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平成 18 年 ３ 月期   決算短信（非連結）  平成18年５月16日 

上 場 会 社 名   株式会社NowLoading 上場取引所    名証セントレックス 
コ ー ド 番 号   2447 本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.nowloading.co.jp） 
代 表 者   役職名 代表取締役   氏名 中川 哲也 

問合せ先責任者   役職名 取締役     氏名 岡田 奈緒美   ＴＥＬ (03) 5464 － 1101 
決算取締役会開催日 平成18年５月16日 中間配当制度の有無 有 
配当支払開始予定日    －           定時株主総会開催日  平成18年６月29日 
単元株制度採用の有無  無             
  
 
１．18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 
(1) 経営成績       （百万円未満切捨て） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
1,788  22.5
1,460  45.6

百万円   ％
196  16.6
168  66.4

百万円   ％
180   8.2
166  59.3

 

 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

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
105   8.2 
97  64.1 

円  銭
9,500  50
10,574  63

円  銭
9,073  57
－  －

％
16.1
40.6

％ 
17.2 
32.4 

％
10.1
11.4

(注)①持分法投資損益      18年３月期   －百万円   17年３月期      －百万円 
②期中平均株式数      18年３月期  11,124株      17年３月期  9,240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 

(2) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 
配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 
18年３月期 
17年３月期 

円  銭
0  00 
0  00 

円  銭 
0  00 
0  00 

円  銭
0  00 
0  00 

百万円
－
－

％ 
－  － 
－  － 

％
－
－

(3) 財政状態       （百万円未満切捨て） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 

18年３月期 
17年３月期 

百万円 
1,489 
609 

百万円
1,023
289

％ 
68.7 
47.5 

円   銭
88,673  25
31,353  32

(注)①期末発行済株式数   18年３月期    11,540株   17年３月期     9,240株 

②期末自己株式数    18年３月期     － 株   17年３月期     － 株 

(4) キャッシュ･フローの状況       （百万円未満切捨て） 

 
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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
△112 
△50 

百万円
△125
△6

百万円 
625 
△2 

百万円
557
169

 
２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 

通 期 
百万円 
2,250 

百万円
220

百万円
130

円 銭
0  00

円 銭 
0  00 

円 銭
0  00

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 11,265 円 16 銭  

※上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな不確定要因によ

って異なる結果となる可能性があります。上記の予想に関連する事項につきましては、添付資料６頁を御参照下さい。 
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＜添付資料＞ 

１．企業集団の状況 

該当事項はありません。 

 

 

２．経営方針 

(１)  会社経営の基本方針  

当社の事業理念は「顧客企業の経営資源を活用し、コストパフォーマンスに優れたサービスの提供を通

じ、需要を創出し、広く社会に貢献する｣であります。マーケティングモデルの構築、メディア（広告、

パブリシティー、リアル店舗）によるコミュニケーション、イベントの企画・運営および企業間コラボレ

ーション等を複合的に用いることにより、顧客企業の成長を促すサービスを提供しております。 

今後もセールスプロデュースにおける実績を積み重ねることにより、さらなるマーケティングノウハウ

の蓄積を図るとともに、優秀な人材の確保・育成を行い、より顧客満足度の高いサービスの提供に努めて

まいります。 

 

(２) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、第４期(平成 18 年３月期)におきましては利益配当を行わず、内部留保を厚くすることで経営

基盤の強化を図る政策を実施いたしました。今後につきましては、企業体質強化のための内部留保の必要

性、各期の経営成績及び財政状況等を総合的に勘案して、配当を実施していきたいと考えております。 

 

(３) 投資単位引き下げに関する考え方及び方針等 

投資単位の引き下げは、当社株主の増加及び株式の流動性を高めるための有効な手法と認識しておりま

す。早急に環境を整備し株式分割など投資単位の引き下げを柔軟に検討してまいります。 

 

(４) 目標とする経営指標 

企業価値を増大するため、当社は売上規模の拡大と一株あたり利益の増加が重要と考えております。そ

のため当社は、経営の主たる指標として、年間売上伸張率 20%、一株当たり当期純利益伸張率 30%の目標

を掲げ、その達成を目指しております。 

 

(５) 中長期的な会社の経営戦略 

① 事業認知度の獲得及び向上による新規顧客の取込み 

当社を取り巻く広告・販促市場においては、ユーザーに直結したより直接的なサービスの需要が、年々

高まっております。当社のサービスは、既存のサービスと比較し費用対効果が高いため、積極的な広報

活動による事業内容の認知獲得・向上により、幅広いマーケットで評価を得ることができると確信して

おります。 

② サービスの高度化 

ビジネスプロデュース事業におきましては、当社独自のマーケティングモデルの確立及び実証済みモ

デルの水平展開を推進するとともに、更なるマーケティングノウハウの蓄積を通じ、サービスの高度化

を図ります。 

③ サービスの多様化 

今後のモバイルコンテンツ市場は会員数増加の鈍化、新規参入による競争など引き続き厳しい環境が

続くものと予想されます。しかしながら、モバイル広告市場はここ数年、急激に成長しており、コミュ
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ニケーションツールとして必要不可欠なメディアとして定着しつつあります。このためコンテンツプロ

デュース事業におきましては、ビジネスプロデュース事業との連携によるサービスの多様化を検討し、

受注案件規模の大型化及びコンテンツプロバイダー以外の法人への拡販を図ります。また新たなサービ

スとしてＥＣやＣＲＭにも注目し販売促進の方法として効果的に活用する戦略をとってまいります。 

 

(６) 会社の対処すべき課題 

会社が対処すべき課題として、以下を重点的に取り組んでまいります。 

① 事業認知度の向上 

当社の事業である顧客企業の収益拡大支援を専門的に行うセールスプロデュースの一般的な認知度は

低いため、当社事業内容の認知度を高めていく必要があります。当社としては、セールスプロデュース

事業の認知度を高めることができれば、当社の収益機会も増すであろうと考えております。このため、

積極的なＰＲ活動などによりセールスプロデュース事業の認知度向上を推進していく方針であります。 

② プロフィットシェアモデルの拡大 

当社が提供しているセールスプロデュース事業は、顧客企業の有する経営リソース(事業アイデア、

商品・サービス、販売網、ブランド、遊休資産など) を活用し、総合的に戦略および戦術を立案・実行

することで顧客企業の事業収益の拡大を支援する一連のサービス活動であります。当社のサービス活動

の中には、顧客企業と共同でプロジェクトを立ち上げ、当該プロジェクトから得られる利益を顧客企業

とシェアすることで対価を得るビジネスモデルも含まれます(プロフィットシェアモデル)。このプロフ

ィットシェアモデルは、当社にとって継続的な収益をもたらす事業形態であるため、当社収益を安定的

に拡大するために、同モデルの適用の拡大に努めてまいります。 

③ 新規人材の採用と教育 

当社が提供するサービスの質を向上し、事業を拡大するためには人材が極めて重要な役割を果たしま

す。そのため、優秀な人材を積極的に採用するとともに、教育による人材のスキル向上を推進してまい

ります。 

 

(７) 親会社等に関する事項 

    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 

当期におけるわが国経済は、国内の需要や輸出の回復を背景に企業収益が向上し、所得・雇用環境に

も改善がみられました。それに伴い、個人消費も堅調に伸長し、景気は緩やかな回復基調で推移いたし

ました。 

広告業界については日本経済の景気回復を背景に売上高、出稿量ともに順調な回復が見られました。

2005 年度の総広告費は５兆 9,625 億円、うちＳＰ広告費は 1 兆 9,819 億円、広告主企業の積極的な販

促活動に伴い２年連続の増加となりました。（株式会社電通調べ） 

インターネット広告市場は、既存メディア（テレビ、新聞、雑誌、ラジオ等）に次ぐ有力なマーケテ

ィング手段としての地位を確立し、企業の広告予算におけるインターネット広告の占める割合は引き続

き増加傾向にあります。 

モバイルインターネット業界では、携帯電話端末の新規契約数の伸びは鈍化しているものの、移動体

通信事業者（通信キャリア）各社による高速通信とパケット定額制の導入、また多彩な機能を持った第

3世代携帯電話の普及が拡大し、コンテンツマーケットの可能性が広がることが期待されております。 

こうした環境のもと当社は、引き続き顧客企業の事業収益の拡大を支援するセールスプロデュース事

業を積極的に推進してまいりました。 

ビジネスプロデュース事業については、企業の収益拡大の一環として新たなメディアとサービスの開

拓に努め、ＷＥＢを通じた広告販促の企画・推進を図り前年度より収益が向上しました。コンテンツプ

ロデュース事業においては、モバイル（携帯電話向け）コンテンツの新規リリースも引き続き行いまし

たがマーケットの影響により、昨年度を下回る結果となりました。 

この結果、当事業年度の売上高は1,788,928千円(前年同期比22.5％増)、営業利益は196,501千円(前

年同期比 16.6％増)、経常利益は 180,563 千円(前年同期比 8.2％増)、当期純利益は 105,684 千円(前年

同期比 8.2％増)となりました。 

各事業の状況は、次の通りであります。 

① コンテンツプロデュース事業 

コンテンツプロデュース事業においては、モバイルコンテンツ業界の厳しい環境の影響もあり、一部

コンテンツにおける会員数低下が見られました。しかしモバイルコマース向けコンテンツ、動画コンテ

ンツなどの新規サービスのプロデュースを行い、また企業向けＷＥＢサイトの受注に注力した結果、大

型案件の受注に成功いたしました。これらの収益を計上した結果、マーケット要因の影響を受け昨年度

よりも少し伸び悩む結果となりました。 

この結果、当事業年度におけるコンテンツプロデュース事業の売上高は 790,475 千円(前年同期比

11.8％減)となりました。 

② ビジネスプロデュース事業 

ビジネスプロデュース事業においては、マーケティングモデルの構築、4大メディア（テレビ、ラジ

オ、新聞、雑誌）に依存しない広告メディアの活用、企業間コラボレーションをサービスの主軸として

事業を推進したほか、マーケティングノウハウの蓄積に努めました。この結果、新たなメディアの開拓

に努め、広告販促に係る包括的な案件の受注に成功いたしました。具体例としましては顧客企業店舗向

けフリーペーパーを新規創刊したほか、ＷＥＢを中心とした、メディア提案により大型の広告販促、企

画、推進等を図りました。 

この結果、当事業年度におけるビジネスプロデュース事業の売上高は引き続き大きく伸張し、998,452

千円(前年同期比 76.9％増)となりました。 
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(２) 財政状態 

(資産) 

当事業年度末における資産合計は 1,489,274 千円となり、前事業年度末と比較して 879,897 千円、

144.4％増加いたしました。 

流動資産は 1,341,332 千円と前事業年度末と比較して 755,564 千円増加いたしました。流動資産の主

たる増加理由は、現金及び預金が 557,648 千円と前事業年度末から 388,007 千円増加したことに加え、

売掛金が 507,587 千円と前事業年度末から 131,329 千円増加したことであります。なお、現金及び預金

の増加理由は、後述の「キャッシュ・フローの状況」を御参照下さい。 

有形固定資産の合計は 21,358 千円と前事業年度から 14,456 千円増加しましたが、これは主に、建物

の増加 16,626 千円によるものであります。無形固定資産は、9,794 千円と 9,199 千円増加しておりま

すが、これはソフトウェアの増加 9,199 千円によるものであります。また、投資その他の資産は、当事

業年度末 116,788 千円と前事業年度末から 100,678 千円増加しておりますが、これは主に、投資有価証

券の取得による増加 50,100 千円、敷金保証金の増加 16,156 千円、長期貸付金の増加 26,500 千円の増

加によるものであります。 

(負債) 

当事業年度末における負債合計は 465,985 千円となり、前事業年度末と比較して 146,313 千円増加い

たしました。主たる増加理由は、買掛金が 352,730 千円と前事業年度末から 125,835 千円増加したこと

によるものです。 

(資本) 

当事業年度末の資本合計は 1,023,289 千円となり、前事業年度末と比較して 733,584 千円増加いたし

ました。これは、公募増資による新株式発行による資金調達に加え、当期純利益の計上により資本が増

加したためであります。これにより、自己資本比率は前事業年度の 47.5％から 68.7％と 21.2 ポイント

増加いたしました。 

 

キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて 388,007

千円増加し、557,648 千円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそ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) 

営業活動の結果使用した資金は112,867千円(前事業年度は50,260千円の支出)となりました。 

これは主として、税引前当期純利益の計上180,563千円、仕入債務の増加125,835千円等の資金増加が

あったものの、売上債権の増加131,329千円、たな卸資産の増加161,880千円、その他の流動資産の増加

66,741千円、法人税等の支払額53,696千円等の資金減少があったことの結果によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は125,045千円(前事業年度は6,070千円の支出)となりました。 

これは主として有形固定資産の取得による支出18,907千円、投資有価証券の取得による支出50,100

千円、長期貸付けによる支出26,500千円、敷金保証金の支払による支出18,768千円があったことによる

ものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当事業年度において財務活動の結果得られた資金は625,920千円となりました。 

これは公募増資による新株式発行に伴う資本の増加によるものであります。 
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なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドについては、以下のとおりであります。 

 16 年３月期 17 年３月期 18 年３月期 

自己資本比率（％） 45.7 47.5 68.7 

時価ベースの自己資本比率（％） － － 279.0 

債務償還年数（年） － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 営業キャッシュ・フローは、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、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、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。 

※ 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。 

 

(３) 次期の見通し 

当社は、特定顧客・業界への偏りを低減すると共に、景気変動に影響の受けにくい収益基盤の強化を図

るため下記取り組みを実施してまいります。 

ビジネスプロデュース事業におきましては、新たなマーケティングモデルの確立に努めるとともに、実

績を生かしての水平展開及び発展による事業収益の拡大を図ります。 

コンテンツプロデュース事業におきましては、主たる顧客群であるコンテンツプロバイダー以外の法人

への拡販、企業の販促・キャンペーンニーズ等の取り込みに努めます。また、ビジネスプロデュース事業

との連携により多様なサービスの提供を図ります。 

これらの取り組みと諸施策の実施により、平成 19 年度 3月期の見通しと致しましては、売上高 2,250

百万円（前年比 25.8%増）、経常利益 220 百万円（前年比 21.8%増）、当期純利益 130 百万円(前年比 23.0%

増)を見込んでおります。 

 

(４) 事業等のリスク 

当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあり

ます。なお、文中における将来に関する事項は、決算短信提出日現在において当社が判断したものであり

ます。

 
 (1) 当社の事業内容に起因するリスクについて 

① プロフィットシェアモデルについて 

プロフィットシェアモデルにおいては、顧客企業の業績等の影響により、当社に計画当初の予測通

りの売上高または利益が発生しない可能性や、顧客企業の抱えるリスク(法的規制、システムダウン、

ウイルス・ハッカーによる被害等)のうち当社では管理できない要因によって当社の収益が間接的に影

響を受ける可能性等があります。 

これらの事態が発生した場合、顧客企業との間でシェアする金額も減少し、結果として初期導入コ

ストの回収が遅れる等、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

ただし、初期コストの比重が高い開発案件等については、初期コストの負担比率を下げる(初期コス

トに対する顧客企業からの対価の比率を上げる)、システム開発のパートナー企業に対しても、コンテ
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ンツ等の収益に応じた支払を行う契約を締結する等で、リスクの軽減措置を採っております。 

 
② 競合について 

当社が展開するセールスプロデュース事業に関しては、モバイルコンテンツプロバイダー、コンサ

ルティング会社、ソフトウェア制作・開発会社、広告代理店等の複数の企業により、ビジネス戦略の

企画立案、システム開発や、企業および製商品の広告宣伝や販売促進等、当社と類似のサービスが提

供されております。 

しかし、当社が推進するセールスプロデュース事業は、各種専門サービスを個別受注するのではな

く、顧客企業とのネットワークおよび既存案件から得たノウハウを活用しながら、顧客の事業拡大や

売上拡大支援におけるニーズや課題に応じて、総合的に戦略および戦術を立案・実行していくという

点で差別化を図っており、現在のところ当社と直接の競合となる企業は少ないものと考えております。 

ただし、今後、当社と直接の競合となる会社が出現し、または競合他社との競争が激しくなった場

合には、受注の減少や価格競争により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 法的規制について 

セールスプロデュース事業において行う広告・販売促進支援に係る事業活動においては、景品表示

法、特定商取引法等による規制を受ける場合があります。その他、当社は、有料職業紹介事業におい

て厚生労働大臣の認可を受けており、当該業務については、労働基準法、職業安定法等による規制を

受けております。 

当社では、これらの規制に抵触するような事実はございませんが、当社が提供したサービスもしく

は商品等の品質や安全性に瑕疵が生じた場合や法令違反があった場合、または顧客において法令違反

等があった場合には、損害賠償責任等の発生や当社および当社が提供するサービスの信頼性の低下等

により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 知的財産権について 

当社ではコンテンツプロデュース事業においてモバイルコンテンツ、Ｗｅｂサイト等のコンテンツ

のプロデュースを行っております。当該プロデュースを行う上では、第三者の知的財産権を侵害せぬ

よう調査を行っておりますが、当社の調査範囲が十分で、かつ当社の見解が妥当であるとは保証でき

ません。 

もし当社もしくは当社がサービス提供している顧客が、第三者の知的財産権を誤って侵害し、差止

請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求等が行われた場合には、サービスそのものの提供が出来

なくなり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 特有の取引慣行について 

セールスプロデュース事業においては、案件の進捗の中で企画内容等に随時の変更が生じることが

あります。当社では取引に際しては文書での契約を交わすように努め、また継続的な取引先とは基本

契約を締結するなど、取引上のトラブルを未然に回避する努力を行っております。 

しかし企画内容等に変更が生じることがあるため、止むを得ず取引内容等を確定させた契約書を締

結しないまま取引を行うこともあります。このような場合に不測の事故または紛争が生じると、文書

での契約を締結した場合と比して解決が困難となることが考えられ、その結果、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

 (2) 当社の事業体制について 

① 小規模組織であること 
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当社は平成18年３月31日現在、取締役５名、監査役３名並びに従業員31名と組織の規模が小さく、

内部管理体制も当該組織規模に応じたものとなっております。今後も業務拡大に伴い、人員増強と内

部管理体制の強化・充実を図っていく予定であります。しかしながら、当社の求める人材が十分に確

保できない場合、現在在職している人材が流出し必要な人材を確保できなくなった場合、または当社

の事業の拡大に伴い、適切かつ十分な人的・組織的対応ができなった場合、当社の業績及び事業推進

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 代表者への依存について 

当社代表取締役である中川哲也は、最高経営責任者として経営方針や経営戦略の決定等、当社の事

業活動上重要な役割を果たしております。 

当社は、特定の個人に依存しない組織的な経営体制を目指し、人材育成の強化と経営のリスクの軽

減を図っておりますが、現時点において、同氏が何らかの理由により当社の経営者としての業務を遂

行できなくなった場合には、当社の業績および今後の事業推進に重大な影響を与える可能性がありま

す。 

 

 (3) 今後の事業展開およびそれに伴うリスクについて 

当社が提供するセールスプロデュース事業については、顧客企業からのニーズは増加しつつあり、当

社では新たなビジネス分野と認識しているものの、セールスプロデュース事業の世間一般における認知

度はまだ低いと考えております。 

今後当社では、セールスプロデュース事業の実績を積み重ねるとともに、当社および当社事業の認知

度を高める施策を実施し、市場を開拓していく所存であります。 

しかし、当社の考えるセールスプロデュース事業のメリットやプロフィットシェアモデルといった当

社事業の特徴が受け入れられなかった場合には、当社の事業計画および業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

(4) 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

当社は、商法第280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役・従業員および取引先

等に対して新株予約権を付与することを、平成16年３月25日開催の臨時株主総会において決議いたしま

した。 

現在、当社は、役員４名、従業員15名(失権者を除く)に対して、貢献意欲および経営への参加意識の

向上を図るため、新株予約権いわゆるストックオプションを149個付与しております。また、取引先等に

対する新株予約権についても150個を付与しております。 

これらの新株予約権の行使が行なわれた場合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性

があります。 

また、今後も優秀な人材を確保するために、同様のインセンティブプランを継続して実施していくこ

とを検討しております。従いまして、今後付与される新株予約権の行使が行なわれた場合には、当社の

１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。 

なお、当社の発行済株式総数は11,540株であり、これに対して、上記の新株予約権付与による潜在株

式数は598株(潜在株式を含めた株式総数に占める比率は4.9％)であります。 
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４.財務諸表等 

(１) 財務諸表 

①貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 

当事業年度 

(平成18年３月31日) 

比較 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金   169,640 557,648  

 ２ 売掛金   376,257 507,587  

 ３ 商品   ― 174,166  

 ４ 製品   27,225 ―  

 ５ 仕掛品   4,257 18,373  

 ６ 貯蔵品   549 1,373  

 ７ 前払費用   2,138 3,806  

 ８ 繰延税金資産   7,717 10,960  

 ９ 短期貸付金   ― 3,500  

 10 立替金   ― 65,000  

 11 その他   1,512 1,585  

   貸倒引当金   △3,531 △2,669  

   流動資産合計   585,768 96.1 1,341,332 90.1 755,564

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

 (1) 建物  142 17,906  

   減価償却累計額  △47 95 △1,185 16,721  

 (2) 工具器具備品  12,284 11,453  

   減価償却累計額  △5,477 6,806 △6,816 4,636  

  有形固定資産合計   6,902 1.1 21,358 1.4 14,456

 ２ 無形固定資産    

 (1) ソフトウェア   481 9,680  

 (2) 電話加入権   114 114  

  無形固定資産合計   595 0.1 9,794 0.7 9,199

 ３ 投資その他の資産    

 (1) 投資有価証券   ― 50,100  

 (2) 出資金   ― 10  

 (3) 長期貸付金   ― 26,500  

(4) 破産更生債権   ― 136  

 (5) 繰延税金資産   ― 77  

 (6) 敷金保証金   10,270 26,427  

 (7) 保険積立金   5,839 13,796  

   貸倒引当金   ― △259  

  投資その他の資産合計   16,110 2.6 116,788 7.8 100,678

   固定資産合計   23,608 3.9 147,942 9.9 124,333

   資産合計   609,376 100.0 1,489,274 100.0 879,897
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前事業年度 

(平成17年３月31日) 

当事業年度 

(平成18年３月31日) 

比較 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金   226,895 352,730  

 ２ 未払金   8,548 16,652  

 ３ 未払費用   21,946 23,107  

 ４ 未払法人税等   44,329 70,958  

 ５ 未払消費税等   8,924 ―  

 ６ 預り金   1,956 2,536  

 ７ 賞与引当金   7,071 ―  

   流動負債合計   319,672 52.5 465,985 31.3 146,313

   負債合計   319,672 52.5 465,985 31.3 146,313

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※１、２  78,250 12.8 322,625 21.7 244,375

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金   48,250 431,775  

   資本剰余金合計   48,250 7.9 431,775 29.0 383,525

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 当期未処分利益   163,204 268,889  

   利益剰余金合計   163,204 26.8 268,889 18.0 105,684

   資本合計   289,704 47.5 1,023,289 68.7 733,584

   負債資本合計   609,376 100.0 1,489,274 100.0 879,897

    



 11

②損益計算書  

 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

比較 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

    

Ⅰ 売上高   1,460,204 100.0 1,788,928 100.0 328,723

Ⅱ 売上原価    

 １ 製品期首たな卸高  － 27,225  

 ２ 当期製品製造原価  872,435 1,243,256  

    合計  872,435 1,270,482  

 ３ 製品期末たな卸高  27,225 －  

 ４ 製品売上原価  845,210 1,270,482  

 ５ 当期商品仕入高  188,314 190,000  

    合計  188,314 190,000  

 ６ 商品期末たな卸高  － 174,166  

 ７ 商品売上原価  188,314 1,033,524 70.8 15,833 1,286,315 71.9 252,790

   売上総利益   426,680 29.2 502,612 28.1 75,932

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１,２  258,195 17.7 306,110 17.1 47,915

   営業利益   168,484 11.5 196,501 11.0 28,017

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  1 64  

 ２ 雑収入  2,043 2,044 0.1 2,881 2,946 0.2 901

Ⅴ 営業外費用    

 １ 新株発行費  2,330 1,979  

 ２ 貸倒引当金繰入額  － －  

 ３ 株式公開費用  1,000 138  

 ４ 雑損失  342 3,672 0.3 16,766 18,885 1.1 15,212

   経常利益   166,856 11.4 180,563 10.1 13,706

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※３ 875 875 0.1 － － － △875

   税引前当期純利益   167,732 11.5 180,563 10.1 12,830

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 70,381 78,198  

   法人税等調整額  △358 70,023 4.8 △3,320 74,878 4.2 4,855

   当期純利益   97,709 6.7 105,684 5.9 7,975

   前期繰越利益   65,495 163,204  97,709

   当期未処分利益   163,204 268,889  105,684
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③キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日)

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

比較 

増減 

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 167,732 180,563 

減価償却費 3,983 4,752 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,851 △603 

賞与引当金の増減額（△は減少） 401 △7,071 

受取利息及び受取配当金 △1 △64 

新株発行費 2,330 1,979 

有形固定資産売却益 △875 ― 

売上債権の増加額 △236,666 △131,329 

たな卸資産の増加額 △10,423 △161,880 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,895 △66,741 

仕入債務の増加額 103,109 125,835 

未払消費税等の減少額 △601 △8,924 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,358 11,972 

その他 △3,514 △7,722 

小計 25,863 △59,235 △85,098

利息及び配当金の受取額 1 64 

法人税等の支払額 △76,125 △53,696 

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,260 △112,867 △62,607

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △4,710 △18,907 

無形固定資産の取得による支出 △579 △9,500 

投資有価証券の取得による支出 ― △50,100 

出資金の取得による支出 ― △10 

短期貸付金による支出 ― △88,500 

短期貸付金の回収による収入 85,000 

長期貸付けによる支出 ― △26,500 

敷金保証金の支払による支出 △780 △18,768 

敷金保証金の返還による収入 ― 2,240 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,070 △125,045 △118,975

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式発行による収入 ― 625,920 

株式発行に伴う支出 △2,330 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,330 625,920 628,250

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58,660 388,007 446,667

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 228,301 169,640 △58,660

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 169,640 557,648 388,007
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④利益処分案 

 

  
前事業年度 

(平成17年６月29日） 

当事業年度 

(平成18年６月29日） 

比較 
増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  163,204 268,889 105,684

Ⅱ 利益処分額  － － －

Ⅲ 次期繰越利益  163,204 268,889 105,684

  

(注)日付は、株主総会承認年月日またはその承認予定年月日であります。 
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)  

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

―――――― (１)その他有価証券 

時価のないもの 

  移動平均法による原価法によって

おります。 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 製品、仕掛品 

  個別法による原価法によっており

ます。 

(2) 貯蔵品 

  最終仕入原価法によっております。

(1) 商品、製品、仕掛品 

同左 

 

(2) 貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっております。 

  主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物 ３年 

工具器具備品 ４年～８年
 

(1) 有形固定資産 

同左 

主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物 ３年～10年

工具器具備品 ４年～８年
 

   なお取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、法人税法の

規定に基づく３年均等償却によって

おります。 

なお取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、法人税法の

規定に基づく３年均等償却によって

おります。 

 (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについ 

 て、社内における利用可能期間(３ 

 年～５年)に基づく定額法によってお

ります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

  支出時に全額費用として処理して

おります。 

(1)新株発行費 

同左 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、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 

  従業員に対する賞与の支出に備え

るため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

―――――― 

 

 

（追加情報） 

従業員に支給する賞与につきまして

は、当期より業績に100％連動する支

給方法に改めた結果、決算時において

賞与の支給額が確定することになりま

した。このため、支給対象期間に対応

して算定された賞与支給額のうち、当

期に帰属する金額は「未払費用」とし

て処理しております。 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)  

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ 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 

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、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 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 
会計方針の変更 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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) 

当事業年度より、「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

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。 



注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 会社が発行する株式の総数 普通株式 36,960株

   発行済株式の総数     普通株式  9,240株

※２       ――――――― 

※１ 会社が発行する株式の総数 普通株式 36,960株

   発行済株式の総数     普通株式 11,540株

※２ 当期中の発行済株式数の増加内訳 

 ブックビルディング方式による一般募集  

 （1）発行株式数        2,300株 

 （2）発行価格   １株につき300,000円 

 （3）資本組入額  １株につき106,250円 

 （4）資本組入額の総額   244,375千円 

 
(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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主なもの 

販売促進費 25,004千円 

貸倒引当金繰入額 2,851千円 

役員報酬 49,118千円 

給与手当 67,382千円 

賞与引当金繰入額 4,090千円 

業務委託費 17,120千円 

減価償却費 2,687千円 

地代家賃 13,468千円 

支払報酬 20,449千円 

おおよその割合 

 販売費 19.9％ 

 一般管理費 80.1％ 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

貸倒引当金繰入額 1,807千円 

役員報酬 65,070千円 

給与手当 74,583千円 

賞与 11,569千円 

業務委託費 25,920千円 

減価償却費 3,718千円 

地代家賃 21,632千円 

支払報酬 16,627千円 

おおよその割合 

 販売費 12.5％ 

 一般管理費 87.5％ 
 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、330千円であ

ります。 

※２       ――――――― 

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

    車両運搬具      875千円 

※３       ――――――― 

 
(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)  

当事業年度 
(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)

現金及び預金勘定 169,640千円

現金及び現金同等物 169,640千円
  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成18年３月31日)

現金及び預金勘定 557,648千円

現金及び現金同等物 557,648千円
  

 
(リース取引関係) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)  

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超え

るリース物件がないため記載を省略しております。 

同左 
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

 
当事業年度(平成18年３月31日) 

時価評価されていない有価証券の主な内容 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

区分 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 
――――――― 50,100

 
  
(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)  

当社は、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。 

 
当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は、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) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

 
当事業年度(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。 

 
(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 (繰延税金資産) 
賞与引当金繰入限度超過額 2,877千円

貸倒引当金繰入限度超過額 606

未払事業税否認 3,935

法定福利費否認 298

繰延税金資産計 7,717 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 (繰延税金資産) 
賞与引当金繰入限度超過額 3,703千円

貸倒引当金繰入限度超過額 1,086

未払事業税否認 5,798

法定福利費否認 449

繰延税金資産計 11,037

 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため、当該差異の原因となった主要な項目の注記は省

略しております。 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳   

同左 
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(持分法損益等) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)  

当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

 

(関連当事者との取引) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

 
当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

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
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等 

ペイフォワ
ード株式会
社 

東京都渋
谷区 

10,000 
コンサルテ
ィング業 

―
兼任 
 １人

営業業務
の委託

営業業務の
委託 

8,500 未払金 ―

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

   １ 業務委託料は、市場価格を勘案し双方協議の上決定しております。 

   ２ 当社役員佐伯相治が議決権の100％を直接保有しております。 

   ３ 上記取引につきましては、平成17年９月30日付けで解消しております。 
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(１株当たり情報) 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)  

当事業年度 
(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 31,353円32銭 88,673円25銭

１株当たり当期純利益 10,574円63銭 9,500円50銭

潜在株式調整後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

益については、新株予約権を発行してお

りますが、当社株式は非上場かつ非登録

のため期中平均株価の把握ができません

ので記載しておりません。 

9,073円57銭

株式の分割 平成16年７月16日付けで１株を２株に

分割しておりますが、平成17年３月期の

期中平均株式数及び１株当たり当期純利

益は、期首に分割が行われたものとして

計算しております。 

また、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合における前期に係る１

株当たり純資産額及び１株当たり当期純

利益は以下のとおりです。 

 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１株当たり純資産額 

20,778円70銭

１株当たり当期純利益 

7,598円92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、新株予約権を発

行しておりますが、当社株式は非上場

かつ非登録のため期中平均株価の把握

ができませんので記載しておりません。
 

 

―――――― 

 
(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の算定上の基礎 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)  

当事業年度 
(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 

 損益計算書上の当期純利益(千円) 97,709 105,684

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益(千円) 97,709 105,684

 普通株式の期中平均株式数(株) 9,240 11,124

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 当期純利益調整額(千円) ─ ─

 普通株式増加数(株) ─ 523

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 

新株予約権３種類(新株予約権

の数313個) 

新株予約権３種類(新株予約

権の数299個) 
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(重要な後発事象) 

 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

 当社株式は平成17年６月７日に株式会社名古屋証券取

引所セントレックス市場に上場いたしました。これにあ

たり、平成17年５月10日及び平成17年５月19日開催の取

締役会に基づき、下記のとおり一般募集による新株発行

を行いました。 

 

募集方法 ブックビルディング方式による一

般募集  

発行新株式数 普通株式 2,300株 

発行価格  300,000円 

引受価額  273,000円 

この価額は、当社が引受人より一株当たりの新株式払

込金として受取った金額であります。なお、発行価格と

引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

発行価額  212,500円 

払込金額の総額  627,900千円 

発行価額の総額  488,750千円 

資本組入額の総額  244,375千円 

申込期日 平成17年６月６日 

払込期日 平成17年６月６日 

新株の配当起算日 平成17年４月１日 

資金の使途 運転資金及び事業拡大にかかる

資金に充当する予定でありますが、

具体的な資金需要の発生時期まで

は、安全性の高い金融商品で運用

する予定であります。 
 

 当社は、平成18年３月30日開催の取締役会において、

子会社設立を決議し、平成18年４月27日に設立いたし

ました。会社の概要は以下のとおりであります。 

 

商号 株式会社インスタイル 

本店 東京都渋谷区神宮前 

一丁目９番地18号 

代表者 中川 哲也 

資本金 300,000千円（100％出資） 

平成18年５月16日現在 
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５.生産、受注及び販売の状況 

(１) 生産実績 

該当事項はありません。 

 

(２) 受注実績 

該当事項はありません。 

 

(３) 販売実績 

事業種類 

前事業年度（千円） 

(自 平成16年４月１日

 至 平成17年３月31日)

当事業年度（千円） 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

前年同期比(％)

コンテンツプロデュ－ス事業 895,758 790,475 88.2

ビジネスプロデュ－ス事業 564,446 998,452 176.9

役務提供高 367,524 998,452 271.7

商品販売高 196,921 ― ―

合計 1,460,204 1,788,928 122.5

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

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。 

前事業年度 当事業年度 

相手先名 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

 
株式会社エクシング 
 

534,246 36.6 452,838 25.3 

 
株式会社ビューティアド 
 

4,151 0.3 293,629 16.4 

 


