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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                      (注)金額は百万円未満切捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％
3,587    (17.4) 

    3,055        (13.7) 

百万円   ％
           127      (140.7) 
            52        － 

百万円   ％
      125   （125.2）
            55         － 

 

 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   ％ 
176     (238.1) 

     52         － 

円  銭
10,171.32
3,895.22

円  銭
――― 
――― 

％
12.5 
5.7 

％ 
6.3 
3.9 

％
3.5 
1.8 

(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   17,380 株     17年３月期   13,423 株 
③会計処理の方法の変更   有 
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    0 
     0    0 

円  銭 
   0     0 

0     0 

円  銭
0    0 

  0   0 

百万円
――― 
――― 

％ 
 ――― 
――― 

％
――― 
――― 

 
(3) 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
 

18年３月期 
17年３月期 

百万円 
2,122 
1,870 

百万円
1,501 
1,325 

％ 
70.8 
70.8 

円   銭
86,418.77 
76,247.45 

(注)①期末発行済株式数   18年３月期   17,380 株   17年３月期   17,380 株 

②期末自己株式数    18年３月期      0 株   17年３月期        0 株 
 
(4) 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 

 
18年３月期 
17年３月期 

百万円 
58 
121 

百万円
△1 
△0 

百万円 
――― 

756 

百万円
1,282 
1,225 

 
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  
 

中間期 
通 期 

百万円 
1,897 
4,022 

百万円
39 
150 

百万円
32 
142 

円 銭
0 0 
0    0 

円 銭 
 －   － 

   0   0 

円 銭
－ －
0   0 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)6,990円68銭 

 

 ※ 当資料に記載した業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しでありリスクや不確実

性を含んでおります。 

実際の業績は、今後の様々な要因により、これら業績見通しとは異なる結果となる可能性があります。 
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１．企業集団の状況 

当社は、親会社及び関係会社を有しておりませんので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 

当社はインターネット、モバイル、雑誌という三つの自社メディアを持つ事の特性を活かし、無店舗型ファッ

ション小売業のリーディングカンパニーとして消費者と商品サプライヤーとの間に新しい関係を築き、時間的、

地理的制約を超えた新しい流通形態を構築し、新たな価値を提供いたします。 

当社は、企業は「社会の公器」であるとの考えのもと、社会の健全な発展に役立つ商品やサービスを提供し、

社会に貢献するという経営理念があります。この経営理念の実現をめざし、弛まぬ努力とチャレンジにより、お

客様、取引先様、株主様、従業員の皆様からの満足が有って、当社の満足が得られるとの理念を基に事業展開を

続けてまいります。そして、経営の透明性を高め、説明責任を果たすことにより、企業価値の向上に努めてまい

ります。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

     当社は、急速に拡大するｅコマース市場において、継続的な事業の成長およびリーディングカンパニーとして

の確固たる地位の確立のため、積極的な事業投資と財務体質の強化を進めております。そのため、設立以来の利

益につきましては内部留保とさせて頂いており、利益配当はまだ行っておりません。しかしながら、株主の皆様

に対する配当を通じた利益還元は重要な経営課題の一つとして捉えており、内部留保とのバランスを図りながら、

各期の経営成績及び財務状態を勘案して、配当による株主に対する利益還元を検討していく方針であります。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

     当社は、投資単位を適切に維持し株式の流動性を高めることが多様な投資家の参加を促し適正な株価の形成に

繋がるものと考えており、今後株価の推移に注視し、株式需給環境等を総合的に勘案しながら、投資単位に関す

る施策につき検討してまいりたいと考えております。 

 

(4) 目標とする経営指標 

     当社が重視している経営指標は、売上高および売上高営業利益率であります。インターネットを通じた商品販

売方式が定着し、小売業におけるｅコマース化率が向上することにより、当社の売上高と売上高営業利益率が向

上するものと目論んでおり、中長期的にはなるべく早い時期での売上高100億円以上、および10％以上の売上高営

業利益率の達成を目標としております。 

 

(5) 中長期的な経営戦略 

     インターネット、モバイル、雑誌という３つの自社メディアを使っての商品販売を急速に拡大していきます。

その為に下記施策を実施し、事業規模を拡大し、企業価値の増大を図っていく所存であります。 

① 商品販売の顧客層を拡大する 

現在主として２０代～３０代の女性が販売顧客のターゲットですが、これを１０代や４０代の年齢にも拡

げる。更に、２０代の女性においても当社が今まで取り扱っていたファッションと少々嗜好の違う女性顧客

も獲得強化いたします。 

② 販売地域を海外にも拡大する 

当社の主な販売地域は日本全国ですが、そのマーケットを中国を始めとした海外にも拡げます。（既に香

港には進出済み）。  

③ 他のメディアとの提携 

テレビや他社の雑誌、動画配信会社等と提携し、商品販売の顧客層の拡大を目指します。既に出版社やテ

レビ局とのコラボ企画がスタートしております。 

④ 優良提携先への資本参加 

   当社が既に獲得しております５２万人の商品購入顧客を有効に活用でき、相乗効果が期待出来る会社が有

れば、事業拡大を加速する有力な手段としてＭ＆Ａも検討いたします。 

 

(6) 会社が対処すべき課題 

   当社はこれまでの営業活動を通じて、商品購入経験のある登録会員を既に52万人以上獲得しておりますが、更

にこの会員数を増加させ、ファッション業界におけるｅコマースサイトでNo．1の地位を確固たるものにすると同

時に、成長力があり継続的に社会貢献の出来る会社として事業に邁進していく所存であります。 

① 収益拡大に向けての取組み 

当社の収益の源泉でありますeコマース事業におきましては、以下のような取組みによって事業の成長と収

益の拡大を図ってまいります。 

a.モバイルコマース事業の拡大 

今後、携帯電話端末を使ったモバイルコマースが更に拡大する事が期待され、この分野で先行サイト運

営者と連携する事により、新たな顧客を導入してまいります。 

b.中国向けサイトの構築 

中国でのeコマースは今後急激に拡大する事が予想され、中国特有のカントリーリスクを十分考慮して進

出を図りたいと考えております。既に雑誌『Look!s』の香港での販売は開始しておりますが、中国の種々
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規制を考慮しつつ、慎重に進出を図りたいと考えております。 

c.動画コンテンツ制作 

『Stylife beauty』で経験した動画コンテンツ制作のノウハウを活かして新しい事業モデル（広告収入）

を確立したいと考えております。 

② 成長の基盤となる管理体制の充実 

当社営業収益の拡大と高成長を実現し、新規事業投資や、人員補強や、リスク管理体制を充実させて会社

の成長と経営管理のバランスの取れた組織運営を行っていく所存であります。 

 

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、企業収益の改善による設備投資や個人消費の緩やかな回復など景気浮揚の兆しが

見え始めてまいりましたが、原油価格の上昇による関連商品価格の上昇、定率減税の廃止などの先行き不安感か

ら消費を取り巻く環境は依然として楽観視できない状況です。 

    この様な状況下、当社はファッション通販雑誌『Look!s』とインターネット・サイト『Stylife 

(www.stylife.co.jp)』および携帯サイト『スタイライフ/Look!s』（主要キャリア３社の公式サイト）に加え、

平成17年10月、新たな顧客層を獲得する為にインターネット・サイト『nuan+』（www.nuan.gr.jp）をオープンし、

主として女性向けに衣料品、雑貨を中心としたファッション商品の販売拡大に注力致しました。 

まずLook!s事業におきましては、前期に引続き社員の意識向上策や人材の積極的な投入、更にLook!s創刊以来

初めてとなる増刊号を２月に発行し、売上高1,921百万円（前期比19.8％増）で、増収となりました。 

次にネット事業におきましては、引続き取扱いブランドの改廃、またモバイル事業の拡大、更に、平成17年８

月、女性の【美】を追求する情報サイト『Stylife beauty』(www.stylife-b.jp)をオープン、女性の【美】に関

する情報を満載し、動画コンテンツをキラーコンテンツとして捉え、顧客の拡大に努めてまいりました。また

『Stylife beauty』の一部のコンテンツをYahoo!に提供し人気コンテンツになるなどの成果もあって、順調にこ

のサイトへの広告収入を増やすことが出来、まずまずのスタートを切ることが出来ました。  

これらネット事業における積極的な拡大策が功を奏し、売上高は1,666百万円（前期比14.8％増）とこちらも増

収となりました。 

これにより当期の売上高は3,587百万円（前期比17.4％増）、営業利益が127百万円（前期比140.7％増）となり、

営業外収益1百万円と営業外費用3百万円を加えまして、経常利益は125百万円（前期比125.2％増）となりました。

更に特別損失3百万円と法人税等及び同調整額55百万円を加えまして、当期純利益は176百万円（前期比238.1％増）

となりました。 

 

(2) 今後の見通し 

アパレルネット通販における当社の市場占有率は、約1.5％程度であり、この占有率を４-５年後に３％にした

いと考えております。その場合は100億円規模の売上を達成する事になります。 

特に流行ファッションを販売しているネット企業はここ 近で４-５社に勝ち組は絞られて来ております。業界動

向分析は以下の通りでございます。 

《業界動向分析》 

① Ｅコマース(BtoC)の普及 

インターネットによる一般消費者のインターネットを通じた商品購入はここ数年で急激な伸びを示してお

り、経済産業省のデータによると1998年645億円だった市場が2004年には5兆6,430億円になり、この6年間で

87.5倍もの急成長を遂げている。更に今後も順調な伸びが期待され、当社においても市場拡大に伴い売上が

順調に伸びていくものと予想されます。 

② 衣料・アクセサリーのBtoC市場 

経済産業省のデータによると、2004年の衣料・アクセサリーのBtoC市場は1,830億円となって年々成長して

おります。更に全小売業における電子商取引の割合を示す電子商取引化率も年々成長しており2004年の2.1％

が米国並みの8～10％になるのも、さほど遠い将来ではないと予想され、衣料・アクセサリーのBtoC市場は1

兆円程度になると予想されます。 

③ モバイル通販市場 

経済産業省のデータによると、モバイル通販市場は2003年の7,770億円から2004年に9,710億円と驚異的な

伸びを示し、更に2007年には1兆7,760億円の市場になると予想しております。当社は、「Look!s事業」「ネ

ット事業」に続く3本目の柱としてモバイル通販事業に多くの経営資源を投入し、急拡大を目指しております。 

④ 出版市場 

出版協会のデータによると、出版市場全体では2004年度は8年ぶりに前年を上回ったと報告されているが、

書籍が好調であっただけで、雑誌においては引き続き市場が収縮しており、厳しい状態が続いている。雑誌

の落ち込みをカバーしようと出版社の創刊ラッシュで一誌当たりの部数が更に減少している状況である。こ

のような状況下、当社の「Look!s」は健闘しており、若干ながら部数増となっているものの、急拡大は望め

ないものと予想しており、事業計画上は微増にとどめております。 

 

 

 

(3) 財政状態 

① 財政状態の分析 
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a.資産 

          当年度における資産は、前期比251百万円増加しております。その主な原因は、現金及び預金57百万円、

売上の増加に伴う売掛金の増加155百万円及び繰延税金資産58百万円によるものです。 

b.負債 

          当年度における負債は、前期比74百万円増加しております。その主な原因は仕入の増加に伴う買掛金の

増加79百万円によるものです。 

c.資本 

          当年度における資本の増加は、当期純利益176百万円によるものです。 

② キャッシュ・フローの分析 

         当事業年度末における現金及び現金同等物は、1,282,314千円（前期比57,083千円増加）となりました。 

各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

         営業活動によって得られた資金は、58,191千円であります。主な増加要因は、税引前当期純利益121,379

千円及び仕入債務の増加79,075千円であり、主な減少要因は、売上債権増加による217,092千円であります。 

（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、1,107千円となりました。主な支出要因は、サーバ購入による909千円、

敷金差し入れ198千円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によるキャッシュ・フローはありません。 

 

(4) 事業等のリスク 

① ネット事業に係わる一般的なリスク 

a.インターネット通販の法的規制について 

当社は、国内の通信販売事業に売上高の大部分を依存しておりますが、当該事業は「特定商

取引に関する法律」、「消費者契約法」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「薬事法」等

による法的規制を受けております。当社は、管理体制の構築等によりこれら法令を遵守する体

制を整備しておりますが、これら法令に違反する行為が行われた場合もしくは、法令の改正ま

たは新たな法令の制定が行われた場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

また、ショッピングの専用サイト「Stylife」を通じてインターネットによる電子商取引を

行っています。そのため、消費者保護や顧客情報の漏洩防止に十分配慮する必要があり、社団

法人日本通信販売協会「通信販売業における電子商取引のガイドライン」、「通信販売におけ

る個人情報保護ガイドライン」等の自主規制に準拠して事業を運営しております。今後これら

の規制の改正や新たな法的規制が設けられる場合には、当社の業績が影響を受ける可能性があ

ります。 

b.個人情報保護について 

当社顧客等の個人情報につきましては、システム設計上での配慮は当然ながら、個人情報に

関する社内でのアクセス権限の設定等や外部データセンターで厳重な情報管理等、管理面及び

物理的側面からもその取扱いに細心の注意を払い管理しております。しかしながら、外部から

の不正なアクセスや想定していない事態によって個人情報の外部流出等が発生した場合には、

当社業績及び企業としての社会的信用に悪影響を与える可能性があります。また、当社は個人

情報保護法等の関連諸法令を遵守し、平成17年４月よりの個人情報保護法全面施行により、プ

ライバシーマークの取得準備を進めております。 

c.システムトラブルに関するリスク 

当社の事業はコンピューターシステムを結ぶ通信ネットワークに依存しており、自然災害や

事故などによって通信ネットワークが切断された場合は当社の営業活動は不可能になります。

また、何らかの原因による一時的な過負荷によって当社またはインターネット・サービス・プ

ロバイダーのサーバ が作動不能に陥ったり、外部からの不正な手段によるサーバへの侵入な

どの犯罪や役職員の過誤によるネットワーク障害が発生する可能性があります。これらの障害

が発生した場合には、当社に直接的損害が生じるほか、サーバの作動不能や欠陥等に起因する

取引停止等については、当社に対する訴訟や損害賠償など、当社の信頼を損ない、当社の事業

に影響を及ぼす可能性があります。 
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② 知的財産権に係わるリスク 

当社は、運営するサイトの名称及びサービスの名称、雑誌の名称について商標登録を行っており

ます。一方、現在のEコマース事業におけるシステムやビジネスモデル等における特許権等の申請

を行う予定はありませんが、他社が類似のシステムやビジネスモデル等を生み出した場合には、さ

らなる競争の激化により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。尚、現時点において当社

は第三者の知的財産権の侵害は存在していないと認識しておりますが、今後も知的財産権の侵害を

理由とする訴訟やクレームが提起されないという保証はなく、そのような事態が発生した場合に

は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

③ 競合の激化による業績変動のリスク 

当社はインターネット・携帯・雑誌の３つのメディアを使い、顧客ニーズに対応したサービス・

商品を提供するメディアミックスというビジネスモデルで事業を展開しております。これらの各単

体分野においては多くの競合他社が存在し、今後も新規参入が増加するものと考えております。 

またインターネット関連は技術の進歩が目覚しく、携帯コンテンツ市場においても成長分野とし

て需要増傾向にあります。新規参入企業の急激な増加による価格競争や市場の急激な変化や成長が

鈍化した場合には、当社事業において優位性が後退し、顧客にとって魅力的な商品が提供できない

など当社の事業に影響を与える可能性があります。 

④ 雑誌の販売について 

当社が発行する雑誌「Look!s」は、雑誌コードを持ち一般書店やコンビニエンス・ストアで購入

出来る通販機能を持ったファッション雑誌でありますが、若年層を中心とした携帯電話の普及によ

って雑誌販売が低迷した場合には、雑誌販売そのものに影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 需要予測に基づく仕入れについて 

当社が通販雑誌「Look!s」に掲載し販売する商品は、雑誌発刊前に需要予測に基づいた仕入れを

行っております。しかしながら、実際の受注は天候や景気その他様々な要因に左右されるため、実

際の受注が需要予測を上回った場合には、追加仕入れが受注スピードに応じきれないケースもあり

販売機会を失うこととなり、他の商品と別に発送するための費用等がかかります。また、実際の受

注が需要予測を下回った場合には、当社に過剰在庫が発生しキャッシュ・フローへの影響や商品評

価損が発生する可能性があります。 

⑥ 返品について 

当社は、通信販売という販売形態をとっていることから、顧客サービスの一環として一定のルー

ルのもとに返品を受け入れております。返品の受入にあたっては、返送品の処理、代替商品の配送

等追加的な費用が発生することから、返品が多数発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

⑦ 特定の経営者への依存によるリスク 

当社の代表取締役社長である岩本眞二は当社の経営方針及び事業戦略を決定するとともに、ビジ

ネスモデルの構築から事業化に至るまで極めて重要な役割を果たしております。そのため、今後も

当社の業務全般においては岩本眞二の経営手腕に依存する部分が大きいと考えられます。したがっ

て、何らかの理由により岩本眞二がその職を離れた場合には、当社の事業展開に影響を与える可能

性があります。 

⑧ 小規模組織による管理体制と人材確保について 

当社は平成18年３月31日現在、従業員65名と組織が小さく、内部管理体制もこのような規模に応

じたものとなっております。当社は業務拡大途上にあり、営業体制の強化や雑誌編集体制の強化の

必要もある為、これらの要請に適切に対応できる人材を確保する必要があります。しかしながら、

当社の商品・雑誌の拡販及びモバイル・インターネット通販事業の拡大のための予定通りの人材の

確保ができなかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑨ 配当政策について 

当社は、設立以来、経営基盤の長期安定に向け財務体質の強化と今後の事業展開に備えるため内部留保の充

実を図ってまいりました。そのため、現在に至るまで配当は実施しておりません。株主への利益還元を行うこ

とを経営戦略の重要な軸に据えており、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等を勘案しつつ利益配当も今

後検討する所存であります。 

⑩ 大株主との関係について 
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当社には「その他の関係会社」として興和株式会社と株式会社オプトがあります。 

両社の当社発行済株式の所有割合は共に33.37％（平成18年３月31日現在）であります。 

両社グループにおける当社の位置付け、取引内容、役員の兼任状況は以下のとおりでございます。 

なお、両社からの役員の兼任につきましては、コーポレート・ガバナンス強化の観点より、外部から「健全な

経営の遂行」「適正な経営の遂行」を監視していくことを目的として当社が招聘したものであり、経営の独立

性については確保されているものと確認しております。 

a.興和株式会社 

 興和株式会社における当社の位置付けは、グループ内のB2Cネット企業として、新製品の直販等を実験的

に実施する役割を果たしております。 

また、興和株式会社との取引は、一般取引先と同様の取引条件によっておこなっており、平成18年３月期

における取引内容は、下記の通りであります。 

売上高          8,318千円 

仕入高            19,653千円 

平成18年３月31日現在における興和株式会社との人的関係につきましては、下記の通りであります。 

(a)役員の兼務状況 

           取締役 若狭 壮行（興和株式会社 取締役） 

           監査役 松本 洋美（興和株式会社 取締役） 

(b)従業員の出向受入 

       ２名 

b.株式会社オプト 

株式会社オプトグループにおける当社の位置付けは、グループ内におけるEC企業としての役割を果たして

おります。 

また、株式会社オプトとの取引は、一般取引先と同様の取引条件によって行っており、平成18年３月期に

おける取引内容は、下記の通りであります。 

売上高                 65,334千円 

販売費及び一般管理費   36,487千円 

平成18年３月31日現在における株式会社オプトとの人的関係につきましては、下記の通りであります。

(a)役員の兼務状況 

取締役 鉢嶺 登  （株式会社オプト 代表取締役） 

監査役 小林 正樹（株式会社オプト 取締役） 

(b)従業員の出向受入 

１名 

⑪ ベンチャーキャピタル及び投資事業組合の当社株式保有比率について 

平成18年３月31日現在における当社発行済株式総数は、普通株式17,380株であります。そのうちベンチャー

キャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した投資事業組合(以下、「VC等」という)が所有している株式数

は普通株式4,670株であり、その所有割合は発行済株式総数の26.9％であります。一般的に、VC等による当社

株式の所有目的は、株式公開後に当社株式を売却してキャピタルゲインを得ることであることから、VC等は当

社の株式公開後において所有する株式の全部又は一部を売却することが想定されます。なお、当該株式売却に

より、短期的に需給バランスの悪化が生じる可能性があり、当社株式の市場価格に影響する可能性があります。

⑫ ストックオプションについて 

当社は、経営参画意識の向上と業績に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプションを

付与しております。平成18年3月31日現在、同ストックオプションの潜在株式は888株であり発行済株式総数

17,380株の5.1％に相当しております。 

なお同ストックオプションが行使されれば、株式が発行されるため、当社の１株当たりの株式価値は希薄化

します。また、短期的な需給バランスの変動が生じ、株価形成へ影響を及ぼす可能性もあります。 

また、当社は役員及び社員の士気を高めると同時に人材を獲得するために、今後もストックオプションの付

与を行う可能性がありますが、この場合は株式価値の希薄化をさらに招く恐れがあります。 
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４．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） 
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   1,225,230 1,282,314  57,083

２．売掛金   376,679 532,546  155,867

３．商品   213,547 183,206  △30,340

４．仕掛品   2,693 4,708  2,015

５．貯蔵品   3,313 5,051  1,738

６．前渡金   － 131  131

７. 前払費用   12,063 21,640  9,577

８. 繰延税金資産   － 58,638  58,638

９．その他   10,103 6,076  △4,027

貸倒引当金   △1,410     －     1,410

流動資産合計   1,842,220 98.5 2,094,314 98.7  252,094

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

１.建物付属設備  1,257 1,257 0 

       減価償却累計額  378 878 521 735 142 △142

２.工具器具備品  2,158 3,067 909 

減価償却累計額  1,772 385 2,161 905 389 519

有形固定資産合計   1,263 0.1 1,641 0.1  377

(2）無形固定資産    

１．電話加入権   802 802  0

２．ソフトウェア   183 91  △91

無形固定資産合計   986 0.0 894 0.0  △91

(3）投資その他の資産    

１．敷金   23,371 23,569  198

２. 破産更生債権等   － 1,728  1,728

３. 長期前払費用   451 112  △338

  貸倒引当金   － △1,481  △1,481

投資その他の資産合
計 

  23,822 1.3 23,929 1.1  107

固定資産合計   26,072 1.4 26,464 1.2  392

Ⅲ 繰延資産    

１. 新株発行費   2,486 1,243  
△1,243

繰延資産合計   2,486 0.1 1,243 0.1  △1,243

資産合計   1,870,779 100.0 2,122,022 100.0  251,243
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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   347,194 426,270  79,075

２．未払金   82,147 82,752  604

３．未払法人税等   8,107 6,882  △1,224

４．未払消費税等   7,668 14,029  6,361

５．預り金   14,695 18,712  4,017

６．賞与引当金   12,385 24,254  11,868

７．返品調整引当金   59,496 26,273  △33,223

８．販売促進引当金   3,379 5,019  1,639

９．その他   1,959 1,883  △76

流動負債合計   537,034 28.7 606,079 28.5  69,044

Ⅱ 固定負債    

１．退職給付引当金   4,214 7,968  3,754

２. 役員退職慰労引当金   3,350 6,016  2,666

３. その他   1,000 －  △1,000

固定負債合計   8,564 0.5 13,985 0.7  5,420

負債合計   545,598 29.2 620,064 29.2  74,465

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※１  1,136,000 60.7 1,136,000 53.5  0

Ⅱ 資本剰余金    －

 １.資本準備金  678,681 189,180   

  資本剰余金合計   678,681 36.3 189,180 8.9  △489,500

Ⅲ 利益剰余金    

１. 当期未処分利益（当
期未処理損失△） 

 
 △489,500 176,777  

利益剰余金合計   
△489,500

△26.2
176,777

8.4  
666,278

資本合計   1,325,180 70.8 1,501,958 70.8  176,777

負債資本合計   1,870,779 100.0 2,122,022 100.0  251,243
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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） 

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   3,055,003 100.0 3,587,949 100.0  532,946

Ⅱ 売上原価    

１．商品期首たな卸高  183,649 213,547 29,897 

２．当期商品仕入高  1,733,465 1,918,059 184,594 

３．当期製品製造原価  251,668 334,470 82,802 

   合計  2,168,782 2,466,077 297,294 

４．商品期末たな卸高  213,547 1,955,235 64.0 183,206 2,282,870 63.6 △30,340 327,635

  売上総利益   1,099,767
36.0

1,305,078 36.4  205,311

返品調整引当金戻入額   52,160 1.7 59,496 1.6  7,335

 返品調整引当金繰入額   59,496 1.9 26,273 0.7  △33,223

差引売上総利益   1,092,431 35.8 1,338,301 37.3  245,869

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．搬送関連費用  255,392 263,318  

２．広告宣伝費  92,912 123,577  

３．販売促進費  151,993 236,897  

４．支払リース料  77,158 66,483  

５．通信費  36,338 31,564  

６.販売促進引当金繰入
額 

 3,379 5,019  

７．役員報酬  20,831 20,638  

８．給与  231,867 260,282  

９．賞与  8,294 8,266  

10．賞与引当金繰入額  12,385 23,186  

11．退職給付費用  3,279 4,745  

12. 役員退職慰労引当金
繰入額 

 3,350 2,666  

13．法定福利費  32,791 37,335  

14．支払家賃  30,307 30,726  

15．減価償却費  492 624  

16. 貸倒引当金繰入額  105 70  

17．その他  78,739 1,039,617 34.1 95,782 1,211,185 33.8  171,568

 
営業利益 
 

  52,814 1.7 127,115 3.5  74,301
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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） 

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） 

 Ⅳ 営業外収益    

１. 受取利息  4 0 △4 

２. 業務受託料 ※1 450 － △450 

３. 商品遅延損害金収
入 

 3,092 165 △2,927 

４. 雑収入  589 4,136 0.1 1,740 1,906 0.1 1,150 △2,230

Ⅴ  営業外費用    

１．新株発行費償却  1,243 1,243 － 

２．上場関連費用  － 2,698 2,698 

３．雑損失  178 1,421 0.0 32 3,973 0.1 △145 2,552

経常利益   55,529 1.8 125,048 3.5  69,518

Ⅵ 特別損失    

過年度消費税   － － 3,668 0.1  3,668

税引前当期純利益   55,529 1.8 121,379 3.4  65,850

法人税、住民税及
び事業税 

 3,240 3,240 0 

法人税等調整額  － 3,240 △58,638 △55,398 1.5 △58,638 △58,638

当期純利益   52,288

0.1

1.7 176,777 4.9  124,488

前期繰越損失   541,789 －  △541,789

当期未処分利益 
（当期未処理損失△） 

  △489,500 176,777  666,278
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(3) 製造原価明細書 

  
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  76,609 30.4 94,013 27.9 

Ⅱ 労務費  25,927 10.3 34,378 10.2 

Ⅲ 経費 ※１ 149,592 59.3 208,094 61.9 

当期総製造費用  252,129 100.0 336,485 100.0 

期首仕掛品たな卸高  2,231  2,693  

合計  254,361  339,178  

期末仕掛品たな卸高  2,693  4,708  

当期製品製造原価  251,668  334,470  

      

※１．主な内訳は次のとおりであります。 

   （単位：千円）

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） 

稿画料  85,263 109,702 

印刷製本代  64,328 98,392 

 
原価計算の方法 

 当社の雑誌に関する原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 
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(4) 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） 

区分 
注記 
番号 

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  55,529 121,379 

減価償却費  492 624 

新株発行費償却  1,243 1,243 

貸倒引当金の増減額  105 70 

退職給付引当金の増減
額 

 2,473 3,754 

役員退職慰労引当金の
増減額 

 3,350 2,666 

賞与引当金の増減額  4,955 11,868 

販売促進引当金の増減
額 

 △924 1,639 

返品調整引当金繰入額  59,496 26,273 

受取利息  △4 0 

長期前払費用の増減額  6 338 

売上債権の増減額  △54,111 △217,092 

たな卸資産の増減額  △33,000 26,586 

その他流動資産の増減
額 

 △11,009 △5,681 

仕入債務の増減額  63,003 79,075 

未払金の増減額  23,595 604 

未払消費税等の増減額  △2,503 6,361 

その他流動負債の増減
額 

 12,093 2,717 

その他固定負債の増減
額 

 － △1,000 

小計  124,791 61,431 

利息の受取額  4 0 

法人税等の支払額  △3,048 △3,240 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 121,746 58,191 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

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 

 － △909 

敷金の差入れによる支
出 

 △200 △198 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △200 △1,107 

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  756,270 － 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 756,270 － 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
減額 

 877,816 57,083 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 347,413 1,225,230 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 1,225,230 1,282,314 
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(5) 損失処理計算書及び利益処分計算書（案） 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年６月27日）

  
当事業年度 

株主総会承認予定日 
（平成18年６月27日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失   176,777 

Ⅱ 損失処理額    

  資本準備金取崩額 
 

489,500 

489,500 
 
 
 
 

489,500  

Ⅲ 次期繰越損失 
 

 － 176,777 

    

Ⅰ 当期未処分利益 
 
 
 
 
 

Ⅱ 次期繰越利益 
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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）商品 (1）商品 １．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 移動平均法による原価法  

  季越の商品については、当社所定

のルールに従い評価減を行い、商品

期末たな卸高を評価替後の金額によ

っております。 

      同左 

 (2）仕掛品 (2）仕掛品 

 個別法による原価法 同左 

 (3）貯蔵品 (3）貯蔵品 

 移動平均法による原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法によっております。 同左 

  なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 

 建物付属設備  

 10年～15年  

 工具器具備品  

 ４年～５年  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアは、社内に

おける利用可能期間（５年）による定

額法によっております。 

同左 

３．繰延資産の処理方法 新株発行費 新株発行費 

  商法の規定する 長期間（３年）で均

等償却しております。 

        同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため、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。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

       同左 

 (3）返品調整引当金 (3）返品調整引当金 

  将来予想される売上返品（雑誌

「Look!s」）による損失に備えて、所

要額を計上しております。 

       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） 

 (4）販売促進引当金 (4）販売促進引当金 

  販売促進の制度として実施している

スタイライフクラブカードに付与する

ポイント割引及びインターネットでの

買物に対して付与するハッピーポイン

ト割引に対して、所要額を計上してお

ります。 

       同左 

 (5）退職給付引当金 (5）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務額に

基づき、当事業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。 

同左 

 (6）役員退職慰労引当金 (6）役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

       同左 

５．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．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 

７．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 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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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） 

  当事業年度から「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。 
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表示方法の変更 

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） 

（損益計算書） ────── 

 前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示

しておりました「商品遅延損害金収入」は、営業外収益

の100分の10を超えたため区分掲記しております。なお、

前期における「商品遅延損害金収入」は、361千円であり

ます。 

 

 

追加情報 

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） 

（役員退職慰労金の処理について） ────── 

 従来、役員退職慰労金は支出時の費用として処理して

おりましたが、当事業年度中におきまして、役員退職慰

労金の内規を株主告知いたしましたので、役員退職慰労

引当金を計上することといたしました。なお、その結果

従来の方法と比べて、営業利益が、3,350千円減少し、経

常利益及び税引前当期純利益が同額減少しております。

 

（新株発行費の処理について）  

 従来、新株発行費については、支出時に全額費用とし

て処理しておりましたが、当事業年度は、商法の規定す

る 長期間（３年）で均等償却する処理を採用しており

ます。 

 これは、新株発行費の支出の効果が当事業年度以降の

年度に及ぶことから、より適正に各事業年度の損益に反

映させるためであります。この結果従来の場合と比べて、

経常利益及び税引前当期純利益が、2,486千円増加してお

ります。 

 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示方法について） 

 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取り扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号）に従い、当事業年度から

法人事業税の付加価値割及び資本割4,867千円を販売費

及び一般管理費として処理しております。 

 

 



 

－  － 

 

 

19

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 26,400株

発行済株式総数 普通株式 17,380株
  

 
授権株式数 普通株式 69,520株

発行済株式総数 普通株式 17,380株
  

 ２ 資本の欠損の額  ２        ────── 

資本の欠損の額については、489,500千円でありま

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 関係会社に対するものは、次のとおりであります。         ────── 
 

業務受託料 450千円
  

 

 
（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） 

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 

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） （平成18年３月31日現在）
 

現金及び預金勘定 1,225,230千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円

現金及び現金同等物 1,225,230千円
  

 
現金及び預金勘定 1,282,314千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円

現金及び現金同等物 1,282,314千円
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（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 

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）

工具器具備品 65,983 38,265 27,718

ソフトウェア 210,506 113,519 96,985

合計 276,489 151,784 124,704

  

 

 
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）

工具器具備品 52,958 31,468 21,490

ソフトウェア 158,703 68,591 90,111

合計 211,661 100,060 111,601

  
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等 

 未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 40,327千円

１年超 91,180千円

合計 131,507千円
  

 
１年内 39,202千円

１年超 93,126千円

合計 132,329千円
  

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 64,715千円

減価償却費相当額 37,732千円

支払利息相当額 3,804千円
  

 
支払リース料 55,048千円

減価償却費相当額 57,628千円

支払利息相当額 5,906千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

主として、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り算定しております。 

同左 

５．利息相当額の算定方法 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、各期の配分方法については利

息法によっております。 

          同左 

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度（平成18年３月31日現在） 

 該当事項はありません。 

 

（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） 

 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。 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 
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） 

退職給付債務 4,214千円 7,968千円 

退職給付引当金 4,214千円 7,968千円 

 （注） 簡便法によっております。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 
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） 

勤務費用 3,279千円 4,745千円 

退職給付費用 3,279千円 4,745千円 

 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項  

前事業年度（平成17年３月31日） 

 退職給付の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 

当事業年度（平成18年３月31日） 

 退職給付の算定にあたり、簡便法を採用しております。 
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（税効果会計関係） 

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 

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） 

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 

貸倒引当金 574千円

賞与引当金 5,040千円

販売促進引当金 1,375千円

返品調整引当金 24,209千円

未払事業税 1,981千円

商品評価損 11,270千円

退職給付引当金 1,715千円

役員退職引当金 1,363千円

繰越欠損金 255,170千円

繰延税金資産 小計 302,697千円

評価性引当額 △302,697千円

繰延税金資産 合計 － 

繰延税金負債 合計 － 

繰延税金資産（負債）の純額 － 
  

 
繰延税金資産 

貸倒引当金 603千円

賞与引当金 10,276千円

販売促進引当金 2,042千円

返品調整引当金 10,691千円

未払事業税 1,482千円

商品評価損 22,505千円

退職給付引当金 3,242千円

役員退職引当金 2,448千円

繰越欠損金 122,671千円

繰延税金資産 小計 175,960千円

評価性引当額 △117,322千円

繰延税金資産 合計 58,638千円

繰延税金負債 合計 － 

繰延税金資産（負債）の純額 58,638千円
  

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の重要な差異項目 

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） 

 
法定実効税率 40.69％

（調整） 

評価性引当金の増減 △43.62％

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.93％

住民税均等割 5.83％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 5.83％
  

 
法定実効税率 40.69％

繰越欠損金の利用 △43.29％

評価性引当金の増減 △48.31％

交際費 3.71％

住民税均等割 2.67％

その他 △1.12％

税効果会計適用後の法人税等負担率 △45.64％
  

 



 

－  － 
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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いないため、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いないため、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） 

該当事項はありません。 

 
（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 76,247.45円

１株当たり当期純利益金額 3,895.22円

  

 

１株当たり純資産額 86,418.77円

１株当たり当期純利益金額 10,171.32円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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） 

当期純利益（千円） 52,288 176,777 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 52,288 176,777 

期中平均株式数（株） 13,423 17,380 

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２種類（新株予約権の

個数 600個）。 

新株予約権３種類（新株予約権の

個数 888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） 

 平成18年４月25日及び平成18年５月12日開催の取締役

会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成

18年６月１日に払込が完了いたしました。 

 この結果、平成18年６月1日付で資本金は1,454,750千

円、発行済株式総数は20,380株となっております。 

新株予約権の付与（ストックオプション） 

平成17年９月28日開催の臨時株主総会特別決議ならび

に平成17年10月14日開催の取締役会の決議により、取

締役及び従業員を対象とするストックオプションとし

て新株予約権を発行しております。 

１．新株予約権の発行日 

平成17年10月14日 

２．新株予約権の発行数 

336個 

３．新株予約権の発行価額 

無償 

４．新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

普通株式336株 

５．新株予約権の行使に際しての払込価額 

１株あたり250,000円 

６．新株予約権の行使期間 

自 平成19年９月29日 

至 平成26年９月28日 

７．新株予約権の割当を受けた者及び数 

取締役及び従業員合計19名 

８．新株予約権の行使の条件 

①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権

者においてこれを行使することを要する。 

②新株予約権者が当社の取締役、監査役又は従業員

である場合には、権利行使時においても当社また

は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地

位にあることを要する。ただし、任期満了により

退任した場合、定年退職その他正当な理由のある

場合はこの限りでない。 

③新株予約権者は、新株予約権の全部または一部に

つきこれを行使することができる。 

④新株予約権の行使価額の年間合計金額は、新株予

約権者１名につき12,000千円を超えないものとす

る。 

⑤新株予約権者は、新株予約権の全部または一部を

第三者に譲渡し、質入し、または担保の用に供す

るなど処分することはできない。 

⑥新株予約権者は新株予約権証券の発行を請求でき

ない。 

⑦新株予約権者は証券取引所に上場後１年（上場の

翌日から１年）までの間は権利行使できない。 

 
① 募集方法 ：一般募集 

(ブックビルディング方式

による募集) 

② 発行する株式の種類

及び数 

：普通株式    3,000株 

③ 発行価格 ：１株につき 300,000 円

一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額 ：１株につき 276,000 円

この価額は当社が引受人より１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。 

⑤ 発行価額 ：１株につき212,500円 

(資本組入額106,250円) 

⑥ 発行価額の総額 ：      637,500千円

⑦ 払込金額の総額 ：      828,000千円

⑧ 資本組入額の総額 ：      318,750千円

⑨ 払込期日 ：平成18年６月１日 

⑩ 配当起算日 ：平成18年４月１日 

⑪ 資金の使途 ：社内業務システムに関わる

設備投資に400,000千円、残

額につきましては、業務拡

大に伴う運転資金に充当い

たします。 

く 

 



 

－  － 
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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） 

９．新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要

する。質入または担保に供するなどの処分はでき

ない。 

（注） 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併

合を行う場合は、次の算式により払込をすべ

き金額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。 

１ 調整後の
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

× 
分割（併合）の比率
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 商品仕入実績 

当事業年度及び前事業年度の商品仕入実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門名 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

前年同期比
（％） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

Look!s事業 （千円） 819,639 119.8 981,538 

 ネット事業 （千円） 913,825 102.5 936,520 

合計（千円） 1,733,465 110.6 1,918,059 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

    当社は、受注後遅延なく出荷を行うため受注残高の金額は、僅少であるため記載しておりません。 

 

(3) 商品販売実績 

当事業年度及び前事業年度の商品販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門名 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

前年同期比
（％） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  Look!s事業（千円） 1,603,527 119.8 1,921,808 

  ネット事業（千円） 1,451,475 114.8 1,666,140 

合計（千円） 3,055,003 117.4 3,587,949 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

６．役員の異動 

(1) 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) その他役員の異動 

新任取締役候補 

    取締役 金井 湧二 （現 当社経理部長） 

取締役 加藤 栄治 （現 バンダイネットワークス株式会社 取締役経営企画担当） 

（注）１．加藤栄治氏は、社外取締役の候補者であります。 

 ２．上記取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

 

(3) 異動予定日 

        平成18年６月27日 

 

 


