　当連結会計年度は、出版メディア事業における既存分野の堅調な販売状況、新規（医療）分野の業績寄与により、

当初予想を上回る実績となりました。しかしながら、今後も出版業界を取り巻く環境は厳しい状況が続く見通しであ

ります。こういった環境の中で、中長期的な成長基盤を固めるために、次期につきましては積極的に投資を行ってま

いります。

（重点項目）

　各専門分野において新規デジタルサービスの開発を進めクロスメディア化を推進、収益基盤の強化を図ります。ま

た、新規事業及び新規サービス開発においては、国内外のコンテンツサービス事業者及び優れたメディアプラット

フォームを保有する企業等との資本・業務提携等も視野に入れ、積極的に取り組んでまいります。

　具体的には、企業及びビジネスパーソン向けのIT分野コンテンツサービス事業の強化、ITニュースサービス事業に

おける新規サービス開発及び技術開発力の強化、中国市場でのコンテンツサービス事業の強化、ケータイ電子書籍関

連事業における配信プラットフォームの構築等を予定しております。

　以上により、連結売上高は当期実績比6.3％増の17,000百万円を見込んでおりますが、中期的な事業成長を実現する

ために新卒採用を含めた人材の確保、新規サービス開発及び事業システム構築、M＆Aの推進等に積極的な投資を行っ

ていくため、連結経常利益は当期実績比30.4％減の700百万円を予定しております。一方、連結当期純利益につきまし

ては、保有株式の売却による特別利益等が見込まれることから、当期実績比8.1％増の550百万円となる見通しです。 

　個別業績につきましては、売上高が子会社からの配当収入及び経営指導料、経営インフラの使用料等となっており

ます。通期の業績につきましては売上高950百万円を見込んでおりますが、新規事業開発によるコスト増加により、経

常損失200百万円を予定しております。一方、当期純利益につきましては、保有株式の売却による特別利益及び連結納

税における連結法人税の子会社からの受取りにより、350百万円となる見通しです。

　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。
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(5）事業等のリスク

　当社及び当社グループの事業上のリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす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、必ずしもそのようなリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断上、

重要であると考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社

はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

　本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本決算短信提出日現在において判断したも

のであります。

1）経営体制及び事業内容について

①分社経営方針について

　当社グループは、グループ各社が事業の独自性を活かし、顧客ニーズにあった製商品を機動的に提供していくこ

とで、各社及びグループ全体の企業価値の増大を図る分社経営方針をとっております。当社は、平成16年10月1日を

もって純粋持株会社へ移行、今後は分社経営を一層推し進めると共に持株会社のグループ経営監視機能を強化、機

動的なグループ経営・再編及び積極的な資本提携を行いやすい体制を構築し、企業価値の増大につとめております。

②事業内容と特徴について

　当社グループは、子会社18社及び関連会社4社により構成されるメディアグループであり、出版メディア事業、デ

ジタルメディア事業を主な事業としております。

　デジタルメディア事業は、コンテンツ、ＥＣ、その他に事業区分しております。

　コンテンツは、各種デジタルコンテンツの企画制作、インターネット等のデジタルネットワークを通じての提供

を行っており、有料コンテンツの販売に加え、コンテンツへの広告を収入としております。ＥＣは、オンライン直

販サイトにおいて、ＰＣソフト、ＣＤ/ＤＶＤ等の仕入商品販売を行っております。その他は、主に企業からの受託

によるＷｅｂサイト等の各種制作を行っております。

　出版メディア事業は、ＩＴ、音楽、デザイン、医療の4分野に事業区分し、雑誌・ムック（不定期刊行物）・書

籍・新聞・ＤＶＤ等の企画制作を行い、同製品の販売に加え、出版物への広告を収入としております。尚、製品は、

出版流通（取次・楽器問屋経由）と直販（オンライン直販、企業直販等）により販売しております。

　尚、詳細な企業集団の状況については２ページを、事業セグメント別の売上高及び営業利益の状況については34

ページをご参考ください。

2）業界慣行及び法規制について

①再販売価格維持制度について

　当社グループが制作、販売する出版物については、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（独占

禁止法）第24条の2の規定により、再販売価格維持制度（再販制度）が認められております。これは、出版物が我が

国の文化の振興と普及に重要な役割を果たしていることから、同法の適用除外規定により例外的に認められている

ものであります。したがって、出版物は書店においては定価販売が行われております。また、当社グループは取次

との取引価格の決定は、定価に対する掛け率によっております。

　この再販制度について、公正取引委員会は平成13年3月23日に「著作物再販制度の取扱いについて」を発表してお

り、当面、再販制度は存置される見通しでありますが、一方で業界に対して同制度下における消費者利益のための

弾力的な運用を要請していくことを公表しております。

　当社グループにおきましては、多様化する顧客ニーズへ対応するため「クロスメディア化」を主要課題としてお

り、電子書籍での製品提供、オンライン直販を含む従来の出版流通チャネル以外での製品販売等に取組んでおりま

すが、当該制度が廃止された場合には、出版競争の激化等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

②委託販売制度について

　当社グループは、出版業界の慣行に従い、原則として当社が取次経由で書店に配本した出版物（書籍、雑誌）に

ついては、配本後、約定期間（委託期間）内に限り、返品を受け入れることを販売条件とする委託販売制度を採用

しております。

　当社グループの書籍は、次の委託方法となっております。

　　　　新刊委託…主として新刊時の書籍が対象とされ、委託期間は通常5ヶ月であります。

　また、雑誌の委託期間は以下の通りであります。

　　　　月刊誌…発売日より3ヶ月
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　当社グループは、返品による損失に備えるため、会計上、返品調整引当金を法人税法の規定に基づく繰入限度相

当額計上しております。また、返品抑制のため、販売予測の精査による製造・出荷部数の適正化、マーケティング

データに基づいた書店への配本調整等行っておりますが、返品率の変動は、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。

3）市場環境について

①出版業界の市場環境について

　社団法人全国出版協会・出版科学研究所の「2006年出版指標年報」によれば、2005年の出版物販売動向は、雑誌

は8年連続の販売減、書籍はベストセラーの影響でプラス成長となった前年の反動もあり販売減となるなど、引続き

厳しい状況が続いております。

　デジタルネットワークの発展に伴う情報メディアの多様化、顧客ニーズの細分化等も要因の一つにあげられてお

ります。また、市場が縮小傾向にある中、特に販売好調な分野における同業他社との競争は激しくなる傾向にあり、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

②広告市場の市場環境について

　広告市場は、景気変動の影響を大きく受けると考えられております。

  当社グループの当連結会計年度の売上高に占める広告収入の比率は34.6％を占め、出版メディア事業、デジタル

メディア事業の利益率の大きな変動要素であり、景気の悪化が業績に影響を及ぼす可能性があります。

  また、インターネット広告はインターネットの普及、インターネット技術の進歩等を背景に順調に成長してまい

りました。当社グループといたしましては、今後もこの傾向が持続するものと考えておりますが、見込みどおり推

移するという保証はありません。

4）知的財産権について

　当社グループは提供する製品・サービスについて商標権を取得しております。また、他者の知的財産権の侵害を

防止するため、社内でのチェック体制を整備しており、これまで知的財産権侵害にかかわる通知請求や訴え（損害

賠償や使用差止めを含む）を起こされた事実はありません。しかし、特許権、実用新案権、商標権、著作権等の知

的財産権が、当社グループの事業にどのように適用されるかは想定するのは困難であり、第三者の知的財産権を侵

害した場合には、当社グループの事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

5）特定取引先への依存度について

　当社グループの出版メディア事業において、取次・楽器問屋等の従来の出版流通チャネルへの販売依存度は高く、

その中でも当期における大手取次2社（日販出版販売株式会社、株式会社トーハン）への依存度は21％程度と高い比

率であり、両社の経営方針に大きな変更等があった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

6）通信ネットワーク、インターネットサービス等のシステムトラブルについて

　当社グループは、コンテンツの編集及びサービスの提供、取引・顧客データを管理するバックオフィス等のあら

ゆる業務において、情報システム及び通信ネットワーク等のインフラに依存しております。そのため、これらイン

フラに障害が発生した場合には、顧客からの信頼性低下等の事態を招き、当社の事業に重大な支障が生じる可能性

があります。当社グループといたしましては、下記の事項を始めとする様々な要因に対処するための技術的な対応

措置、モニタリング体制、社内運用マニュアルの整備等を行っておりますが、トラブルの発生を事前に完全に防止

することは不可能であり、トラブル発生の場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　・ハードウェア及びソフトウェアの不備

　・外部からの不正な進入行為

　・アクセスの急激な増大

　・自然災害、停電

　・人的ミス、怠業、破壊行為

　・コンピュータウイルス
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7）個人情報保護について

　当社グループでは、オンライン直販の顧客の会員登録情報/購入履歴をはじめ、読者サービスの向上のための会員

組織にご登録頂いた会員情報等の各種個人情報をお預かりしております。これら個人情報に関しましては、プライ

バシーマークの取得を目標に、外部からのハッキングに対する技術的な対応措置・モニタリング体制を整備、また

社内からの情報漏洩防止のため社員への教育・啓蒙、管理方法の検討・実施、関連規程の整備等による管理体制の

構築を進めております。しかし、万一個人情報が流出した場合には、当社グループの信頼性が低下、賠償責任を問

われる可能性があり、事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

8）投融資に係るリスクについて

　当社では、連結子会社及び持分法適用関連会社に対する投融資の他に、当社グループの事業拡大のため、日本国

内外のコンテンツ企業及びインターネット関連企業等に投資を実施しております。また、中期経営課題の一つとし

て、グループ外企業へのＭ＆Ａ、アライアンス等の方法による外部成長を成長戦略の一つの柱として位置付けてお

ります。

　これら投融資は、投資効果・リスク要因等を慎重に検討した上で実施しておりますが、投資先企業が予想通りの

業績や効果を生む保証はありません。よって、投資先企業の評価見直しに伴う損失、投資回収の遅延等により、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

9）その他の事項について

①特定人物への依存及び主要株主の影響力について

　当社の代表取締役であり発行済株式数の55.8％を所有（平成18年3月31日現在）する塚本慶一郎は、当社グループ

の経営戦略の決定及び事業執行、株主総会での承認を必要とする全ての事項に多大な影響力を持っております。

　当社グループは、当社を持株会社とする分社経営体制のもと、グループ経営とグループ各社経営の分離による企

業統治の強化、事業執行者への権限委譲を推進しておりますが、現状では塚本への依存度は大きく、何らかの理由

で職務を遂行できなくなった場合、当社グループの経営方針及び業績に多大な影響を与える可能性があります。

②ストックオプションによる希薄化について

　当社は、子会社を含む取締役及び従業員の事業に対する貢献意欲及び経営への参画意識を高めるため、ストック

オプション等のインセンティブプランを実施しております。平成18年3月31日現在における、ストックオプションの

ための新株予約権による潜在株式数は7,530株であり、発行済株式数の2.0％に相当しております。

　これらの新株予約権が行使された場合、当社の1株当たりの株式価値は希薄化、株式市場の短期的な需給バランス

に変動を与え、株価形成に影響を及ぼす可能性もあります。また、当社は、子会社を含む役員・従業員の士気向上

と有能な人材確保のためのインセンティブプランとして、今後も新株予約権の付与を行う可能性がありますが、新

たな新株予約権の付与は、さらなる株式価値の希薄化を招くおそれがあります。

③第6回新株予約権の権利行使による希薄化について

　当社は、M＆A等の資金需要に対する調達手段を多様化する目的で、平成17年11月11日を払込期日とし、ゴールド

マン・サックス証券会社を割当先とする第６回新株予約権を発行いたしました。同新株予約権は、発行より一定期

間経過後は行使価額が修正される行使促進型のスキームでありますが、割当先と締結している行使特約条件付き買

取契約において、当社が一定の条件下を除き、権利行使可能な新株予約権の個数、権利行使の開始及び終了を通知、

割当先は当社の通知の範囲内でのみ権利行使を行えるスキームとなっております。

　当社といたしましては、健全な財務体質の維持、資本効率の向上、株式価値の希薄化等への十分な配慮を行い、

資金需要に応じた資金調達を行う方針でありますが、同新株予約権が当初の行使価額（63,735円）で全て権利行使

されたと仮定した場合、平成18年3月31日現在の発行済株式数に対する潜在株式数の比率は42.2％、また下限行使価

額（31,868円）で全て権利行使されたと仮定した場合、平成18年3月31日現在の発行済株式数に対する潜在株式数の

比率は84.3％であります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 3,894,263 5,203,355  

２　受取手形及び売掛金 4,138,606 4,365,855  

３　有価証券 700,000 400,190  

４　たな卸資産 750,687 893,399  

５　繰延税金資産 62,303 180,102  

６　その他 246,487 254,808  

貸倒引当金 △25,767 △44,340  

流動資産合計 9,766,582 50.1 11,253,370 46.8 1,486,788

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1）建物 157,138 152,731  

減価償却累計額 78,459 78,678 78,972 73,759  

(2) 車両運搬具 － 1,103  

減価償却累計額 － － 866 237  

(3) 器具備品 1,235,256 1,373,017  

減価償却累計額 1,095,653 139,602 1,208,965 164,051  

有形固定資産合計 218,281 1.1 238,048 1.0 19,767

２　無形固定資産  

(1) 連結調整勘定 3,718,789 3,654,666  

(2）商標権 980,710 869,686  

(3) ソフトウェア 131,289 269,173  

(4) その他 13,066 14,301  

無形固定資産合計 4,843,855 24.9 4,807,827 20.0 △36,027

３　投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※１ 4,145,775 7,171,465  

(2）長期貸付金 4,941 16,546  

(3) 繰延税金資産 － 19,981  

(4）その他 503,785 527,723  

投資その他の資産合計 4,654,502 23.9 7,735,717 32.2 3,081,214

固定資産合計 9,716,639 49.9 12,781,594 53.2 3,064,954

資産合計 19,483,221 100.0 24,034,964 100.0 4,551,742
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　買掛金 1,649,375 1,809,628  

２　短期借入金 1,400,000 338,076  

３　未払金 462,802 569,286  

４　未払法人税等 201,701 412,753  

５　賞与引当金 128,463 121,126  

６　返品調整引当金 173,343 202,950  

７　新株予約権 － 50,000  

８　その他 394,920 398,119  

流動負債合計 4,410,606 22.6 3,901,941 16.3 △508,665

Ⅱ　固定負債  

１　長期借入金 1,150,000 971,000  

２　繰延税金負債 66,336 1,985,874  

３　退職給付引当金 415,824 408,538  

４　その他 － 2,246  

固定負債合計 1,632,160 8.4 3,367,659 14.0 1,735,499

負債合計 6,042,767 31.0 7,269,600 30.3 1,226,833

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 29,527 0.2 102,997 0.4 73,469

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 5,315,900 27.3 5,315,900 22.1 -

Ⅱ　資本剰余金 9,799,675 50.3 7,794,074 32.4 △2,005,601

Ⅲ　利益剰余金 △1,740,500 △8.9 703,039 2.9 2,443,539

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

203,161 1.0 2,928,491 12.2 2,725,330

Ⅴ　為替換算調整勘定 24,566 0.1 39,665 0.2 15,098

Ⅵ　自己株式 ※３ △191,876 △1.0 △118,804 △0.5 73,071

資本合計 13,410,926 68.8 16,662,365 69.3 3,251,439

負債、少数株主持分及び
資本合計

19,483,221 100.0 24,034,964 100.0 4,551,742
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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)

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 10,623,995 100.0 15,997,513 100.0 5,373,518

Ⅱ　売上原価 7,236,035 68.1 10,466,008 65.4 3,229,972

売上総利益 3,387,960 31.9 5,531,505 34.6 2,143,545

返品調整引当金繰入額 －  29,607 0.2 29,607

返品調整引当金戻入額 21,991 0.2 －  △21,991

差引売上総利益 3,409,951 32.1 5,501,897 34.4 2,091,946

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 3,110,403 29.3 4,447,100 27.8 1,336,697

営業利益 299,548 2.8 1,054,796 6.6 755,248

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 55,589 34,527  

２　受取配当金 857 930  

３　為替差益 － 24,038  

４　その他 24,101 80,548 0.8 21,252 80,748 0.5 200

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 11,001 22,824  

２　支払手数料 － 50,640  

３　新株発行費等 － 24,243  

４　持分法による投資損失 18,488 25,498  

５　その他 383 29,872 0.3 5,512 128,719 0.8 98,846

経常利益 350,223 3.3 1,006,826 6.3 656,602

Ⅵ　特別利益  

１　投資有価証券売却益 60,061 60,061 0.5 253,332 253,332 1.6 193,270

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産除却損 ※２ 11,868 25,159  

２　有価証券売却損  － 25,000  

３　投資有価証券売却損  － 113,117  

４　投資有価証券評価損  2,750 14,619 0.1 79,937 243,214 1.5 228,594

税金等調整前当期純利益 395,666 3.7 1,016,944 6.4 621,277

法人税、住民税及び事業税 99,715 538,993  

法人税等調整額 △13,030 86,684 0.8 △85,385 453,608 2.9 366,923

少数株主利益 662 0.0 53,781 0.3 53,119

当期純利益 308,319 2.9 509,554 3.2 201,235
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 9,802,157 9,799,675 △2,481

Ⅱ　資本剰余金増加高    

  １　自己株式処分差益 － － 2,911 2,911 2,911

Ⅲ　資本剰余金減少高    

１　自己株式処分差損 2,481  －   

２　利益剰余金への振替額 － 2,481 2,008,513 2,008,513 2,006,031

Ⅳ　資本剰余金期末残高 9,799,675 7,794,074 △2,005,601

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △2,011,751 △1,740,500 271,251

Ⅱ　利益剰余金増加高  

１　当期純利益 308,319  509,554   

２　連結子会社増加による
剰余金増加高

－  212   

３　資本剰余金からの振替
額  

－ 308,319 2,008,513 2,518,280 2,209,961

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１　役員賞与 8,750  4,400   

２　連結子会社増加による
剰余金減少高

－  70,341   

３　連結子会社除外による
剰余金減少高

2,531  －   

４　持分法適用会社増加に
伴う剰余金減少高

25,786 37,068 － 74,741 37,672

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △1,740,500 703,039 2,443,539
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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)

対前年比

区　　分
注記
番号

　　金　　額　　（千円） 　　金　　額　　（千円）
増減

（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 395,666 1,016,944  

減価償却費 189,188 174,529  

商標権償却 － 111,023  

連結調整勘定償却額 153 194,275  

退職給付引当金の増（△減）額 21,866 △7,285  

返品調整引当金の増（△減）額 △21,991 29,607  

賞与引当金の増（△減）額 △4,812 △9,140  

貸倒引当金の増（△減）額 △16,310 18,573  

受取利息及び受取配当金 △56,447 △35,458  

支払利息 11,001 22,824  

為替差損・差益（△） △4,684 △1,956  

持分法による投資損失 18,488 25,498  

投資有価証券売却益 △60,061 △253,332  

有価証券売却損 － 25,000  

投資有価証券売却損 － 113,117  

投資有価証券評価損 2,750 79,937  

固定資産除却損 11,868 25,159  

売上債権の（△増）減額 221,878 △168,370  

たな卸資産の（△増）減額 △20,124 △77,814  

仕入債務の増（△減）額 △163,606 261,572  

未払消費税等の増（△減）額 △24,553 △46,451  

その他の営業活動フロー 48,199 △135,581  

小計 548,469 1,362,671 814,202

利息及び配当金の受取額 55,743 42,878  

利息の支払額 △10,561 △19,526  

法人税等の支払額 △91,972 △329,066  

営業活動によるキャッシュ・フロー 501,679 1,056,957 555,277
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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)

対前年比

区　　分
注記
番号

　　金　　額　　（千円） 　　金　　額　　（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 － 1,666,940  

有価証券の償還による収入 3,100,148 700,000  

投資有価証券の取得による支出 △2,639,930 △1,163,302  

投資有価証券の売却による収入 75,747 439,216  

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による支出

※２ △3,552,938 －  

有形固定資産の取得による支出 △70,931 △140,637  

無形固定資産取得による支出 △34,332 △172,462  

貸付金の実行による支出 △68,000 △7,800  

貸付金の回収による収入 2,287 994  

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,187,948 1,322,948 4,510,896

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額 － △1,112,000  

長期借入による収入 － 60,000  

長期借入金の返済による支出 － △272,865  

株式の発行による収入 － 6,320  

自己株式の取得による支出 △10,894 △27,368  

自己株式の処分による収入 20,845 103,028  

新株予約権の発行による収入 － 50,000  

新株発行費等による支出 － △24,243  

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,950 △1,217,129 △1,227,080

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,854 62,654 60,800

Ⅴ　現金及び現金同等物の増（△減）額 △2,674,463 1,225,431 3,899,895

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 6,570,787 3,894,263 △2,676,523

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 83,661 83,661

Ⅷ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の
減少額

△2,060 － 2,060

Ⅸ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,894,263 5,203,355 1,309,092
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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
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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　７社

主要な連結子会社の名称

㈱インプレスコミュニケーションズ

㈱インプレス

㈱メディカルトリビューン

㈱リットーミュージック

㈱エムディエヌコーポレーション

㈱クリエイターズギルド

Impress Capital, Inc.

上記のうち、㈱インプレスについて

は、平成16年10月１日付の会社分割に

より新設したことに伴い、当連結会計

年度より、また、㈱メディカルトリ

ビューンについては、株式取得に伴い、

当連結会計年度末より連結の範囲に含

めております。

　前連結会計年度において連結子会社

でありました㈱ミュージックメディア

リサーチは、重要性が乏しくなったた

め連結の範囲から除いております。

　

　

　

　

　

（2）主要な非連結子会社の名称等

㈱近代科学社

㈱シンクイット

㈱編集工学研究所

㈱リーディングスタイル

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社はいずれも、小規模で

あり、総資産、売上高、当期純損益及

び利益剰余金等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。

（1）連結子会社の数　12社

主要な連結子会社の名称

㈱インプレスコミュニケーションズ

㈱インプレス

㈱メディカルトリビューン

㈱リットーミュージック

㈱エムディエヌコーポレーション

㈱近代科学社

㈱Impress Watch

㈱クリエイターズギルド

㈱シンクイット

㈱編集工学研究所

㈱リーディングスタイル

Impress Capital, Inc.

上記のうち、㈱Impress Watchについ

ては、平成17年10月３日付の㈱インプ

レスからの会社分割により新設したこ

とに伴い、当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。さらに、㈱近

代科学社、㈱シンクイット、㈱編集工

学研究所、㈱リーディングスタイルに

ついては、重要性が増したため、当連

結会計年度より連結の範囲に含めてお

ります。

　

（2）主要な非連結子会社の名称等

㈱スリーワンプランニング

㈱Impress Comic Engine

㈱エンサイクロメディア

㈱金芳堂

㈱モバイルメディアリサーチ

㈱メディコサイエンス

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社はいずれも小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で、

かつ全体としても重要性がないため、

連結の範囲から除いております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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)

２．持分法の適用に関する事項 （1）持分法適用の関連会社数　２社

アクセスメディアインターナショナル㈱

カルチャープレス㈱

なお、カルチャープレス㈱は重要性

が増したため当連結会計年度より持分

法の適用範囲に含めております。

 

 

 

 

 

 

 

（2）主要な持分法を適用していない非連

　結子会社及び関連会社

非連結子会社

㈱近代科学社

㈱シンクイット

㈱編集工学研究所

㈱リーディングスタイル

関連会社

㈱シフカ

㈱ボイジャー

（持分法の範囲から除いた理由）

　上記の会社につきましては、当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

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。

（1）持分法適用の関連会社数　３社

㈱金芳堂

デジブックジャパン㈱

カルチャープレス㈱

なお、デジブックジャパン㈱につい

ては、当連結会計年度に株式を追加取

得したことにより、また、㈱金芳堂は、

前連結会計年度末に㈱メディカルトリ

ビューンの株式を取得したことに伴い、

当連結会計年度より持分法の適用範囲

に含めております。

アクセスメディアインターナショナル

㈱は、株式売却により持分法の適用範

囲から除外しております。

（2）主要な持分法を適用していない非連

　結子会社及び関連会社

非連結子会社

㈱スリーワンプランニング

㈱Impress Comic Engine

㈱エンサイクロメディア

㈱モバイルメディアリサーチ

㈱メディコサイエンス

関連会社

㈱シフカ

㈱ボイジャー

（持分法の範囲から除いた理由）

　上記の会社につきましては、当期純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

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

連結子会社㈱メディカルトリビューン及

びImpress Capital,Inc.の決算日は、12月

31日であります。連結財務諸表作成にあ

たっては、同日現在の財務諸表を使用して

おります。

　ただし、連結決算日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。

連結子会社㈱メディカルトリビューン、

㈱近代科学社及びImpress Capital,Inc.の

決算日は、12月31日であります。連結財務

諸表作成にあたっては、同日現在の財務諸

表を使用しております。

　ただし、連結決算日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

①有価証券

満期保有目的の債券

同左

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

同左

②たな卸資産

　商品・製品

　主として先入先出法による原価法

　なお、最終刷後６ヶ月以上を経過し

た売残り単行本については、法人税基

本通達に基づいた評価基準を設け、一

定の評価減を実施しております。

②たな卸資産

　商品・製品

　　　　　　　同左

　仕掛品

　　個別法による原価法

　仕掛品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

（当社及び国内連結子会社）

　定率法（なお、器具備品のうち主とし

てパーソナルコンピューター等のＩＴ機

器については経済的耐用年数に基づき計

算しております。）

①有形固定資産

（当社及び国内連結子会社）

　　　　　　　同左

（在外連結子会社）

定額法

（在外連結子会社）

　　　　　　　同左

②無形固定資産

商標権

　10年間の定額法

ソフトウェア（自社利用分）

　社内における利用可能期間（２年～５

年）に基づく定額法

②無形固定資産

商標権

　　　　　　　　同左

ソフトウェア（自社利用分）

　　　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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)

(3)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。

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は主として、従

業員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、将来の支給見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上しております。

②賞与引当金

同左

③返品調整引当金

　国内連結子会社は主として、製品の返品

による損失に備えるため、法人税法に規定

する売掛金基準による限度相当額を計上し

ております。

③返品調整引当金

　　　　　　　　同左

④退職給付引当金

　当社及び連結子会社において、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及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

　一部の連結子会社についての会計基準変

更時差異(29百万円)は、7年による均等額を

費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の

発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（７年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしておりま

す。

④退職給付引当金

　　　　　　　　同左

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、在

外子会社の資産及び負債並びに収益及び費

用は、在外子会社決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に含めて計上して

おります。

同左

(5)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。

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

①消費税等の会計処理方法

同左

②連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しております。

②連結納税制度の適用

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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．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。

 

同左

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年又

は20年で均等償却を行っております。

 

　　　　　　　同左

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。

 

同左

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。

 

同左

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
 

前連結事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結事業年度
（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。なお、これによる損益に与える影響

はありません。

表示方法の変更  

前連結事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ────── （連結損益計算書）

　「為替差益」は、前連結会計年度まで、営業外収益

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計年度において、営業外収益の総額の100分の10を

超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「為替差益」の金額

は4,582千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

※１．非連結子会社及び関連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） 455,654千円 投資有価証券（株式） 321,686千円

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式

　124,056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

　2,484株であります。

４． 偶発債務 

５． 　　　　　　　　－

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式

　372,168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

　4,166株であります。

４． 偶発債務 

次の関係会社等について、銀行からの借入及び賃貸人に

対し債務保証を行っております。

保証先 金額(千円)  内容 

 ㈱金芳堂 112,000 　借入債務 

 ㈱メディコサイエンス 18,704 賃貸借契約  

 　　　 合　計 130,704  

５． 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引先２行をアレンジャーとした貸出コミットメント

契約を締結しております。これらの契約に基づく当

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。

 

貸出コミットメント

ラインの総額
5,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 5,000,000千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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。

※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。

荷造運賃 225,326千円

販売印税 132,377千円

広告宣伝費 194,818千円

貸倒引当金繰入額 11,773千円

役員報酬 161,918千円

給与手当及び賞与 879,616千円

賞与引当金繰入額 70,210千円

退職給付費用 50,047千円

減価償却費 118,552千円

荷造運賃 200,655千円

販売印税 158,862千円

広告宣伝費 235,383千円

貸倒引当金繰入額 22,430千円

役員報酬 240,386千円

給与手当及び賞与 1,367,803千円

賞与引当金繰入額 92,475千円

退職給付費用 48,992千円

減価償却費 103,021千円

連結調整勘定償却額 194,275千円

商標権償却費 111,023千円

※２．固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内容は、以下のとおりであります。

器 具 備 品 7,161千円

ソフトウェア 4,706千円

     計 11,868千円

建　　　 物 19,099千円

器 具 備 品 527千円

ソフトウェア 5,532千円

     計 25,159千円

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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

※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17年3月31日現在）

現金及び預金同等物の期末残高と連結貸借対照表の

現金及び預金勘定の金額は一致しております。

※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㈱メディカルトリビューン

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㈱メディカルトリビューン株式の取得価額と

㈱メディカルトリビューン取得のための支出(純額)と

の関係は次のとおりであります。

 　　(千円)

流動資産 1,294,145  

固定資産 1,288,625  

連結調整勘定 3,716,900  

流動負債 △1,176,029  

固定負債 △1,177,101  

少数株主持分 △27,763  

株式の取得原価 3,918,777  

現金及び現金同等物 △365,839  

差引：取得のための支出 3,552,938  

(平成18年3月31日現在）

現金及び預金同等物の期末残高と連結貸借対照表の

現金及び預金勘定の金額は一致しております。

※２．               　　－
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（リース取引関係）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引（借主側）

1．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引（借主側）

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失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）

期末残高相
当額
（千円）

器具備品 4,210 1,192 3,017

 
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）

器具備品 7,102 2,613 4,488

（2）未経過リース料期末残高相当額 （2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 820千円

１年超 2,284千円

合計 3,105千円

１年内 1,406千円

１年超 3,218千円

合計 4,625千円

（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、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 13,950千円

減価償却費相当額 12,724千円

支払利息相当額 429千円

支払リース料 1,560千円

減価償却費相当額 1,420千円

支払利息相当額 196千円

（4）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）減価償却費相当額の算定方法

　　　　　　　同左

（5）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。

（5）利息相当額の算定方法

　　　　　　　同左
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（有価証券関係）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照
表計上額
　　（千円）

時価
　　（千円）

差額
　（千円）

連結貸借対照
表計上額
　　（千円）

時価
　　（千円）

差額
　（千円）

時価が連結貸借対照表計上額

を超えるもの

国債・地方債等 － － － － － －

社債 1,100,760 1,108,598 7,838 400,190 401,064 874

その他 － － － － － －

小計 1,100,760 1,108,598 7,838 400,190 401,064 874

時価が連結貸借対照表計上額

を超えないもの

国債・地方債等 － － － － － －

社債 2,300,000 2,256,134 △43,866 500,000 491,875 △8,125

その他 － － － － － －

小計 2,300,000 2,256,134 △43,866 500,000 491,875 △8,125

合計 3,400,760 3,364,732 △36,028 900,190 892,939 △7,251
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２　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
　　（千円）

連結貸借対照
表計上額
　　（千円）

差額
　（千円）

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

株式 54,136 399,185 345,048 100,529 5,030,894 4,930,365

債券

国債・地方債等 － － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 54,136 399,185 345,048 100,529 5,030,894 4,930,365

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

株式 6,882 5,547 △1,334 6,882 6,091 △790

債券

国債・地方債等 － － － － － －

社債 180,815 167,996 △12,819 － － －

その他 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 187,697 173,543 △14,154 6,882 6,091 △790

合計 241,834 572,728 330,894 107,411 5,036,986 4,929,575

３　当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 売却原価（千円） 売却額（千円） 売却損（千円）

 社債 1,800,000 1,666,940 133,060

 売却理由
発行会社の格付けが短期間に急激に低下したことにより、将来の資金回収に対する

信用リスクが著しく高まったため

４　前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日 　至　平成17年３月31日）

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）

売却額（千円）
売却益の合計額
　　　　（千円）

売却損の合計額
　　　　（千円）

売却額（千円）
売却益の合計額
　　　　（千円）

売却損の合計額
　　　　（千円）

75,747 60,061 － 439,216 253,332 5,057
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５　時価のない主な有価証券の内容

種類

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 416,631 1,213,193

その他 － 99,598

６　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

１年以内

　（千円）

１年超

５年以内

　（千円）

５年超

10年以内

　（千円）

10年超

　（千円）

１年以内

　（千円）

１年超

５年以内

　（千円）

５年超

10年以内

　（千円）

10年超

　（千円）

債券

国債・地方債等 － － － － － － － －

社債 700,000 2,700,760 － － 400,190 596,000 － －

その他 － － － － － － － －

その他 － － － － － － － －

合計 700,000 2,700,760 － － 400,190 596,000 － －
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

２　取引の時価等に関する事項

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

（当連結会計年度）

該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

当社グループは、退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。また、退職一時金制度とは

別に厚生年金基金制度（総合設立型）及び適格退職年金制度を採用しております。

２　退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

　（平成17年３月31日）
当連結会計年度

　（平成18年３月31日）

(1)退職給付債務（千円） 620,923 639,834

(2)年金資産（千円） △162,177 △193,043

(3)未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) 458,746 446,791

(4)未認識数理計算上の差異（千円） △30,328 △29,856

(5)会計基準変更時差異の未処理額（千円） △12,594 △8,396

(6)退職給付引当金（千円）(3)＋(4)＋(5) 415,824 408,538

（注）一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

３　退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
　至 平成17年３月31日)

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)総合設立型厚生年金基金掛金（千円） 30,588 10,691

(2)勤務費用 （千円） 60,314 97,237

(3)利息費用 （千円） 7,814 8,366

(4)数理計算上の差異の費用処理額 （千円） 3,884 5,359

(5)退職給付費用（千円）(1)+(2)+(3)+(4) 102,602 121,655

（前連結会計年度）

（注）当社グループは総合設立型厚生年金基金に加入しており、加入人員比率で計算した年金資産の合計額は、当連

結会計年度144,048千円であります。

（当連結会計年度）

（注）当社グループは総合設立型厚生年金基金に加入しており、加入人員比率で計算した年金資産の合計額は、当連

結会計年度178,455千円であります。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
　至 平成17年３月31日)

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)退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間を基準とする方法 同左

 (2)割引率 2.0% 同左

 (3)数理計算上の差異の処理年数 ７年 同左

（各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしており

ます。）

　

 (3)会計基準変更時差異の処理年数 ７年 同左 

　一部の子会社についての会計基準変

更時差異(29百万円)は、7年による均

等額を費用処理することとしておりま

す。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

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

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

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金損金算入限度超過額 52,527

未払事業所税否認 3,572

著作権償却否認 29,071

退職給付引当金超過額 146,365

一括償却資産損金算入限度超過額 8,038

事業税否認 35,811

繰越欠損金 691,444

減価償却費繰入超過額 78,383

その他 89,650

繰延税金資産小計 1,134,864

評価性引当額 △984,191

繰延税金資産合計 150,672

繰延税金負債

特別償却準備金 △15,857

その他有価証券評価差額金 △138,848

繰延税金負債合計 △154,705

繰延税金資産の純額 △4,032

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金損金算入限度超過額 58,642

未払事業所税否認 3,747

著作権償却否認 29,071

退職給付引当金超過額 163,128

一括償却資産損金算入限度超過額 8,019

事業税否認 46,051

繰越欠損金 585,489

製品等評価損否認 37,067

投資有価証券等評価損否認 59,937

減価償却費繰入超過額 43,628

その他 54,341

繰延税金資産小計 1,089,124

評価性引当額 △859,400

繰延税金資産合計 229,723

繰延税金負債

特別償却準備金 △9,522

その他有価証券評価差額金 △2,005,991

繰延税金負債合計 △2,015,514

繰延税金資産の純額 △1,785,790

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

（千円） （千円）

 
前連結会計年度

(平成17年３月31日)

流動資産－繰延税金資産 62,303

固定資産－繰延税金資産 －

流動負債－繰延税金負債 －

固定負債－繰延税金負債 66,336

 
当連結会計年度

(平成18年３月31日)

流動資産－繰延税金資産 180,102

固定資産－繰延税金資産 19,981

流動負債－繰延税金負債 －

固定負債－繰延税金負債 1,985,874

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

た主要な項目別の内訳

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

た主要な項目別の内訳

 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 3.4%

住民税均等割額 0.7%

評価性引当額の増減 △24.3%

持分法による投資損失 1.9%

その他 △0.5%

税効果会計適用後の法人税率の負担率 21.9%

 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 3.9%

住民税均等割額 0.7%

評価性引当額の増減 △12.8%

持分法による投資損失 1.0%

留保金課税 3.0%

連結調整勘定償却 7.8%

その他 0.3%

税効果会計適用後の法人税率の負担率 44.6%
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

 
デジタル

メディア事業
（千円）

出版メディア
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 2,236,521 8,387,473 10,623,995 － 10,623,995

(2）セグメント間の

内部売上高又は振替高
158,755 13,035 171,791 (171,791) －

計 2,395,277 8,400,509 10,795,787 (171,791) 10,623,995

営業費用 2,335,853 7,240,199 9,576,052 748,394 10,324,447

営業利益 59,423 1,160,310 1,219,734 (920,185) 299,548

Ⅱ　資産、減価償却費

及び資本的支出

資産 432,838 10,661,662 11,094,500 8,388,720 19,483,221

減価償却費 43,985 68,602 112,588 76,599 189,188

資本的支出 6,303 64,633 70,937 50,329 121,267

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

　(1)デジタルメディア事業・・・デジタルメディアに主導されたコンテンツの発行及び関連する事業等

（主な製品・サービス）インターネットによるITニュースサービス、PCソフト等の仕入商品

　(2)出版メディア事業・・・・・書籍・雑誌等のメディアに主導されたコンテンツの発行及び関連する事業等

（主な製品・サービス）書籍、雑誌、ビデオ等

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の主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用であり、当連結会計年度は1,053,041千円であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価

証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり、当連結会計年度は8,388,720千円

であります。
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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）

 
デジタル

メディア事業
（千円）

出版メディア
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 2,687,833 13,309,680 15,997,513 － 15,997,513

(2）セグメント間の

内部売上高又は振替高
183,708 25,053 208,761 (208,761) －

計 2,871,541 13,334,734 16,206,275 (208,761) 15,997,513

営業費用 2,812,844 11,512,168 14,325,012 617,704 14,942,716

営業利益 58,697 1,822,565 1,881,262 (826,465) 1,054,796

Ⅱ　資産、減価償却費

及び資本的支出

資産 918,760 10,793,345 11,712,106 12,322,858 24,034,964

減価償却費 7,785 99,555 107,341 67,188 174,529

資本的支出 37,897 106,727 144,624 204,843 349,468

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

　(1)デジタルメディア事業・・・デジタルメディアに主導されたコンテンツの発行及び関連する事業等

（主な製品・サービス）インターネットによるITニュースサービス、PCソフト等の仕入商品

　(2)出版メディア事業・・・・・書籍・雑誌等のメディアに主導されたコンテンツの発行及び関連する事業等

（主な製品・サービス）書籍、雑誌、ビデオ等

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の主なものは、親会社本社の総務部門等管

理部門にかかる費用であり、当連結会計年度は1,146,668千円であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価

証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり、当連結会計年度は12,322,858千

円であります。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）及び当連結会計年度（平成17年４月１日から平

成18年３月31日まで）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）及び当連結会計年度（平成17年４月１日から平

成18年３月31日まで）

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。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

１　親会社及び法人主要株主等

　　該当事項はありません。

２　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

当社役員 松本伸也 － － 弁護士 － －
顧問弁護

士
顧問料の支払い 2,400 － －

　　　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　顧問料の支払についての価格その他の取引条件は、一般取引条件と同様に決定しております。

　　２．取引金額には消費税等は含まれておりません。

３　子会社等

該当事項はありません。

４　兄弟会社等

該当事項はありません。

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　親会社及び法人主要株主等

　　該当事項はありません。

２　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

当社役員 松本伸也 － － 弁護士 － －
顧問弁護

士
顧問料の支払い 2,400 －  

　　　（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　顧問料の支払についての価格その他の取引条件は、一般取引条件と同様に決定しております。

　　２．取引金額には消費税等は含まれておりません。

３　子会社等

該当事項はありません。

４　兄弟会社等

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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 110,277円30銭

１株当たり当期純利益金額      2,501円56銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
 2,489円86銭

１株当たり純資産額      45,236円57銭

１株当たり当期純利益金額      1,346円70銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
 1,337円16銭

（注）　１株当たり当期純利益金額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。

項目
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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） 308,319 509,554

普通株主に帰属しない金額（千円） 4,400 15,250

　（うち利益処分による取締役賞与金） (4,400) (15,250)

普通株式に係る当期純利益(千円) 303,919 494,304

普通株式の期中平均株式数（株） 121,491.88 367,049.47

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） 570.86 2,619.49

　　（うち新株予約権） (570.86) (2,619.49)

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

平成15年６月25日定時株主総

会決議による新株予約権の数

は1,375個であります。

ゴールドマン・サックス証券

会社を割当先とする第６回新

株予約権は、行使特約条件付

き買取契約により、権利行使

可能な新株予約権の個数、権

利行使の開始及び終了を通知

し、割当先は当社の通知の範

囲内でのみ権利行使を行える

スキームとなっております。

当連結会計年度においては、

上記を満たしていないため当

該算定には含めておりません。
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 　１株当たり指標遡及修正値

決算短信（連結）に記載されている１株当たり指標を平成18年３月末の数値を基準として、これまでに実施した株

式分割等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと、以下のとおりとなります。

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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    36,759円10銭

１株当たり当期純利益金額      833円85銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
 829円95銭

１株当たり純資産額      45,236円57銭

１株当たり当期純利益金額       1,346円70銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
 1,337円16銭

 （注）　平成18年３月期に株式分割を実施

 　　　　　　効力発生日　　平成17年８月22日に１：３の株式分割
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

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）

　平成17年５月26日開催の取締役会において、下記のとお

り株式の分割(無償交付)を行うことを決議いたしました。

株式分割の概要の概要は以下のとおりであります。

平成17年８月22日付をもって、次のとおり普通株式１株を

３株に分割する。

　(1) 分割の方法

平成17年６月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に

記載または記録された株主並びに端株原簿に記載また

は記録された端株主の所有株式数を、１株につき３株

の割合をもって分割する。

　(2) 分割により増加する株式数

株式の分割前の当社発行済株式総数 　　 124,056株

株式の分割により増加する株式数　　 　 248,112株

株式の分割後の当社発行済株式総数　　  372,168株

配当起算日　　　　　　　　　　　 平成17年4月1日　

なお、上記の株式数につきましては、当連結会計年度

末の株式数を基に算出しており、それ以降に新株予約

権の行使等により株式数に変更があった場合には、上

記株式数とは異なる場合があります。

　(3) 会社が発行する株式の総数の増加

商法第218条第２項の規定に基づき、平成17年８月22

日付をもって当社定款第５条を変更し、発行する株式

の総数を827,040株増加して1,240,560株とする。

(4) 当該株式分割が前連結会計年度期首に行われたと仮

定した場合の前連結会計年度年度における１株当た

り情報及び当連結会計年度期首に行われたと仮定し

た場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、

次のとおりとなります。

前連結会計年度 当連結会計年度

1株当たり純資産額 1株当たり純資産額

　　　　　　 36,197円20銭 　　　　　　 36,759円10銭

1株当たり当期純損失 1株当たり当期純利益

　　　　　　　1,096円25銭 　　　　　　　　833円85銭

　なお、潜在株式調整後1株

当たり当期純利益については、

1株当たり当期純損失が計上

されているため記載しており

ません。

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

　　　　　　　　829円95銭

　

 

 

 　　　　　　　　　－
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金　額　（千円） 前年同期比（％）

デジタルメディア事業 1,298,820 137.8

出版メディア事業 8,501,560 151.9

合計 9,800,380 149.8

　（注）金額は当期製品製造原価により記載しており、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

　当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金　額　（千円） 前年同期比（％）

デジタルメディア事業 650,156 90.7

出版メディア事業 49,480 903.4

合計 699,636 96.9

　（注）金額は仕入価格により記載しており、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　デジタルメディア事業の受注実績は、売上に対する受注高の割合が低いため、記載を省略しております。また出

版メディア事業は、見込み生産を行っているため該当事項はありません。

(4）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％）

デジタルメディア事業 2,687,833 120.2

出版メディア事業 13,309,680 158.7

合計 15,997,513 150.6

　（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。

２．最近２連結会計年度の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。

相手先

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

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（％） 金額（千円） 割合（％）

日本出版販売㈱ 1,673,766 15.8 1,740,833 10.9

㈱トーハン 1,519,655 14.3 1,694,261 10.6
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