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平成１８年３月期  決算短信（連結） 平成 18 年５月 12 日 
上場会社名 株式会社デジタルスケープ 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス） 

コード番号 2430 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.dsp.co.jp/ ）   
 

代 表 者 役職名 代 表 取 締 役 社 長 藤川 幸廣 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理担当  篠原  淳 ＴＥＬ：（03）5459-6200 

決算取締役会開催日 平成 18 年５月 12 日    

親会社等の名称  カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社  (コード番号： 4756 ) 

親会社等における当社の議決権所有比率  50.6％ 

米国会計基準採用の有無  無 
 

当社は当期が連結初年度であるため、17 年３月期の連結財務諸表は記載しておりません。 

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 （百万円未満切捨）

％　 ％　 ％　

18年３月期 5,479 － 169 － 165 －

17年３月期   － －   － －   － －

売上高 営業利益

　　　　　          百万円                   百万円 　　　　         　百万円

経常利益

 

％　 　　　　円 銭 　　　　　円 銭

18年３月期 75 2,148 60 2,075 63 7.7 8.2 3.0

17年３月期   － － － － － － － －
（注）1.持分法投資損益 18年３月期 　△２百万円 17年３月期 　－百万円

18年３月期 　28,523株 17年３月期 　－株

4.当連結会計年度は連結財務諸表作成の初年度であるため、前年同期対比は行っておりません。
5.平成17年５月20日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。平成18年３月期の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つきましては、当該株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

           ％　

売 上 高
経 常 利 益 率

           ％　　　　      百万円

当期純利益

           ％　

株 主 資 本
当期純利益率

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

総 資 本
経 常 利 益 率

－

－

3.会計処理の方法の変更   　無
2.期中平均株式数（連結）

 

（2）連結財政状態 （百万円未満切捨）

銭

18年３月期 2,236 1,007 45.0 34,685 37

17年３月期 － － － － －

　（注）期末発行済株式数（連結）　18年３月期　28,634株　　17年３月期　－株

　   　  　　 円　　　　　　　　　百万円 　　　 　　 　　　百万円 　　　　　　　％

１株当たり株主資本株主資本比率総資産 株主資本

 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

18年３月期 131 △ 407 205 668

17年３月期 － － － －

　　　 　　　　　百万円 　　　 　　　　　　百万円 　　　 　　　　百万円 　　　 　　　　百万円

現金及び現金同等物
期末残高

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

（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　４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）　４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）

中 間 期 3,330 83 43
通 期 6,880 233 126

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　4,400円36銭

当期純利益売上高 経常利益
　　　  　百万円 　　   　　  百万円　　　　  　百万円

 
（注）本資料に記載しております業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報をもとに当社が判断した仮定や予想に基づくも

のであります。
従いまして業績予想は様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績はこれらの予想数値と異なる結果となり得ることを
ご承知おきください。
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１.企業集団の状況 

株式会社デジタルスケープ（以下、「当社」という。）グループは、当社及び関係会社６社（連結子会社２社、

持分法適用関連会社４社）で構成されております。当社グループは、デジタルクリエイターとＩＴエンジニアに

特化した人材コンサルティング事業及びその他事業を展開しております。コアビジネスである人材コンサルティ

ング事業は主に、インターネット、コンピュータグラフィックス（以下、「ＣＧ」という。）、ゲーム、放送、映像、

プロダクト、ＩＴの各業界企業に対して人材派遣・請負サービス、人材紹介サービス、コンテンツ制作サービス

及びトレーニングサービスを提供しております。 

平成18年３月31日現在、当社グループは下表のとおり構成されております。 

 

（事業系統図） 

（平成18年３月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

顧客企業

人材コンサルティング事業 その他事業

㈱ウェブ・ワーカーズ

　㈱バウハウス・
　　　エンタテインメント

　ゲーム開発

　Ｗｅｂサイト制作

コンテンツ制作

㈱エクステージ

　　　出版

教育支援　トレーニング 派遣・請負、人材紹介

当社

クリエイター

教育 登録

　ソリューション

㈱ワークス
　 コーポレーション

　　　検定

㈱オラリオ

（タイムギア㈱：営業休止）

雑誌・書籍販売
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社名 議決権の所

有割合(％)

事業内容 

（連結子会社） 

㈱バウハウス・エンタテインメント 93.0

プレイステーション２やＸｂｏｘなどコンシューマゲー

ムソフトの企画・プランニングに加えてプログラミング

の技術において数々の実績をもっております。 

（連結子会社） 

㈱ウェブ・ワーカーズ 

85.0

Ｗｅｂサイトの企画・制作・運用・更新及び当該業務の受

託を通じた人材育成サービスを提供するために、当社の

兄弟会社である株式会社アイ・エム・ジェイ（大証ヘラク

レス：銘柄コード 4305）を合弁パートナーとして、平成

14 年６月に出資・設立いたしました。 

（持分法適用関連会社） 

㈱エクステージ 
44.3

株式会社ワークスコーポレーション及び株式会社オラリオ、

並びにタイムギア株式会社の純粋持株会社であり、事業活動

の支配・管理並びに経営コンサルティング業務を行っており

ます。 

（持分法適用関連会社） 

㈱ワークスコーポレーション 
44.3

(44.3)

デジタルコンテンツの教育書籍及び雑誌の出版販売を行っ

ており、「ＣＧ ＷＯＲＬＤ」「ＤＴＰ ＷＯＲＬＤ」など業

界におけるメジャー雑誌を発行しております。 

（持分法適用関連会社） 

㈱オラリオ 

44.3

(44.3)

（社）全日本能率連盟の登録資格であるＤＴＰ検定の実施及

び教育コンテンツ制作、並びに販売を行っております。 

（持分法適用関連会社） 

タイムギア㈱ 

44.3

(44.3)

著作権の販売及び管理（現在営業休止中） 

（注）１．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

２．株式会社バウハウス・エンタテインメントは平成 18 年３月 29 日付で、株式会社クラフテックスよ 

り商号変更しております。 

２.経営方針 

（1）経営の基本方針 

当社の企業理念、ビジョン及びその実現のための行動の機軸となる価値観（経営指針）は次のとおりで

あります。 

特に、ビジョンにつきましては、平成19年３月期をスタート年度とするグループ中期経営計画を策定し、

グループビジョンとして新たに掲げたものであります。 

 

【企業理念】 

デジタルスケープは、次代の要求に応え、最新の技術、及び人材の育成と供給を通して、ネットワーク

社会の繁栄に貢献することにより、すべてのパートナーの幸福を実現できる会社にします。 

 

【ビジョン】 

デジタルコンテンツ制作市場おいて、クリエイター、クライアント、教育機関に対するワンストップ・

ソリューション・プロバイダーとしてオンリーワンの存在となる。 

 

【価値観（経営指針）】 

①顧客価値の創造 

クライアントと共に新たなソリューションを創造し、自社の価値を向上する事で継続的なパートナーシ

ップを築いている。 

②パートナーシップ 

クリエイター・エンジニアの価値向上と自己実現のために機会と環境を提供している。 

③責任と信頼 

クライアント、パートナー、社内に対して責任をもって行動し、信頼関係を築いている。 

④共有 

ビジョン・目標を理解、共有することによって全社員のエネルギーを集中している。 
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⑤挑戦と創造 

ビジョンを実現するために、失敗を恐れず、果敢にイノベーションに取り組み、やり遂げている。 

⑥社員充実 

社員が充実することがビジョン実現の推進力である。 

 

（2）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元と同時に競争力の確保を重要な経営課題として認識しております。利

益還元につきましては、第２期、第３期、第５期、第８期、第９期及び第 10 期において配当を実施して

おり、経営成績を勘案しつつも、できる限り安定的に配当することを念頭においてまいりました。 

当事業年度につきましても、上記方針に基づき１株当たり 1,000 円の配当を実施することを考えてお

り、事業拡大を目的とした設備投資やシステム開発、人員拡充等に充当するための内部留保を行いなが

らも、前事業年度と同等の配当（平成 17 年５月 20 日付普通株式３分割考慮後）を予定しております。 

今後につきましても、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を行い、企業価

値を高めていくとともに、各期の業績を考慮した上で、相応の配当の実施を図りたいと考えております。 

 

（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、投資単位の引き下げが投資家層の拡大や株式の流動性の向上につながる重要な施策の一つで

あると考えております。 

この考え方に基づき、平成 17 年３月 31 日の最終株主名簿に記載された株主を対象に、平成 17 年５月

20 日付をもって普通株式１株を３株に分割いたしました。 

 

（4）目標とする経営指標 

当社は、未だ成長途上にある事業規模であると考えており、売上高の成長性を重要視しております。

また、デジタルコンテンツクリエイターとＩＴエンジニアに特化した人材コンサルティング事業を展開

しているため、従来にも増して付加価値の高いサービスを継続して提供していくことが当社の課題でも

あり、社会的使命でもあると考えております。したがって、中期的には売上高の 20％以上の成長を継続

し、売上高営業利益率を５％以上とすることを目標とし、収益性のさらなる向上を実現してまいります。 

 

（5）中期的な会社の経営戦略 

当社グループは、平成 19 年３月期をスタートとする３ヵ年の中期経営計画を策定し、「デジタルコン

テンツ制作市場おいて、クリエイター、クライアント、教育機関に対するワンストップ・ソリューショ

ン・プロバイダーとしてオンリーワンの存在となる」という新たなビジョンを掲げて、その実現に向け

た戦略をスタートいたしました。 

当社の目指す「ワンストップ・ソリューション・プロバイダー」とは、デジタルコンテンツ制作市場

にターゲットを絞り、当該市場で活躍するクリエイター及びクライアント、並びに教育機関に必要なソ

リューションを提供していくことを目標にしたものであります。 

会社創業時から現在に至るまで、人材コンサルティング事業における人材派遣・請負サービスを中心

に拡大をしてまいりましたが、正社員の斡旋を行う人材紹介サービス及びコンテンツ制作サービス、並

びにトレーニングサービス等、当連結会計年度に資本提携した制作子会社の機能が加わったことにより、

当社グループとしてクライアントの制作業務をワンストップで支援できる体制を構築してまいりました。 

一方、クリエイターとの接点は、当該業務を通じたものが中心であり、今後につきましては、教育機

関で学んでいるクリエイター志望者やクリエイターとして独立して活躍している層への訴求力の向上が、

従来以上に必要であると考えております。 

そこで、クリエイターが活躍する機会を創出できるソリューションを強化するため、クリエイター志

望者からプロ・クリエイターまで幅広く購読されている雑誌・書籍を出版している株式会社ワークスコ

ーポレーションや、クリエイターの知識及び技術力を認定する資格検定を運営している株式会社オラリ

オ等の当社グループ会社との連携をさらに強化してまいります。また、当社の持つ日本最大級のブロー

ドバンドコンテンツマーケットサイト「BroadStar（ブロードスター）http：//www.broadstar.jp/」を

通じ、クリエイターの発掘コンテストの実施やコンテンツ制作における支援活動を引き続き推進し、ク

リエイターの作品が多くの目にふれる機会を創ることにより、新たなクリエイターの発掘やキャリアア
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ップの支援を行ってまいります。 

あわせて、平成 18 年４月１日付で発足した教育支援部につきましては、教育機関に対する学生の就職

カウンセリングや、より実務に即した教育カリキュラムの提供を通じて、クリエイターの就職支援や制

作の実務に活きる知識・技術力の向上を目指してまいります。 

このように、クリエイター職への志望や興味といった「入口」部分から、就職や独立といったキャリ

アの「選択肢」に亘る接点を継続的に持つことが、当社グループの戦略の根幹であると考えており、当

社グループの訴求力向上につながると考えております。 

なお、具体的には以下の戦略を展開してまいります。 

 

①派遣・紹介職種の拡大 

 デジタルコンテンツは、今後益々マルチプラットフォームの環境下で利用されることが予想されます。その

ため、クリエイターに求められる職務は多岐に亘ることとなり、新たな職種需要の発生につながると考えてお

ります。 

 当社といたしましては、今後も市場の動向を捉え、求められる技術を有するクリエイターの職種を拡大して

まいります。 

  

②制作工程における上流職種の拡大 

 デジタルコンテンツの制作工程において、企画立案や予算統括、進行管理等の上流工程を担う職種であるプ

ロデューサーやディレクターは、他の職種に比べて需要が多く、供給が追いつかない状況であります。 

 当社のみならず、市場全体でも慢性的に不足している状況にあるため、当社といたしましては、積極的に当

該職種の開拓を実施してまいります。 

  

③トレーニング機能の拡充 

 圧倒的に不足するクリエイター人口を増加させるためには、コンテンツ制作における基礎的な知識は持って

いるが、実務経験が足りないために就業機会に恵まれない登録スタッフをいかに就業に結びつけるかが重要で

あります。当社の特長の１つであるトレーニングシステムは、制作現場の実務に必要とされる技術を習得する

点において優れておりますが、顧客のニーズは、より実務能力の高いクリエイターを求める傾向にあり、引き

続きＯＪＴを中心としたトレーニング機能の拡充を実施してまいります。 

 

④クリエイターの発掘 

 当社は、平成 17 年６月に財団法人大阪市都市型産業振興センターが大阪市より受託事業として運営していた、

日本最大級のブロードバンドコンテンツマーケットサイト「BroadStar（ブロードスター）http：

//www.broadstar.jp/」を承継し、クリエイターの発掘コンテストの実施やコンテンツ制作の支援活動を行っ

てまいりました。 

 このような活動をさらに推進し、クリエイターの作品が多くの目にふれる機会を創ることにより、新たなク

リエイターの発掘やキャリアアップの支援を行ってまいります。 

  

⑤クリエイターとの接点の構築 

 デジタルコンテンツクリエイターの歴史は、未だ十数年程度でありクリエイターとしての活躍の場は、今後

益々増加すると考えております。一方、当社とクリエイターとの接点は、現在提供している人材派遣や人材紹

介のサービスが中心であり、さらに継続的な関係を構築できるよう仕組みを作る必要があると考えております。 

 そこで、今後はクリエイターに向けた様々なステージアップの機会を提供し、接点を増やしてまいります。 
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（6）会社の対処すべき課題 

平成 16 年に経済産業省が取りまとめた「新産業創造戦略」では、日本経済の将来の発展を支える戦略

分野の１つに「コンテンツ産業」を挙げております。中でもデジタルコンテンツの市場は、平成 13 年に

1.9 兆円だった市場規模が、平成 22 年には 6.3 兆円にまで成長すると予測されております。 

 このような市場下において、当社における重要な課題は、次のとおりであります。 

 

①クリエイターの登録チャネルの拡大 

求職者の当社への登録チャネルは大きく分けて３つあります。１つは、当社が掲載する募集媒体から

の登録。２つ目は、既登録者や稼動者からの紹介である、いわゆる「口コミ」によるもの。３つ目は、

当社の兄弟会社であるデジタルハリウッド株式会社を含む、専門学校・大学等との連携による卒業生の

登録があります。 

今日のようにクリエイター人材が不足している環境下では、募集媒体からの登録では同業他社との差

別化が図りにくく、費用対効果があまり認められません。そのため、専門学校や大学等の新卒者や卒業

してまだ実務経験の少ないクリエイターを登録に誘導し、当社内において実務トレーニングやＯＪＴを

施すことによってスキルアップを図り、就業に結びつける方法を継続的に実施することが重要であると

考えております。 

そのため、専門学校や大学等との連携をさらに増やしていく方針であります。 

 

②トレーニング機能の拡充 

圧倒的に不足するクリエイター人口を増加させるためには、コンテンツ制作における基礎的な知識は

持っているが、実務経験が足りないために就業機会に恵まれない登録スタッフをいかに就業に結びつけ

るか、ということが益々重要になると考えております。当社の特長の１つであるトレーニングシステム

は、制作現場の実務に必要とされる技術を習得する点において優れており、引き続きトレーニング環境

の拡充や、ＯＪＴによるトレーニングカリキュラムの増加が必要になると考えております。 

 

（7）親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

親会社等 属性 
親会社等の議決

権所有割合(％)

親会社等が発行する株券が上

場されている証券取引所等 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ

株式会社 
親会社 50.6

株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

 

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係 

 

a）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係

や人的・資本的関係 

  平成 17 年 11 月８日付で実施された当社筆頭株主からの株式異動により、カルチュア・コンビニ

エンス・クラブ株式会社が親会社となり、同社は、平成 18 年３月 31 日現在、当社の議決権の 50.6％

を所有しております。 

  当該株式の異動理由は、同社グループが平成 18 年３月１日に実施した持株会社制への移行を見

据え、同社グループの人材開発を担う戦略的会社としての機能を有することが目的であります。 

  同社及び同社グループ企業との取引関係はありますが、事業上の依存関係は無く、その取引条件

及び取引条件の決定方針につきましては、一般的取引条件と同様に決定しております。なお、平成

18 年３月 31 日現在、同社と人的関係はありません。 

 

b）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やその

グループ企業との取引関係や人的・資本的関係等の面から受ける経営・事業活動への影響等 

  カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、当社の議決権の 50.6％を所有しておりますが、

事業活動を行う上での承認事項等親会社からの制約はありません。また、同社グループの各事業会

社に対する売上比率は約 1.5％となっており、依存関係もありません。 
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c）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引

関係や人的・資本的関係等の面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等

からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

  当社のカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社及び同社グループの各事業会社に対する売

上比率は 1.5％となっており、依存関係はありません。また、その取引条件及び取引条件の決定方

針につきましては、一般的取引条件と同様に決定しております。 

 

d）親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

  カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行

っており、同社からの独立性は確保されていると考えております。 

 

③親会社等との取引に関する事項 

 当社とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との間の取引につきましては、重要性がないた

め記載を省略しております。なお、同社グループ企業で、当社の兄弟会社であるデジタルハリウッド株

式会社との間の取引につきましては、「４．連結財務諸表等 注記事項（関連当事者との取引）」に

記載しております。 

 

 

（8）その他会社の経営上の重要な事項 

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 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰等のリスク要因による足踏み状態から、企業収

益の回復を背景とした設備投資の増加や所得環境の好転による個人消費の増加により、景気の回復が鮮明

になってまいりました。 

 当業界におきましては、デジタルコンテンツの市場拡大に伴う顧客の需要は引き続き増加しており、イ

ンターネットを利用した広告宣伝活動を中心とした企業のインターネット関連分野に対する投資意欲は依

然として旺盛な状況であります。一方、ゲーム業界におきましては、業界大手メーカーの統合による人材

調整が行われましたが、次世代ゲーム機向けのタイトル制作が本格的にスタートしたことにより、大手ゲ

ームパブリッシャーにおけるコストダウンを目的とした制作のアウトソーシング化が進みました。 

 このような環境のもと、当連結会計年度の中期経営計画において、「デジタルコンテンツ制作市場にお

いて、顧客企業にとって真のワンストップ・ソリューション・プロバイダーとなる」というビジョンの

実現に向け、様々な施策を実施いたしました。 

 人材コンサルティング事業の規模拡大に向けた先行投資として、平成 17 年４月に名古屋支店を開設す

ると共にプロダクトデザイナーの派遣・紹介事業に着手いたしました。６月には、クリエイターとのネ

ットワークを広げ、人材コンサルティング事業への人材供給やコンテンツ制作サービスのパートナーの

発掘を目的として、財団法人大阪市都市型産業振興センターよりクリエイター発掘・支援サイト

「BroadStar（ブロードスター）」を承継し運営を開始いたしました。 

 また、コンテンツ制作サービスの拡大を目的として、まず、ゲーム・ＣＧコンテンツの制作機能の拡

大につきましては、株式会社バウハウス・エンタテインメント（旧商号 株式会社クラフテックス）へ

の出資を行い、ゲームの受託制作を全般的に請負う体制作りを行いました。さらに、株式会社ソニー・

コンピュータエンタテインメントと「PlayStation®2」及び「PSP®（PlayStation®Portable）」向けゲー

ムソフトウェアの開発・制作に関するデベロッパー契約を締結し、開発体制を一層強化いたしました。

Ｗｅｂ制作機能の拡大につきましては、株式会社ウェブ・ワーカーズの子会社化に加え、同社と株式会

社ビューテックラボとの合併を行い（合併期日は平成 18 年４月３日）、ワンストップ・ソリューション・

プロバイダーとして主力の人材派遣・請負サービスに相乗効果のあるサービスを強化してまいりました。 

 さらに、教育支援事業への足掛かりとして株式会社エクステージへの資本参加を行い、同社の子会社

である株式会社ワークスコーポレーションが出版する「ＣＧ ＷＯＲＬＤ」や「ＤＴＰ ＷＯＲＬＤ」

といった業界の専門誌との連携を図ることにより、次期以降のサービス拡充に努めてまいりました。 

 これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高 5,479,600 千円（当連結会計年度が連結初年度である

ため前年同期比較値はなし。以下同じ）、経常利益 165,620 千円、当期純利益 75,504 千円となりました。 

 当連結会計年度における事業別の売上高は、以下のとおりであります。 
（百万円未満切捨）

金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ ％

　人材派遣・請負サービス - - 4,845 88.4 - 

　人材紹介サービス - - 148 2.7 - 

　コンテンツ制作サービス - - 344 6.3 - 

　トレーニングサービス - - 5 0.1 - 

人材コンサルティング事業 - - 5,343 97.5 - 

　アウトソーシングサービス - - 55 1.0 - 

　その他サービス - - 80 1.5 - 

その他事業 - - 135 2.5 - 

合 計 - - 5,479 100.0 - 

事業別
平成17年3月期

（前連結会計年度）
平成18年3月期

（当連結会計年度） 対前年
増減率
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なお、株式会社デジタルスケープ単体における当事業年度の事業別売上高は、以下のとおりであります。 

（百万円未満切捨）

金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ ％

　人材派遣・請負サービス 4,531 94.0 4,852 90.7 7.1

　人材紹介サービス 80 1.7 152 2.8 89.5

　コンテンツ制作サービス 131 2.7 209 3.9 58.8

　トレーニングサービス 7 0.2 5 0.1 △29.2 

人材コンサルティング事業 4,751 98.6 5,219 97.5 9.8

　アウトソーシングサービス 50 1.0 55 1.0 2.0

　その他サービス 17 0.4 81 1.5 359.8

その他事業 67 1.4 136 2.5 100.5

合 計 4,819 100.0 5,355 100.0 11.1

事業別
平成18年3月期
(当事業年度）

平成17年3月期
（前事業年度） 対前年

増減率

 
 

①人材コンサルティング事業 

a) 人材派遣・請負サービス 

人材派遣・請負サービスにつきましては、クリエイターの登録チャネルの拡大・強化を図った結果、新規の

派遣登録者数が12,032人（平成18年３月31日現在）となり、前年比20.6％増となりました。特に、登録説明

会の積極的な開催や、クリエイターの仕事探しを応援するＷｅｂサイト「with Ｄ」の開設による誘導が寄与

いたしました。そのため、主にゲームの企画・制作を行うゲームプロデューサーやデザイナー等のゲームエン

タテインメント職種や、主にインターネットコンテンツの企画・制作を行うＷｅｂディレクターやＷｅｂデザ

イナー等のＷｅｂソリューション職種の派遣稼動者数が増加いたしました。 

しかしながら、新規登録者をスムーズに就業に結び付けられるよう、トレーニング機能の拡充を図るべく、

トレーニング内容の改訂やＯＪＴ機能の強化による人材育成に努めてまいりましたが、顧客の旺盛な人材需要

に供給が追いつかない状況でもありました。 

また、ゲームエンタテインメント職種の需要につきましては、第 1 四半期にスタートする予定であった次世

代ゲーム機向けのゲームソフトの開発が各大手ゲームパブリッシャー共に後ろ倒しとなり、それに伴い当連結

会計年度におきましては、派遣稼動者数の増加が期初予想していたほど見込めない結果となりました。この結

果、売上高は4,845,706千円となりました。 

 

b) 人材紹介サービス 

人材紹介サービスにつきましては、顧客の雇用意欲の高まりに応えるべく、第３四半期より組織体制を

強化しサービス力の強化を図りました。そのため、有料職業紹介に加え、紹介予定派遣を中心に売上高が

増加しました。この結果、売上高は 148,377 千円となりました。 

 

c) コンテンツ制作サービス 

コンテンツ制作サービスにつきましては、人材派遣・請負サービスにて取引を行っている顧客からのＷ

ｅｂサイトの制作受託や、当事業年度から開始したゲームやＣＧの制作受託に加え、子会社である株式会

社ウェブ・ワーカーズや株式会社バウハウス・エンタテインメントによるＷｅｂ、ゲーム、ＣＧの制作受

託が寄与し、売上高が増加いたしました。この結果、売上高は 344,004 千円となりました。 

 

d) トレーニングサービス 

トレーニングサービスにつきましては、主に企業向けの研修や派遣登録者向けの有料トレーニングを実

施いたしました。この結果、売上高は 5,545 千円となりました。 
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②その他事業 

a) アウトソーシングサービス 

アウトソーシングサービスにつきましては、電子メールのインバウンド・システム「ＡＣＵＴＯ（ア

キュート）」の販売等を行いました。この結果、売上高は 55,251 千円となりました。 

 

b) その他サービス 

 その他サービスにつきましては、教育支援サービスとして、大学等の教育機関に対して学生向けの

就職支援コンサルティングや教育用コンピュータの販売を実施いたしました。その他、システムソリ

ューションに伴う物品の販売や、当社が開発したソフトウェアである人材情報システム「ＣＩＯＳ（サ

イオス）」の二次的利用として、その著作権を一部販売いたしました。この結果、売上高は 80,715 千

円となりました。 

 

（2）財政状態 

キャッシュ・フローの状況 

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、税金等調整前当期純利益等に

伴う営業キャッシュ・フローの増加、及び短期借入金の増加等による財務キャッシュ・フローの増加があ

ったものの、持分法適用関連会社である株式会社ワークスコーポレーションへの貸付や本社増床による敷

金支払等の投資キャッシュ・フローによる減少により 668,645 千円となりました。 

 

（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、営業活動の結果得られた資金は 131,165 千円となりました。これは主

に、税金等調整前当期純利益 163,269 千円、減価償却費 54,285 千円による増加等、及び法人税等の

支払 78,275 千円による減少等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は 407,209 千円となりました。これは主

に、株式会社ワークスコーポレーションへの貸付 230,000 千円、本社増床による敷金支払 57,480

千円、及び株式会社エクステージ株式等の投資有価証券の取得による支出 42,623 千円、並びに人材

情報システム「ＣＩＯＳ（サイオス）」の機能強化等による無形固定資産の取得 36,393 千円等によ

るものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、財務活動の結果得られた資金は 205,889 千円となりました。これは主に、

短期借入金の増加 241,000 千円、及び配当金の支払 28,294 千円等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、以下のとおりであります。 

　自己資本比率（％） ― ― 45.0

　時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率（％） ― ― 321.4

　債務償還年数（年） ― ― 2.1

　インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― 60.25

（注）１．上記指標の算出方法
自己資本比率 ：自己資本／総資産
時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産
債務償還年数 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー
ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･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数値により算出しております。

　　　４．株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。
　　　５．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として
　　　　　おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

　　　３．当社は、平成17年３月期までは連結財務諸表を作成しておりませんので、平成16年３月期及び平成17年３月期は
　　　　　記載しておりません。
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（3）通期の見通し 

今後のわが国経済の見通しは、金利先高懸念があるものの、企業収益の回復による設備投資の増加や個

人消費の増加により、景気は回復基調になると想定しております。 

このような状況のもと、デジタルコンテンツ市場は、ブロードバンドの普及による映像・音楽といった

大容量コンテンツのインターネット配信サービスの増加、地上デジタル放送の開始、携帯電話の高品質化

や次世代ゲーム機の普及、ネットワークゲームの浸透等により今後も拡大が見込まれ、デジタルコンテン

ツの制作需要やクリエイターの求人需要は、引き続き堅調に推移するものと考えております。 

 そこで当社グループといたしましては、当連結会計年度からスタートする中期経営計画にて、「デジタル

コンテンツ市場において、クリエイター、クライアント、教育機関に対するワンストップ・ソリューショ

ン・プロバイダーとしてオンリーワンの存在となる」ことをビジョンとして掲げ、顧客のあらゆるニーズ

に応えるべく以下の施策を実施してまいります。 

 人材コンサルティング事業につきましては、次世代ゲーム機向けの開発がいよいよ本格化し、インター

ネットコンテンツの制作需要も引き続き堅調であることから、主力のゲームエンタテインメント職種やＷ

ｅｂソリューション職種等の拡大を引き続き推進いたします。さらに、デジタル化された写真や映像素材

を「資産」として管理することにより、将来的には印刷やＷｅｂ等垣根なく、１つのデータを多様なメデ

ィアに横展開ができるデジタルコンテンツのクロスメディア化への発展が見込めることから、新たな派遣

職種として、企業内ＤＴＰデザイナーの人材派遣サービスを組織化いたします。 

 その他事業につきましては、４月１日に組織化した「教育支援部」を中心に、専門学校・大学等の教育

機関向けに学生の就職支援や教育カリキュラムのコンサルティングを行い、より実践型の人材育成を支援

することに加え、クリエイターの「卵」との接点を増やし、潜在的な登録スタッフへの訴求力を高めてま

いります。 

 あわせて、当社の持分法適用関連会社である株式会社ワークスコーポレーションが出版する「ＣＧ Ｗ

ＯＲＬＤ」や「ＤＴＰ ＷＯＲＬＤ」といった業界専門雑誌に加え、クリエイターの知識及び技術力の向

上を狙った様々な書籍を提供することにより、クリエイティブ業界内でのブランド構築を図ってまいりま

す。 

 また、前期に引き続き、戦略の実行に必要なリソースを調達すべく、事業シナジーの見込める他社との

提携等を積極的に検討してまいります。 

 なお、当社グループの親会社であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（東証１部：銘柄コ

ード 4756）のグループ企業として、人材開発を担う戦略的会社の役割を遂行し、同社グループとしても更

なるサービスの向上を目指してまいります。 

以上の結果、次期の連結業績見通しは、売上高 6,880 百万円（前期比 25.6％増）、経常利益 233 百万円（同

40.7％増）、当期純利益 126 百万円（同 66.9％増）を見込んでおります。 

 

（4）事業等のリスク 

 以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性についての事項を記載してお

ります。また、当社グループとして必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資

判断上、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項につきましては、投

資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社グループは、これらのリスクの発

生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方針であります。また、以下

の記載は本株式に対する投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点ご留

意ください。 

 なお、文中における将来に係る事項は、平成 18 年５月 12 日時点において当社グループが判断した

ものであります。 
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①当社の事業について 

a) 業界の動向について 

 平成 18 年３月期の総売上高に対する人材コンサルティング事業売上高の構成比は 97.5％であり、

そのうち、人材派遣・請負サービス売上高の構成比は 90.7％であります。当社は、デジタルコンテン

ツの制作に係わる市場（以下、「デジタルコンテンツ市場」という。）の各企業に対して、デジタルク

リエイターとＩＴエンジニアに特化した人材サービスを展開しております。したがって、当社の業績

は当該デジタルコンテンツ市場の成長動向、並びに人材派遣市場及び業務請負市場そのものの市場環

境の変化の影響を受けます。 

 

 ア．デジタルコンテンツ市場の動向について 

  平成 16 年に経済産業省が取りまとめた「新産業創造戦略」では、日本経済の将来の発展を支える

戦略分野の１つに「コンテンツ産業」を挙げております。中でもデジタルコンテンツの市場は、平

成 13 年に 1.9 兆円だった市場規模が、平成 22 年には 6.3 兆円にまで成長すると予測されておりま

す。特に、当社が注力するゲーム（オンラインゲームを含む。）、映像、出版、音楽、携帯コンテン

ツ等は、ネットワークのブロードバンド化のみならず、ネットワークで接続される携帯機器やデジ

タル家電などの機器の増大、プラットフォーム機能の充実など、本格的な成長に向けた環境が整っ

てきており、今後も拡大基調が続くものと考えられます。しかしながら、その確証はなく、また拡

大基調が続いた場合においても参入者の増加につながる等、当社に必ずしもプラスの影響を及ぼす

とは限りません。 

 

 イ．人材派遣市場及び業務請負市場の動向について 

  人材派遣市場及び業務請負市場につきましては、その市場規模を拡大しつつあります。これは、

企業が繁閑を問わず労働力の外部調達を活用して固定費率を引き下げようとする流れがあること、

リストラクチャリングの進行による完全失業率の上昇に起因する人材流動化が進んだことに伴う社

会構造の変化、並びにフリーターの増加に代表される労働に係る意識の変化が背景にあります。ま

た、労働環境に係る行政の考え方も変遷しつつあり、法規制等についても変化しております。 

  なお、人材派遣市場及び業務請負市場の市場環境の変化は未だ進行中であり、市場の成長を支え

る前述の社会構造及び業界環境が完全に定着したと言い切るには、時間の経過は未だ不十分である

と言わざるを得ません。現在のところ、社会構造及び業界環境の変化は当社の事業拡大に寄与した

と評価できるものの、今後もプラスの影響を与え続ける保証はありません。 

 

b) 競合について 

 前述のとおり、デジタルコンテンツ市場の拡大、並びに人材流動化や企業のコストマネジメントの

厳密化等に伴う人材派遣市場及び業務請負市場の拡大を背景として、当社の業績は人材派遣・請負サ

ービスを中心に順調に伸長しております。 

 このような環境下において、当社と同様にデジタルクリエイターやＩＴエンジニアを派遣職種とし

て取り扱う大手派遣会社や、当該職種を含む技術的職種に特化した専門特化型派遣会社等の競合者は、

近年増加している状況にあります。 

 当社は、平成７年 10 月、デジタルハリウッド株式会社（デジタルクリエイター養成スクールの運営

会社）が養成したデジタルクリエイターを市場に供給することを目的として設立された会社であり、

設立当初から当該デジタルクリエイターと市場ニーズのマッチングを目的としたトレーニングを実施

してまいりました。したがって、当社は、デジタルクリエイターやＩＴエンジニアに対するトレーニ

ング及び当該派遣登録者と顧客企業とのマッチングに係る豊富なノウハウを有しており、当該ノウハ

ウを活かして、クォリティの高いデジタルクリエイターやＩＴエンジニアを常に市場に供給すること

により、市場優位性を確保していると考えております。 

 しかしながら、本来、人材派遣業、業務請負業に係る参入障壁は比較的低いものと思われ、新たな

参入事業者の登場が現実となった場合には当社の競合及び競争環境が変化し、当社の業績に悪影響を

与える可能性があります。 
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c) 業務請負について 

 当社の主力事業である人材コンサルティング事業のうちの「人材派遣・請負サービス」を構成する

業務請負は、顧客企業から企業ネットワークの運営管理やコンテンツ制作等を一括して請負い、当社

が最適と判断した派遣登録者との間で契約社員雇用契約を締結し、当社の指揮命令の下、当該契約社

員を使って当該作業を完了させるサービスであり、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区

分に関する基準（昭和 61 年厚生労働省告示第 37 号）」その他の関連法令の規定にしたがって、当社が

請負により行われる業務であると判断した業務についてのみ請負作業を受注しております。 

 また、当社は業務請負事業者として、仕事の完了（請負作業の完了）について顧客企業に対する責

任を負うとともに、請負作業の遂行に当たり発生する労働災害、器物損壊等の損害に係る責任をも負

っております。 

 

②法的規制について 

a) 許認可について 

 当社の主力事業である人材コンサルティング事業のうちの「人材派遣・請負サービス」を構成する

一般労働者派遣事業（人材派遣事業）は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業

条件の整備等に関する法律（以下、「労働者派遣法」という。）」の規制を受け、厚生労働大臣の許可を

受けなければ事業を行うことできません。 

 また、当該事業のうちの「人材紹介サービス」を構成する有料職業紹介事業は、職業安定法の規制

を受けており、人材派遣事業と同様に厚生労働大臣の許可を受けなければ事業を行うことはできませ

ん。 

 

ア．一般労働者派遣事業に係る許可について 

 人材派遣事業は、派遣される労働者の雇用形態により「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派

遣事業」に区分されております。 

 特定労働者派遣事業は、派遣される労働者が派遣元に常時雇用されている派遣事業であり、当該

事業は届出制となっております。一方、当社が行う一般労働者派遣事業は、派遣を希望する労働者

を登録しておき、労働者を派遣する際にその登録されている労働者の中から条件に合致する労働者

を雇い入れた上で派遣する派遣事業であり、労働者派遣法第５条に基づき、当該事業は厚生労働大

臣による許可制となっております。 

 当社は、東京本社及び大阪支店、並びに名古屋支店について一般労働者派遣事業の許可を厚生労

働大臣から受けております。なお、平成 16 年３月の労働者派遣法の改正に伴い、東京本社及び各支

店に係る当該許可の次回更新時期は平成 20 年 12 月 31 日となっております。 

 

イ．有料職業紹介事業に係る許可について 

 職業紹介事業は、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を

斡旋する事業であります。また、有料職業紹介事業とは、職業紹介事業について手数料または報酬

を受けて行う事業であり、求職者に紹介してはならない職業（港湾運送業務に就く職業、建設業務

に就く職業等）以外の職業について、職業安定法第 30 条第１項に基づく厚生労働大臣の許可を受け

て行うことができます。 

 当社は、東京本社及び大阪支店、並びに名古屋支店について有料職業紹介事業の許可を厚生労働

大臣から受けております。なお、平成 16 年３月の職業安定法の改正に伴い、東京本社及び各支店に

係る当該許可の次回更新時期は平成 23 年１月 31 日となっております。 

 また、派遣先に派遣される労働者と派遣先企業の双方が一定の派遣期間を経て両者合意の上で正

式な雇用契約を締結する紹介予定派遣を事業として行おうとする者は、一般労働者派遣事業許可及

び有料職業紹介事業許可を同時に受けている必要があります。 

 

b) 関連法令について 

ア．一般労働者派遣事業について 

 当社の行う一般労働者派遣事業を規制する労働者派遣法は、常用雇用社員の雇用確保の観点から、

人材派遣を行うことのできる業務を 26 の業務（以下、「専門 26 業務」という。）に限定しておりま
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したが、平成 11 年 12 月に行われた当該法令の改正後は、港湾運送業務、建設業務、警備業務及び

政令において定める業務（製造業務、医療関係業務、人事労務管理関係の使用者側の直接当事者と

なる業務及び弁護士、公認会計士、社会保険労務士等の士業者）を除き派遣対象業務は原則自由化

されました。この際、派遣受入期間の上限について専門 26 業務は３年間、その他の業務はいくつか

の例外を除き１年間という制限が残りましたが、平成 16 年３月に行われた改正においては、派遣受

入期間の条件付延長（専門 26 業務は３年間から無制限に、それ以外の業務は１年間から３年間に延

長。）が認められ、その他にも製造業務や医療関連業務に対する適用対象業務の条件付拡大、許可・

届出手続きの簡素化等の緩和的措置が盛り込まれました。 

 相次ぐこれらの規制緩和により、これまで派遣を行うことができなかった営業業務、販売業務、

製造業務等に人材を派遣することが可能となり、また派遣受入期間についても旧 26 業務以外の業務

の１年間から３年間への延長が条件付で認められることとなったことから、人材派遣業界への他業

界からの新規参入及び競争が今後促進される可能性があります。 

 

イ．有料職業紹介事業及び紹介予定派遣について 

 当社の行う有料職業紹介事業を規制する職業安定法は、当該事業を国の職業紹介事業を補完する

ものと位置付け、適用対象職種を厳しく限定してきましたが、平成９年の労働省令の改正により規

制が緩和され、適用対象職種がホワイトカラーの分野で大幅に自由化されました。 

 さらに、労働力受給調整に係る新たな国際労働基準である「ＩＬＯ第 181 号条約」の内容を踏ま

え、平成 11 年 12 月に職業安定法の改正が行われました。当該改正により、民間職業紹介事業者が

取り扱う職種は原則自由化され、人材派遣事業と同様に有料職業紹介事業に係る参入障壁も低くな

りつつあります。 

 また、平成 12 年 12 月に認可された紹介予定派遣は、平成 16 年３月の労働者派遣法の改正により

その規制が見直され、派遣就業中の派遣労働者及び派遣先に対する求人・求職の意思及び求人・求

職条件の確認、派遣受入開始前及び派遣就業中の求人条件または採用内定の明示、派遣就業開始前

の面接及び履歴書の送付等が解禁されました。これらの規制緩和により、人材派遣事業と同様に紹

介予定派遣に係る参入障壁も低くなりつつあります。 

 

ウ．労働関連法令の変更について 

 労働基準法、労働者派遣法、職業安定法、健康保険法、厚生年金保険法及びその他の労働関連法

令は、当社の事業と密接に関係しております。 

 しかしながら、昨今の労働市場を取り巻く社会情勢変化等に応じて労働関連法令の改正等が行わ

れた場合、当社の事業及び業績に対して何らかの影響が及ぶ可能性があります。 

 

③当社の経営について 

a) 社会保険（健康保険及び厚生年金保険）の加入等について 

 当社は、派遣労働者の社会保険加入に係る経営方針として、社会保険の適用要件を満たす者は全て

社会保険に加入させることとしておりますが、社会保険適用者数は漸増しており、当社の社会保険料

負担額も増加する傾向にあります。また、社会保険に係る関連法令の改正（パート・アルバイトに係

る適用要件の拡大等）等により、今後、当社の社会保険費用負担が増大する可能性は否定できません。 

 

b) 派遣登録者の確保、維持及び育成について 

 当社の主力事業は人材コンサルティング事業であり、当該事業を継続するに当たり、派遣登録者（平

成 18 年３月 31 日現在の派遣登録者総数 12,032 名、そのうちの就業スタッフ数 1,039 名。）の確保、

維持及び育成（教育トレーニング）は重要であります。また、就業中の派遣労働者（就業スタッフ）

及び未就業の派遣登録者のフォローの実施、顧客企業のニーズと派遣登録者のスキルレベル等の適切

かつ迅速なマッチングを行う人材マッチングシステム「Ｍｅｅｔｓ（ミーツ）」の活用等、これらの一

連の仕組みが適切に機能することにより、当社の競争力は高位安定的に維持されているものと思われ

ます。 

 なお、平成 18 年３月 31 日現在、当社の就業スタッフの平均年齢は 30.2 歳となっておりますが、今

後の派遣登録者の主要年齢層に該当すると思われる 20 歳から 29 歳までの若年人口は、平成８年度の
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19,130 千人をピークに、それ以降漸減傾向（注）にあります。また、既存の競合者や新規参入者との

競争の激化により派遣登録者獲得競争は今後さらに激化する可能性があり、当社の必要とする派遣登

録者の質量を確保できない場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

（注）総務省統計局が発表する、国勢調査に基づく我が国の推計人口統計によっております。 

 

c) 今後の事業展開に係る方針について 

 当社グループは、平成 19 年３月期をスタートとする３ヵ年の中期経営計画を策定し、「デジタルコ

ンテンツ制作市場おいて、クリエイター、クライアント、教育機関に対するワンストップ・ソリュー

ション・プロバイダーとしてオンリーワンの存在となる」という新たなビジョンを掲げて、その実現

に向けた戦略をスタートいたしました。 

 当社の目指す「ワンストップ・ソリューション・プロバイダー」とは、デジタルコンテンツ制作市

場にターゲットを絞り、当該市場で活躍するクリエイター及びクライアント、並びに教育機関に必要

なソリューションを提供していくことを目標にしたものであります。 

 会社創業時から現在に至るまで、人材コンサルティング事業における人材派遣・請負サービスを中

心に拡大をしてまいりましたが、正社員の斡旋を行う人材紹介サービス及びコンテンツ制作サービス、

並びにトレーニングサービス等、サービス内容の強化や拡大のため、当該連結会計年度から、企業と

の業務提携や買収により体制を構築してまいりました。 

 当社は、このような業務提携や買収に当たり慎重に判断する方針でありますが、当社の見込みに係

る実現可能性につきましては業務提携等の開始時点において確証はなく、当社が負担する費用が将来

において回収できない場合や、多額の資金負担や連結調整勘定の償却の発生等により、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。 

 

d) 知的財産権等の侵害に係るリスクについて 

 当社が派遣する派遣労働者（就業スタッフ）が派遣先において制作するデジタルコンテンツ等、ま

たは当社が制作を受託して当社の従業員、契約社員または外注先が制作するデジタルコンテンツ等に

係る制作技術及びノウハウは、一般的に特許権、実用新案権等の工業所有権出願に馴染む性格のもの

ではなく、この点において、当社が事業を行うに当たり、第三者の有する特許権、実用新案権等の工

業所有権を侵害する可能性は少ないものと思われ、また過去において当社が第三者の有する特許権、

実用新案権等の工業所有権を侵害した実績もありません。 

 一方、例えばＣＧで制作されたオリジナルキャラクターが既存の著名なキャラクターに酷似してし

まう等、それらのデジタルコンテンツが結果として第三者の著作権を侵害することは充分に想定され

ます。したがって、当社は当該事態を招来しないよう、当社の派遣登録者及び当社の従業員全員より、

登録時または入社時に第三者の著作権を侵害しない旨の誓約書を徴求し、第三者の著作権の侵害の予

防に努めております。 

 なお、就業スタッフが派遣先において制作したデジタルコンテンツによる第三者の著作権の侵害の

有無につきましては、当該就業スタッフは派遣先の指揮命令の下にあることから派遣先における管理

監督者が確認いたします。また、当社の従業員、契約社員または外注先が制作したものにつきまして

は、当社が当該デジタルコンテンツによる第三者の著作権の侵害の有無を確認いたします。 

 しかしながら、我が国において、著作権は特許権、実用新案権、商標権等と異なり、創作物を創作

した時点で権利が発生し、発生のためには何らの方式を要しない権利（無方式主義）であることから、

権利の侵害の有無に係る確認の範囲は自ずと限定されるため、著作権侵害に係る問題を完全に回避す

ることは困難であります。万が一、他人から著作権を侵害しているとの指摘が行われた場合、当社は

紛争解決までに多大な時間的及び金銭的コストを負担しなければならないおそれがあり、その場合に

は当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

e) 個人情報の管理について 

 当社は、人材コンサルティング事業を行うに当たり、派遣登録者や職業紹介希望者の個人情報を有

しておりますが、平成 11 年 12 月に実施された労働者派遣法の改正に伴い、当該個人情報の適正な管

理が義務付けられております。 
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 当社は、当該法令の規定の遵守をも踏まえた情報管理という観点から、個人情報の厳正な管理及び

漏洩防止を定めた「個人情報保護管理規則」を制定し、それに加えて当社の全ての従業員との間にお

いては機密保持に係る「誓約書」を個別に締結して、個人情報の漏洩の未然防止に努めております。 

 さらに、当社は、派遣登録者の個人情報をも含めた重要な業務管理情報についてＩＤ及びパスワー

ドによって管理するとともに、インターネットを通じた外部からのアクセスによる情報流出の防止策

を採用しております。 

 また、平成 15 年５月に成立した個人情報保護法が平成 17 年４月１日からは全面施行されたことに

伴い、平成 17 年３月にプライバシーマークを取得しております。 

 しかしながら、このような対策をもってしても個人情報を含むそれらの重要情報に係る社外漏洩を

防止できず、当該情報漏洩に起因して第三者に何らかの損害が発生した場合には、当社が損害賠償請

求の対象となる可能性があります。また、当社の情報管理体制に係る良くない風評が発生し、当社の

事業活動に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

f) 業務管理情報システムに係るリスクについて 

 当社は業務管理情報システムを保有しており、当該システム内に、派遣登録者の個人情報及び顧客

企業に係る基本情報等を蓄積しております。これらの情報は、顧客企業のニーズに対して最適である

派遣登録者を選択し、迅速にマッチングすることを可能としております。また、当社は、派遣登録者

に対する労働債務の管理、給与の支払、顧客企業に対する派遣代金等の請求、与信管理等の業務も当

該システムによって行っており、当社の業務効率は当該システムに大きく依存しております。 

 しかしながら、当該システムが稼動しているサーバー（バックアップ用サーバーを含めて２台）が、

不測の事態（地震等の災害に伴う停電、故障等）により同時に停止した場合には、当社の業務の遂行

に支障を来たし、ひいては当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 

g) 代表取締役社長に対する依存について 

 当社の経営方針及び経営戦略の決定、並びに実行の側面において、当社の創業者であり代表取締役

社長である藤川幸廣が重要な役割を担っております。当社は、藤川幸廣に対して過度に依存しない体

制を徐々に構築しつつありますが、現時点においては、藤川幸廣が代表取締役社長を退く等、何らか

の理由により当社への関与を停止した場合、今後の当社の経営戦略及び業績に何らかの影響を及ぼす

可能性があります。 

 

h) ストックオプションについて 

 当社は、ストックオプション制度を導入しており、従業員及び役員に対するインセンティブプラン

の一環として、平成 14 年１月 10 日付で旧商法第 280 条ノ 19 の規定に基づく新株引受権を、平成 16

年７月 14 日付及び平成 17 年 11 月 18 日付で商法第 280 条ノ 20 及び商法第 280 条ノ 21 の規定に基づ

く新株予約権を発行しております。 

 平成 18 年３月 31 日現在における当社の発行済株式総数は 28,634 株でありますが、平成 14 年１月

10 日付で発行した旧商法第 280 条ノ 19 による新株引受権及び平成 16 年７月 14 日付、並びに平成 17

年 11 月 18 日付で発行した新株予約権の潜在株式数は合計 2,024 株であり、発行済株式総数の 7.1％

に相当しております。これらの権利行使が行われると、１株当りの株式価値は希薄化する可能性があ

ります。 

 

④親会社との関係について 

a) カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社と当社の関係について 

 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（東証１部：銘柄コード 4756）は、当社の親会社で

あり、平成18年３月31日現在において当社の発行済株式総数の50.6％を保有しております。同社は、

平成 17 年 11 月８日付けで実施された当社筆頭株主からの株式異動により親会社となりました。 

 当該株式の異動理由は、同社グループが平成 18 年３月１日に実施した持株会社制への移行を見据え、

当社を同社グループにおける人材開発を担う戦略的会社として位置付けることが目的であります。 

 同社及び同社グループ企業との取引関係はありますが、事業上の依存関係は無く、その取引条件及

び取引条件の決定方針につきましては、一般的取引条件と同様に決定しております。なお、平成 18
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年３月 31 日現在、同社と人的関係はありません。 

 

b) デジタルハリウッド株式会社について 

 平成 18 年３月 31 日現在、当社の兄弟会社であるデジタルハリウッド株式会社は、平成６年 10 月に

デジタルクリエイターの発掘及び育成を目的として設立された会社であり、デジタルクリエイター養

成スクール及び大学、並びに大学院の運営をその事業内容としております。 

 当社は、当社が行う宣伝活動（求人誌等による派遣登録者の募集）及び口コミによって大半の派遣

登録者を獲得しておりますが、当社は同社が養成したデジタルクリエイターを市場に供給することを

目的として設立された会社であり、また現在においても同社が我が国有数のデジタルクリエイター養

成スクールの運営会社であるという理由から、当社の派遣登録者のうちの 30％程度を、同社が運営す

るデジタルクリエイター養成スクールの卒業生が占める状態が継続しております。 

 しかしながら、当社と同社の間には派遣登録者獲得に係る業務提携等が何ら存在する訳ではなく、

同社が運営するデジタルクリエイター養成スクールの卒業生の当社への派遣登録は全て当該卒業生の

意思決定に拠るものであり、当該派遣登録について、当社と同社との間における取引関係は一切存在

いたしません。また、今後、当社と同社が派遣登録に関して業務提携等を行う予定もありません。 

 なお、当社とデジタルハリウッド株式会社との間の取引につきましては、「４．連結財務諸表等 注

記事項（関連当事者との取引）」に記載しております。 
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４．連結財務諸表等 
① 連結貸借対照表 

注記
番号

構成比
（％）

Ⅰ　流動資産

1. 現金及び預金 668,645 

2. 売掛金 831,284 

3. たな卸資産 933 

4. 関係会社短期貸付金 230,000 

5. 繰延税金資産 33,565 

6. その他 22,353 

貸倒引当金 △690 

流動資産合計 1,786,092 79.9 

Ⅱ　固定資産

1. 有形固定資産

(1) 建物 44,570 

減価償却累計額 △ 12,230 32,340 

(2) 器具及び備品 101,503 

減価償却累計額 △ 66,180 35,322 

67,662 3.0 

2. 無形固定資産

(1) ソフトウェア 88,993 

(2) 連結調整勘定 9,214 

(3) その他 1,554 

無形固定資産合計 99,762 4.5 

3. 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※１ 55,908 

(2) 繰延税金資産 49,753 

(3) 敷金保証金 129,005 

(4) 保険積立金 45,816 

(5) その他 2,392 

投資その他の資産合計 282,877 12.6 

固定資産合計 450,302 20.1

資産合計 2,236,395 100.0

（平成18年３月31日）
当連結会計年度末

金額（千円）区分

（資産の部）

有形固定資産合計
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注記
番号

構成比
（％）

Ⅰ　流動負債

1. 短期借入金 270,000 

2. １年以内返済予定長期借入金 3,656 

3. 未払金 118,577 

4. 未払費用 545,775 

5. 未払法人税等 63,114 

6. 賞与引当金 53,060 

7. その他 76,263 

流動負債合計 1,130,447 50.6 

Ⅱ　固定負債

1. 退職給付引当金 21,019 

2. 役員退職慰労引当金 72,625 

固定負債合計 93,645 4.2 

負債合計 1,224,092 54.8 

　少数株主持分 4,902 0.2 

Ⅰ　資本金 ※２ 336,113 15.0 

Ⅱ　資本剰余金 304,413 13.6 

Ⅲ　利益剰余金 366,568 16.4 

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 305 0.0 

資本合計 1,007,400 45.0 

2,236,395 100.0 

当連結会計年度末
（平成18年３月31日）

区分 金額（千円）

（負債の部）

　 （少数株主持分）

負債、少数株主持分及び資本合計

（資本の部）
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② 連結損益計算書 

注記
番号

Ⅰ 売上高 5,479,600 100.0

Ⅱ 売上原価 4,042,970 73.8

売上総利益 1,436,629 26.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,267,463 23.1

営業利益 169,165 3.1

Ⅳ 営業外収益

1.受取利息 1,271

2.受取配当金 500

3.その他 457 2,228 0.0

Ⅴ 営業外費用

1.支払利息 1,601

2.持分法による投資損失 2,029

3.新株発行費 1,904

4.その他 238 5,773 0.1

経常利益 165,620 3.0

Ⅵ 特別利益

124 0.0

Ⅶ 特別損失

固定資産除却損 ※２ 2,474 0.0

税金等調整前当期純利益 163,269 3.0

法人税、住民税及び
事業税

100,197

法人税等調整額 △4,498 95,698 1.7

少数株主損失 △ 7,933 △ 0.1

当期純利益 75,504 1.4

至　平成18年３月31日

区分
百分比
（％）

貸倒引当金戻入益

金額（千円）

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
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③ 連結剰余金計算書 

注記
番号

Ⅰ　資本剰余金期首残高 297,300 

Ⅱ　資本剰余金増加高

新株予約権等の行使による新株の発行 7,113 7,113 

Ⅲ　資本剰余金期末残高 304,413 

Ⅰ　利益剰余金期首残高 338,522 

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期純利益 75,504 75,504 

Ⅲ　利益剰余金減少高

1. 株主配当金 28,440 

2. 役員賞与 14,220 

3. 持分法適用会社の増加に伴う剰余金減少高 4,797 47,457 

Ⅳ　利益剰余金期末残高 366,568 

区分

（資本剰余金の部）

（利益剰余金の部）

自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

当連結会計年度

金額（千円）
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1. 税金等調整前当期純利益 163,269

2. 減価償却費 54,285

3. 連結調整勘定償却 1,023

4. 貸倒引当金の増加額 53

5. 賞与引当金の減少額 △ 2,860

6. 退職給付引当金の増加額 3,878

7. 役員退職慰労引当金の増加額 10,518

8. 受取利息及び受取配当金 △ 1,771

9. 支払利息 1,601

10. 持分法による投資損失 2,029

11. 固定資産除却損 2,474

12. 売上債権の増加額 △ 106,978

13. たな卸資産の減少額 4,912

14. 未払金の増加額 28,366

15. 未払費用の増加額 52,433

16. 未払消費税等の減少額 △ 9,910

17. 役員賞与の支払額 △ 14,220

18. その他 20,752

小計 209,859

利息及び配当金の受取額 1,759

利息の支払額 △ 2,177

法人税等の支払額 △ 78,275

営業活動によるキャッシュ・フロー 131,165

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1. 有形固定資産の取得による支出 △ 36,213

2. 無形固定資産の取得による支出 △ 36,393

3. 投資有価証券の取得による支出 △ 19,000

4. 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △ 148

5. 持分法適用関連会社株式の新規取得による支出 △ 23,623

6. 貸付による支出 △ 230,000

7. 敷金支払による支出 △ 57,480

8. その他投資による支出 △ 6,087

9. その他投資の回収による収入 1,737

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 407,209

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1. 短期借入金の増減額 241,000

2. 長期借入金の返済による支出 △ 21,042

3. 株式の発行による収入 14,226

4. 配当金の支払額 △ 28,294

財務活動によるキャッシュ・フロー 205,889

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △ 70,153

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 738,798

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 668,645

至　平成18年３月31日

金額（千円）区分

当連結会計年度
自　平成17年４月１日
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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 

１. 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

・株式会社バウハウス・エンタテインメント

・株式会社ウェブ・ワーカーズ

(2) 非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

２. 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した関連会社数　４社

主要な会社の名称

・株式会社エクステージ

(2)

該当事項はありません。

３. 連結子会社の事業年度に関
する事項

４. 会計処理基準に関する事項

① 有価証券
その他有価証券

時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資
本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの
移動平均法による原価法

② たな卸資産
仕掛品
個別法による原価法

① 有形固定資産
定率法を採用しております。

建物　８～10年
器具及び備品　４～６年

② 無形固定資産
定額法を採用しております。

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

自社利用のソフトウエアについては、社内における５年以内の利
用可能期間に基づく定額法により償却しております。

株式会社バウハウス・エンタテインメントにつきましては、株
式取得に伴い、当連結会計年度より連結子会社となりました。
なお、同社は平成18年３月29日付で、株式会社クラフテックス
より商号変更しております。

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等

項目

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

株式会社ウェブ・ワーカーズにつきましては、当中間連結会計
期間までは持分法適用関連会社でしたが、株式の一部追加取得
に伴い、連結子会社となりました。

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。

　（1）重要な資産の評価基準
       及び評価方法

　（2）重要な減価償却資産の
       減価償却の方法

株式会社エクステージ他３社につきましては、株式会社エクス
テージの株式取得に伴い、当連結会計年度より持分法適用関連
会社となりました。
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① 貸倒引当金

② 賞与引当金

③ 退職給付引当金

④ 役員退職慰労引当金

①

② 繰延資産の処理方法
新株発行費

５. 連結子会社の資産及び負債
の評価に関する事項

６. 連結調整勘定の償却に関す
る事項

７. 利益処分項目等の取扱いに
関する事項

８. 連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲

親会社では、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ
く当連結会計年度末要支給額を計上しております。

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
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

当連結会計年度

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。

全面時価評価法を採用しております。

親会社では、従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額の当
連結会計年度負担額を計上しております。

  （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

項目

５年間の均等償却を行っております。

消費税等の会計処理

親会社では、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の見込額に基づき、当連結会計年度末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。

手許現金、随時引き出し可能な預金からなっております。

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。

　　支出時に全額費用として処理しております。

　（3）重要な引当金の計上基
       準

税抜方式によっております。

　（4）重要なリース取引の処
       理方法

至　平成18年３月31日
自　平成17年４月１日

 
 

 

 

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 

固定資産の減損に係る会計基準

至　平成18年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日

「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
準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号)を当連結会計年度から適用しておりま
す。これによる損益への影響はありません。
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注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

投資有価証券（株式）　　　　　　21,260千円

※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。

※２. 当社の発行済株式総数は、普通株式28,634株であります。

 
 

 

（連結損益計算書関係） 

給与手当　　　　　　　　　     399,195千円

賞与引当金繰入額　　 　　　     53,060千円

業務委託費　　　　　　　　     123,979千円

退職給付費用　　　　　　　     　6,291千円

役員退職慰労引当金繰入額　      10,518千円

※２. 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物　　　   　　　              2,336千円

器具及び備品　　　                 138千円

合計　　　　     　　　　　　　  2,474千円

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。

当連結会計年度

 
 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

現金及び預金勘定　　　　　　　668,645  千円

現金及び現金同等物　          668,645  千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）

流動資産　　　　　　　　　　　　　114,085

固定資産　　　　　　　　　　　 　　31,858

繰延資産　　　　　　　　　　　    　　228

連結調整勘定　　　　　　　　　 　　10,237

流動負債　　　　　　　　　　 　　△41,740

少数株主持分　　　　　　　　 　　△12,835　

親会社が保有していた投資有価証券 △34,534

株式の取得価額　　　　　　　　　　 67,300

現金及び現金同等物　　　　　　　 △67,152

連結子会社取得のための支出　　　　　　148

自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

当連結会計年度

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

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株式会社ウェブ・ワーカーズ及び株式会
社バウハウス・エンタテインメント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株式の取得価額と取得のための
支出（純額）との関係は次のとおりであります。

     （平成18年３月31日現在）
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（リース取引関係） 

１.

取得価額相当額 減価償却累計額
相当額

期末残高相当額

千円 千円 千円

36,243 25,967 10,276

２. 未経過リース料期末残高相当額等
未経過リース料期末残高相当額

7,577 　千円
3,064 　千円

10,642 　千円

３.

8,014 千円
7,656 千円
297 千円

４. 減価償却費相当額の算定方法

５. 利息相当額の算定方法

（減損損失について）

器具及び備品

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

１年内

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

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

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

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。

リース資産に配分された減損損失はありません。

１年超

合計

支払利息相当額　

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。

支払リース料    
減価償却費相当額
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（有価証券関係） 

当連結会計年度末（平成 18 年 3 月 31 日） 

１.その他有価証券で時価のあるもの 

   

取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額

（千円）
差額

 (千円）

(1)株式 133 648 515

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

133 648 515

(1)株式 － － －

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

－ － －

133 648 515

当連結会計年度末
（平成18年３月31日）

合計

種類

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

小計

小計

 
 

 
２.時価評価されていない有価証券の主な内容 

   

　　その他有価証券

　　　非上場株式（千円） 34,000

連結貸借対照表計上額
（平成18年3月31日）

 
 

 

 

 
（デリバティブ取引関係） 

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） 

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

 

 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

   親会社は退職金支給規程に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、中小企業退職金共済制度に 

加入しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

   

（千円）

　(1)　退職給付債務 △　21,019

　(2)　退職給付引当金 △　21,019

当連結会計年度末
　（平成18年３月31日）

 
 

     ３．退職給付費用の内訳 

      

（千円）

　(1)　勤務費用　（注） 6,291

　(2)　退職給付費用 6,291

（注）中小企業退職金共済制度に係る掛金が含まれております。

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
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 （税効果会計関係） 

繰延税金資産 （千円 ）

賞与引当金　　　　　 　　　　 21,595

未払社会保険料　　 　　　　   　 1,986

未払事業税　　　　　　　　 　　 5,254

未払事業所税　　　　 　　　　　 4,338

前渡金等償却額　　　　 　　　　 3,561

ソフトウェア　　　　　　　 　　 5,670

退職給付引当金　　　　　　 　　 8,555

役員退職慰労引当金　　　　　　 29,558

一括償却資産　　　　　　　　　 3,399

繰越欠損金 35,626

その他　　　　　　　　　　　   1,198

　　繰延税金資産小計               120,745

　　評価性引当額 △35,626

繰延税金資産合計 85,118

繰延税金負債

特別償却準備金　　　　　　 　 △1,590

その他有価証券評価差額金　　  △209

繰延税金負債合計　　　　　 △1,799

繰延税金資産純額 83,319

法定実効税率　　　　　 　　　　

（調整）

評価性引当額の増加額 　 　15.9

交際費等永久に損金に算入されない項目 　 　 　　　1.7

持分法投資損失　　　　　　　　　　　 　　　1.2

住民税均等割等　　　　　　　 　　　 　　　2.2

税額控除　　　　　　　　　  　　　　 　　△3.4

その他       0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率   

40.7％

58.6％

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の差異の原因となっ
   た主要な項目別の内訳

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.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
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（セグメント情報） 

１．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） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める「人材コンサル

ティング事業」の割合がいずれも 90％を超えているため、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。 

 

２．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） 

当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する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。 

 

３．海外売上高 

当連結会計年度期間（自 平成 17 年 4 月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 

（関連当事者取引） 

   

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）
子会社等

役員の
兼任等

事業上
の関係

資金の
貸付

230,000
関係会
社短期
貸付金

230,000

受取利
息

1,225
その他
（流動
資産）

11

外注費
等

3,178 未払金 181

（注）　１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

兄弟会社等

役員の
兼任等

事業上
の関係

コンテ
ンツ制
作収入
等

500 － －

販売促
進費等

212 未払金 100

㈱アイ・エ
ム・ジェイ

東京都
品川区

2,447,102

Ｗｅｂイ
ンテグ
レーショ
ン

－ －
役務の
受入

外注費 27,816 未払金 28,712

（注）　１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

関連会
社

　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般的取引条件と同様に決定しております。なお
　　　　　　貸付金金利につきましては、市場金利を勘案して決定しております。

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

期末残高
（千円）

㈱ワークス
コーポレー
ション

東京都
渋谷区

69,200
書籍等の
出版

兼任
２名

事業の内
容又は職
業

－

役務の
提供
役務の
受入

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

間接44.3

東京都
千代田
区

658,096 －

役務の
提供
役務の
受入

　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般的取引条件と同様に決定しております。

取引金額
（千円）

科目属性
会社等の名
称

住所

関係内容

資本金又は
出資金
（千円）

デジタルハ
リウッド㈱

デジタル
クリエイ
ター養成
スクール

期末残高
（千円）

取引の
内容

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目属性
会社等の名
称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

親会社
の

子会社
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（１株当たり情報） 

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　      　　  34,685円37銭

１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　　　  　　　　　　   2,148円60銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　　　　 2,075円63銭

至　平成18年３月31日

当連結会計年度
自　平成17年４月１日

 
 

 
（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 

 

当期純利益（千円） 75,504

普通株主に帰属しない金額（千円） 14,220

（うち利益処分による役員賞与金） ( 14,220 )

普通株主に係る当期純利益（千円） 61,284

期中平均株式数（株） 普通株式　28,523

当期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 1,002

（うち新株引受権及び新株予約権） ( 1,002 )

１株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

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金額の算定に含め
なかった潜在株式の概要

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１種類（新株予約権の目的とな
る株式の数823株）
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（重要な後発事象） 

資産合計　　　　　　　128,036千円

負債合計　　　　　　　127,108千円

正味財産合計　  　　　　　927千円

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

㈱ウェブ・ワーカーズによる㈱ビューテックラボの合併

なお、合併に伴い、商号を「㈱インターアクティブデザイン」に変更いたしました。
また、㈱ビューテックラボから引き継いだ財産は次のとおりであります。

 当社の連結子会社である㈱ウェブ・ワーカーズは、Ｗｅｂサイトの制作サービスにお
いてシステムソリューションからコンテンツ制作・運用まで一貫して手掛ける体制構
築を目的として、システム開発及びデジタル技術を活かしたコンテンツ制作を行う㈱
ビューテックラボを平成18年４月３日に吸収合併いたしました。合併後の当社の議決
権比率は、54.3％となっております。

 
 

 

 

５．生産、受注及び販売の状況 
（1）生産実績 

当社が行う事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載に馴染まないため、当該記載を省略

しております。 

 

（2）受注状況 

当社が行う事業は、提供するサービスの性格上、受注状況の記載に馴染まないため、当該記載を省略

しております。 

 

（3）販売実績 

「３.経営成績及び財政状態（1）経営成績」に記載しているため、当該記載を省略しております。 

 


