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１．平成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 （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 3,613 (1.6) 352 (△47.0) 292 (△55.8)

17年３月期 3,557 (11.0) 664 (7.6) 660 (7.1)

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 128 (△66.0) 1,211 84 1,185 49 2.5 4.8 8.1

17年３月期 376 (7.4) 3,673 95 3,557 96 12.1 17.9 18.6

（注）①期中平均株式数 18年３月期 105,675株 17年３月期 92,089株

②会計処理の方法の変更 無

③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）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 1,000 00 0 00 1,000 00 115 82.5 1.7

17年３月期 1,200 00 0 00 1,200 00 110 32.7 3.4

 

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 8,147 6,871 84.3 59,680 11

17年３月期 3,924 3,257 83.0 34,830 59

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 115,138株 17年３月期 92,446株

②期末自己株式数 18年３月期 2,270株 17年３月期 －株

２．平成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）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 2,300 90 50 0 00 　― 　―

通　期 4,400 280 170 　― 1,000 00 1,000 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）1,476円49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。
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７．個別財務諸表等
(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）

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   2,354,924   5,457,743   

２. 売掛金   985,915   1,028,067   

３. 仕掛品   139,456   213,253   

４. 貯蔵品   57   72   

５. 前渡金   73,987   102,876   

６. 前払費用   13,137   20,091   

７. 未収還付法人税等   ―   39,557   

８. 繰延税金資産   25,674   23,320   

９. その他   9,573   10,861   

貸倒引当金   △14,975   △6,600   

流動資産合計   3,587,751 91.4  6,889,244 84.6 3,301,493

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  28,391   70,712    

減価償却累計額  △7,824 20,566  △14,975 55,736   

(2）工具器具備品  163,495   210,347    

減価償却累計額  △125,989 37,506  △146,826 63,510   

有形固定資産合計   58,072 1.5  119,247 1.4 61,174

２．無形固定資産         

(1）商標権   478   394   

(2）ソフトウェア   8,008   21,821   

(3）その他   143   143   

無形固定資産合計   8,630 0.2  22,360 0.3 13,729

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   8,145   258,633   

(2）関係会社株式   100,000   654,500   

(3）敷金   117,129   152,049   

(4）繰延税金資産   7,962   5,682   

(5）その他   36,452   45,565   

投資その他の資産合計   269,689 6.9  1,116,431 13.7 846,741

固定資産合計   336,393 8.6  1,258,038 15.4 921,644

資産合計   3,924,144 100.0  8,147,283 100.0 4,223,138
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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）

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   245,273   208,115   

２. 未払金   151,444   135,961   

３. 未払費用   57,313   22,500   

４. 未払法人税等   161,756   ―   

５. 未払消費税等   24,104   ―   

６. 前受金   19,688   31,970   

７. 預り金   5,525   8,443   

８. 新株引受権   749   ―   

９. 新株予約権   ―   868,000   

10．その他   438   842   

流動負債合計   666,295 17.0  1,275,835 15.7 609,539

負債合計   666,295 17.0  1,275,835 15.7 609,539

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  1,314,055 33.5  3,318,715 40.7 2,004,659

Ⅱ　資本剰余金         

１. 資本準備金  970,980   2,976,387    

　資本剰余金合計   970,980 24.7  2,976,387 36.5 2,005,407

Ⅲ　利益剰余金         

１. 任意積立金         

  別途積立金  ―   600,000    

２. 当期未処分利益  972,778   352,004    

　利益剰余金合計   972,778 24.8  952,004 11.7 △20,774

Ⅳ　その他有価証券評価　　
差額金

※２  34 0.0  419 0.0 384

Ⅴ　自己株式 ※３  ― ―  △376,079 △4.6 △376,079

　資本合計   3,257,849 83.0  6,871,448 84.3 3,613,598

　負債・資本合計   3,924,144 100.0  8,147,283 100.0 4,223,138
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(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）

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  3,557,350 100.0 3,613,416 100.0 56,066

Ⅱ　売上原価  1,897,811 53.3 2,135,028 59.1 237,217

売上総利益  1,659,539 46.7 1,478,388 40.9 △181,150

Ⅲ　販売費及び一般管理費   

１. 広告宣伝費  119,380 89,316  

２. 役員報酬  74,263 101,445  

３. 給料手当  121,947 166,487  

４. 賞与  6,996 ―  

５. 法定福利費  17,076 24,103  

６. 福利厚生費  826 556  

７. キャリア手数料  349,285 356,573  

８. 消耗品費  6,621 15,498  

９. 支払手数料  169,251 195,421  

10. 減価償却費  4,232 9,183  

11. 地代家賃  25,695 33,599  

12. 貸倒損失  35,302 26,097  

13. 貸倒引当金繰入額  7,975 6,600  

14. 交際費  2,643 6,264  

15. その他  ※１ 53,829 995,330 28.0 94,955 1,126,104 31.2 130,774

営業利益  664,209 18.7 352,283 9.7 △311,925

Ⅳ　営業外収益   

１. 受取利息  210 309  

２. 受取配当金  0 3  

３. 業務受託料 ※３ ― 2,240  

４. 投資事業組合等
　　投資利益

 ― 198  

５. その他  138 350 0.0 500 3,250 0.1 2,900

Ⅴ　営業外費用   

１. 新株発行費  389 37,524  

２. 支払手数料  ― 23,407  

３. 為替差損  2,796 250  

４. 投資事業組合等
　　投資損失

 436 ―  

５. その他  ― 3,622 0.1 2,041 63,224 1.7 59,602

経常利益  660,937 18.6 292,310 8.1 △368,626
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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）

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）

Ⅵ　特別利益   

１. 投資有価証券売却益  169 169 0.0 178 178 0.0 8

Ⅶ　特別損失   

１. 投資有価証券売却損  ―   70,000    

２. 固定資産除却損  ※２ 35 35 0.0 12 70,012 1.9 69,977

税引前当期純利益  661,071 18.6 222,476 6.2 △438,595

法人税、住民税及び
事業税

 286,991 90,044  

法人税等調整額  △2,150 284,841 8.0 4,371 94,415 2.7 △190,425

当期純利益  376,230 10.6 128,061 3.5 △248,169

前期繰越利益  596,548 223,943 △372,604

当期未処分利益  972,778 352,004 △620,774
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

　  税引前当期純利益 661,071

    減価償却費 30,497

    貸倒引当金の増加額 7,975

    受取利息及び受取配当金 △211

    投資事業組合等投資損失 436

    投資有価証券売却益 △169

    有形固定資産除却損 35

    売上債権の増加額 △86,661

    たな卸資産の増加額 △56,836

    仕入債務の増加額 2,657

    未払金の増加額 23,958

    その他 154,072

小計 736,825

    利息及び配当金の受取額 209

    法人税等の支払額 △238,410

営業活動によるキャッシュ・
フロー

498,624

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

△12,946

    無形固定資産の取得による
支出

△6,239

    投資有価証券の取得による
支出

△9,850

    投資有価証券の売却による
収入

1,329

    関係会社株式の取得による
支出

△100,000

    その他 △8,945

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△136,652
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    株式の発行による収入 36,671

    配当金の支払額 △90,032

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△53,360

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△711

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 307,899

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

2,047,025

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

※１ 2,354,924
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(4）利益処分案

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年６月28日）

当事業年度
株主総会予定日

（平成18年６月27日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 972,778 352,004 △620,774

Ⅱ　利益処分額  

１. 配当金 110,935 115,138  

２. 役員賞与金 37,900 －  

　　（うち監査役） (4,600)   

３. 任意積立金    

　　別途積立金 600,000 748,835 － 115,138 △633,697

Ⅲ　次期繰越利益 223,943 236,866 12,923
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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)関連会社株式

   移動平均法による原価法によってお

 ります。

(2)その他有価証券

①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）によっております。

 

 

(1)子会社及び関連会社株式

同左

 

(2)その他有価証券

①時価のあるもの

同左

 

 

 

 ②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)仕掛品

　 個別法による原価法によっておりま

 す。

(1)仕掛品

同左

(2)貯蔵品

　 総平均法による原価法によっており

 ます。

(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（ただし、工具器具備品のう

 ち、パソコン及びサーバーについては

 定額法）によっております。

　 なお、主な耐用年数は以下のとおり

 であります。

　 建物　　　　　３～18年

　 工具器具備品　３～20年

(1)有形固定資産

同左

　

　

　

(2)無形固定資産

　 定額法によっております。

 　なお、自社利用のソフトウェアにつ

 いては、社内における利用可能期間

 （３～５年）に基づいております。

(2)無形固定資産

同左

 

４. 繰延資産の処理方法  新株発行費

    支出時に全額費用として処理しており

  ます。

 新株発行費

同左
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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）

５. 外貨建の資産及び負債の

　本邦通貨への換算基準

　 外貨建金銭債権債務は、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。

同左

６. 引当金の計上基準  貸倒引当金

　 債権の貸倒れによる損失に備えるため

 、一般債権については貸倒実績率による

 計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権に

 ついては個別に回収可能性を勘案し、回

 収不能見込額を計上しております。

 貸倒引当金

同左

７. 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

 ８. 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。

 ──────

 ９. その他財務諸表作成のた

 めの基本となる重要な事

 項

 消費税等の会計処理

　 税抜方式を採用しております。

 消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

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」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。
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注記事項

（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　授権株式数及び発行済株式総数 ※１　授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式 250,896株

発行済株式総数 普通株式 92,446株

授権株式数 普通株式 250,896株

発行済株式総数 普通株式 117,408株

 ※２　配当制限

　 商法施行規則 第124条第３号に規定する資産に

 時価を付したことにより増加した純資産額は、34

 千円であります。

 ※２　配当制限

　 商法施行規則 第124条第３号に規定する資産に

 時価を付したことにより増加した純資産額は、419

 千円であります。

 ※３　              ──────

　　　　　 　  

　　　　　　　　 　　　 

 ※３　自己株式

　 当社が保有する自己株式の数は、普通株式2,270

 株であります。

（当期中の発行済株式数の増加）

発行形態 発行株式数（株） 発行価格（円） 資本組入額（千円）

第三者割当有償増資 22,467 173,000 1,943,395

新株引受権の行使　※１ 1,956 38,333 37,490

新株予約権の行使　※２ 152 38,334 2,913

新株予約権の行使　※３ 387 107,805 20,860

※１　商法等改正整備法第19条第２項の規定により新株予約権付社債とみなされる新株引受権（第３回無担保社債（新

　　　株引受権付））であります。

※２　旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株予約権（第１回ストックオプション）であります。

※３　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（第２回ストックオプション）であります。

（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　　　　　　　 ──────　

                     

 

 

 ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 

　　　 工具器具備品　　　　　　　　　　　  35千円

 

 ※１　研究開発費の総額 　

　　　   

       一般管理費に含まれる研究開発費  20,012千円

 

 ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 

　　　 工具器具備品　　　　　　　　　　　  12千円

 

 ※３　　　　　　　 ──────

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ※３　関係会社との取引により発生した営業外収益は

　　 以下のとおりであります。　　　   

          

       業務受託料　　　　　　　　　　   2,240千円　
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（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） 

 ※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日現在） 

 ──────

現金及び預金勘定 2,354,924千円 

現金及び現金同等物 2,354,924千円 

  

  

－ 12 －



（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）

　重要性が乏しく、また、契約一件当たりの金額が少額な

ため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記

載を省略しております。

同左

（有価証券関係）

前事業年度（平成17年３月31日）

　１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価 (千円)
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの
株式 290 349 59

合計 290 349 59

　２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17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）

1,160 169 ―

　３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券

　　投資事業有限責任組合等の出資金
7,796

当事業年度（平成18年３月31日）

　当事業年度における「有価証券」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く。）については、

連結財務諸表における注記事項として記載しております。

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（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。

（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）

　当社は、退職給付制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。
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（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 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（流動）

未払事業税  12,498千円

未払事業所税 368

一括償却資産 915

製造原価否認 11,714

その他 177

繰延税金資産合計（流動）  25,674

繰延税金資産（固定）

減価償却費 7,548

一括償却資産 439

繰越外国税額控除 11,944

小計 19,931

評価性引当金 △11,944

繰延税金資産合計（固定） 7,987

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 24

繰延税金負債合計（固定） 24

繰延税金資産（固定）の純額  7,962

繰延税金資産（流動）

未払事業税 1,684千円

未払事業所税 1,050

一括償却資産 1,338

製造原価否認 19,246

繰延税金資産合計（流動） 23,320

繰延税金資産（固定）

減価償却費 5,070

一括償却資産 899

繰越外国税額控除 17,068

小計 23,038

評価性引当金 △17,068

繰延税金資産合計（固定） 5,970

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 287

繰延税金負債合計（固定） 287

繰延税金資産（固定）の純額 5,682

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 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3

住民税均等割等 0.4

評価性引当金増加額 1.8

その他  △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1

  

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

担率との差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため、記載を省略しております。

（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）

　利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性に乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

１．役員及び個人主要株主等

 （単位：千円）

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金

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

取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 角川歴彦 － －

当社取締役

株式会社角

川書店代表

取締役会長

兼C.E.O.

角川映画株

式会社代表

取締役会長

被所有

直接

0.97％

－ －

ロイヤリティ

の支払

（注）３

663 買掛金 795

ロイヤリティ

の支払

（注）４

2,617 買掛金 4,431

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１．価格その他の取引条件は、当社と関連を有しないほかの当事者と同様の条件によっております。

２．記載金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

３．角川歴彦が第三者（㈱角川書店）の代表者として行った取引であります。

４．角川歴彦が第三者（角川映画㈱）の代表者として行った取引であります。

５．角川歴彦は、平成16年７月31日付にて当社の取締役を退任いたしましたので、取引金額については、関連当

事者であった期間の取引を、期末残高については関連当事者でなくなった時点の残高を記載しております。
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（１株当たり情報）

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  34,830円59銭

１株当たり当期純利益金額 3,673円95銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

3,557円96銭

１株当たり純資産額 59,680円11銭

１株当たり当期純利益金額 1,211円84銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

1,185円49銭

　　 当社は、平成16年２月12日開催の取締役会決議によ
   り、平成16年５月20日付をもって普通株式１株を３株
　 に分割を行いました。前期首に当該株式分割が行われ
　 たと仮定した場合における１株当たりの情報は以下の
　 とおりとなっております。
 （前事業年度）

 

１株当たり純資産額 31,986円10銭

１株当たり当期純利益金額 4,148円71銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

3,767円40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金額   

　当期純利益　　　　　　　　　（千円） 376,230 128,061

  普通株主に帰属しない金額    （千円） 37,900 ―

（うち利益処分による役員賞与） (37,900) （―）

　普通株式に係る当期純利益　　（千円） 338,330 128,061

　期中平均株式数　　　　　　　　（株） 92,089 105,675

   

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） 3,002 2,349

（うち新株引受権（新株予約権付社債）） (1,624) (1,027)

 （うち新株予約権） (1,378) (1,322)

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

 

―

 

―
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16月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．当社は、平成17年５月19日開催の取締役会において

　 、商法第211条ノ３第１項第２号 の規定（定款授権に

   基づく取締役会決議による自己株式の買受け）に基づ

　 き、経営環境の変化に応じて機動的な資本政策の遂行

   をするため、取得期限を平成17年５月20日から平成17

   年６月10日まで、取得する株式の総数を 4,000株（上

   限）取得価額の総額を 600百万円（上限）とする自己

　 株式(当社普通株式)の取得を決議し、以下のとおりこ

   れを実施いたしました。

   ①　取得の方法

　　   ジャスダック証券取引所における市場買付け

   ②　取得した株式の数

　　   2,270株

   ③　取得価額の総額

　　   376百万円

   ④　取得の時期　　

　　   平成17年５月20日から平成17年６月10日まで 

───────

 ２．当社は、平成17年６月28日開催の定時株主総会にお

   いて、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定による

   ストックオプション（新株予約権）の発行について、

　 以下のとおり決議いたしました。

 　①　発行の対象者

　　　 当社の取締役、監査役、従業員、当社の協力

　　　 取引先及び協力先の代表者（上限9,000個）

　 ②　新株予約権の目的たる株式の種類

　　　 当社普通株式

　 ③　新株予約権の発行価額

　　　 無償

　 ④　新株予約権の権利行使期間

　　　 平成19年６月29日から平成27年６月28日まで 

 

 ３．当社は、平成17年５月19日開催の取締役会おいて、

   子会社を設立することを以下のとおり決議いたしまし

   た。

  (1)　子会社の概要

　 ①　社名

　　　 株式会社モバイル・リサーチ　　　　

　 ②　資本金

　　　 １億円

　 ③　事業内容

　　　 携帯電話向けインターネットリサーチ事業

　 ④　設立の時期

　　　 平成17年７月１日

　 ⑤　出資比率

　　　 当社　86％、(株)バルク　14％

　(2） 設立の目的

　　　 当該子会社は、現在拡大し続けているマーケティ

     ングリサーチ市場における、携帯電話向けインター

     ネットリサーチ事業を目的としています。
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８．役員の異動（平成18年６月27日付予定）

(1）．新任取締役候補

取締役管理本部長　　　　善村　　賢治　（現　管理本部長）

取締役社長室長　　　　　尾作　　禎蔵　（現　社長室長）

 

以　　上
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