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１．18年５月期の連結業績（平成17年６月１日～平成18年５月31日） 
（１）連結経営成績 （注）百万円未満切捨・銭未満切捨 

 
 

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
18年５月期 11,134 (   5.6) 296 (   ―  ) 282 (   ―  ) 
17年５月期 10,539 ( △5.4) △42 (   ―  ) △98 (   ―  ) 
 

 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 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

 百万円   ％  円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年５月期 △224 (  ―  )  △19.55      ―  △7.6    3.6     2.5 
17年５月期 △471 (  ―  )  △40.26      ―  △12.8  △1.2   △0.9 
(注) ① 持分法投資損益  18年５月期   ―     17年５月期   ―    
② 期中平均株式数  18年５月期 11,457,623株  17年５月期 11,710,585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）連結財政状態 
 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 
18年５月期 7,743 2,467 31.8 227.36 
17年５月期 7,754 3,409 44.0 290.72 
(注) ① 期末発行済株式数 18年５月期 10,852,200株  17年５月期 11,726,700株 

（３）連結キャッシュ・フローの状況 
 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期   末   残   高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
18年５月期 1,282 △803 △348 1,885 
17年５月期 △125 △961 371 1,731 

（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  17社     持分法適用非連結子会社数 ― 社     持分法適用関連会社数 ― 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)  ― 社   (除外)  ― 社 
 

２．19年５月期の連結業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中間期 5,300 100 △100 
通 期 11,800 600 200 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  18 円 42 銭 
 
※ 業績予測は、現在得られている各種情報から判断した将来情報です。当社および連結子会社における一般的な状況、景気および産業動
向の変化等によるリスクや不確実性を含んでおります。上記業績予想の前提条件などに関する事項については、添付資料の12ページを参照し
て下さい。 
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１１１１．．．．企業集団企業集団企業集団企業集団のののの状況状況状況状況    

 
当社および主要な関係会社の位置づけを事業系統図によって示すと、次のとおりであります。当社の企業グループは当社および

子会社17社から構成され、全世界の気象予報に基づく企業等向けの問題解決型コンテンツサービス、およびトランスメディア（携
帯電話、インターネット、ＢＳ・ＣＳ放送、ケーブル放送、地上波放送、ラジオ、新聞）による対個人・大衆向けの感動共有型コ

ンテンツサービスなどを営んでおります。 
 

 
 
 
 

 

当                              社

国内顧客 海外顧客

株式会社 ダブリュエックス二十四

気象コンテンツの委託販売資本 資本

当社傘下の海外子会社　16社

  Weathernews Americas Inc.
　WEATHERNEWS U.K. LTD.
  Weathernews Deutschland GmbH
  Weathernews Benelux B.V.
  WEATHERNEWS ITALIA S.P.A.
  WEATHERNEWS IBERIA S.A.
  WEATHERNEWS FRANCE SAS
　WEATHERNEWS DANMARK A/S
　WEATHERNEWS AUSTRALIA PTY. LTD.
  WEATHERNEWS HONG KONG LIMITED
  WEATHERNEWS MALAYSIA SDN. BHD.
  Weathernews Korea Inc.
  WNI PHILIPPINES INCORPORATED
  Weathernews Shanghai Co, Ltd.(偉哲紐咨信息咨詢 （上海）有限公司)
  WEATHERNEWS TAIWAN LTD.(緯哲気象股份有限公司)

WEATHERNEWS
    OKLAHOMA INC.

資本

気象気象気象気象コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツのののの販売販売販売販売／／／／提供提供提供提供

気象コンテンツの委託販売
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＜関係会社の状況＞ 

 

名称 住所 資本金 
主要な事業 
の内容 

議決権の 
所有割合 
又は 

被所有割合 

関係内容 

(連結子会社)     
株式会社 
ダブリュエックス二十四 
      (注)２ 

東京都 
港区 

千円 

400,200 
総合気象情報サービス 

％ 
 

100.0 
・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(３名)。 

Weathernews Americas Inc. 

       
アメリカ 
サンフランシスコ 

米ドル 
81,644 総合気象情報サービス 100.0 

・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(２名)。 

WEATHERNEWS OKLAHOMA 
INC. 

アメリカ 
オクラホマ 

米ドル 
5,000 総合気象情報サービス 

100.0 
(100.0) 

・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(１名)。 

WEATHERNEWS U.K. LTD. 
  

イギリス 
ロンドン 

英ポンド 
272 

総合気象情報サービス 100.0 
・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(３名)。 

Weathernews Deutschland 
GmbH 

ドイツ 
フランクフルト 

千ユーロ 
235 

総合気象情報サービス 100.0 
・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(１名)。 

Weathernews Benelux 
B.V.  

オランダ 
スースト 

千ユーロ 
181 

総合気象情報サービス 100.0 
・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(１名)。 
・資金援助あり。 

WEATHERNEWS ITALIA 
S.P.A.  

イタリア 
ミラノ 

千ユーロ 
610 

総合気象情報サービス 100.0 
・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(３名)。 

WEATHERNEWS IBERIA S.A.  
スペイン 
マドリード 

千ユーロ 
520 

総合気象情報サービス 100.0 
・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(２名)。 

WEATHERNEWS FRANCE SAS  
フランス 
ル・クレムラン・ビ
セートル 

千ユーロ 
350 

総合気象情報サービス 100.0 
・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(２名)。 

WEATHERNEWS DANMARK A/S  
デンマーク 
コペンハーゲン 

千デンマーク 
・クローネ 

500 
総合気象情報サービス 100.0 

・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(２名)。 

WEATHERNEWS 
AUSTRALIA PTY. LTD. 

オーストラリア 
シドニー 

千豪ドル 
1,871 

総合気象情報サービス 100.0 
・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(１名)。 

WEATHERNEWS HONG KONG 
 LIMITED  

中国 
香港 

千香港ドル 
1,594 

総合気象情報サービス 100.0 
・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(２名)。 

WEATHERNEWS MALAYSIA 
SDN. BHD.  

マレーシア 
クアラルンプール 

千マレーシア 
・リンギット 

4,100 
総合気象情報サービス 100.0 

・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(２名)。 
 

Weathernews Korea Inc. 
韓国 
ソウル 

千韓国ウォン 
653,000 

総合気象情報サービス 97.7 
・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(２名)。 
・資金援助あり。 

WNI PHILIPPINES 
INCORPORATED 

フィリピン 
マニラ 

千フィリピン 
・ペソ 
7,700 

総合気象情報サービス 100.0 
・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(２名)。 

Weathernews Shanghai Co, 
Ltd. 
(偉哲紐咨信息咨詢（上海）有
限公司) 

中国 
上海 

米ドル 
140,000 総合気象情報サービス 100.0 

・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(１名)。 

Weathernews Taiwan LTD. 
(緯哲気象股份有限公司) 

台湾 
台北 

千新台湾ドル 
10,000 総合気象情報サービス 100.0 

・当社より気象コンテンツを供給している。 
・役員の兼任関係あり(３名)。 

（注） １  議決権の所有割合の（内書）は間接所有割合であります。 
２  特定子会社に該当しております。 
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２．経 営 方 針 
１．経営の基本方針 

 

当社グループは、株主、お客様、社員、コミュニティといった当社グループを支援していただいているすべての「サ

ポーター」のために（for the supporter）、そして「サポーター」とともに（with the supporter）、価値を創造し

続けること－「サポーター価値創造」を経営理念としています。これを実現するために、『ＡＡＣ (Aggressively 

Adaptable Company＝会社全体を市場に攻撃的に順応させること)』を企業経営の基本として、個人の価値観やメディ

アの多様化、社会環境の変化をしっかり見据え、これらの変化に対し迅速かつ柔軟に、時代に先行してお客様に順応

したいと考えております。そして、当社および連結子会社の社員一人ひとりが、『ＭＭＣＬ(My & My Colleague Leader

＝私と仲間が起業家)』の精神のもと、会社のビジョン･方針を共有し、自分自身で目標を定めて自分をリードすると

ともに、自らの能力と仲間の能力をいかんなく発揮することによって会社運営（自律分散統合型経営）を実施してお

ります。 

 

２．中長期的な会社の経営方針 

 
当社グループの基本コンセプトは、気象に関するあらゆるコンテンツを自らが主体的に官営サービスに依存するこ

となく、提供する「フルサービス・ウェザーカンパニー」となることです。そして、世界最強・最大の「気象コンテ

ンツ・メーカー」として、全世界65億人の一人ひとりとともに、最良の気象系コンテンツサービスを創造・提供し、

フロントランナーとして独創的に新たな市場を創造しながら、「サポーター価値創造」と企業価値の最大化を実現す

ることをミッションとしています。 

 

３．利益配分に関する基本方針 

 

当社は、ステークホールダー重視の精神のもと、株主への利益還元を重要な経営課題のひとつと考えています。配

当につきましては、長期的な観点から、経営基盤の整備および企業体質の強化のために内部留保との調和を図りつつ、

その時々の経営成績を勘案して決定する方針をとっています。 

内部留保の活用につきましては、新たなサービスの開発や事業拡大にともなう人財・サービスインフラ財、両面へ

の設備的な投資に加え、機動的な資本政策の実行を可能とするために経営環境・財政状況に応じた対処（自己株式の

取得も視野に入れた）により、企業価値の増大化を通じて株主還元に寄与していくものと考えています。 

なお、当期の配当金につきましては、長期的な観点から、1株当たり10円を予定しております。 

 
４．より多くのサポーターによって支えられる体制を築くための、投資単位の考え方及び基本方針 
 

当社グループは、サービスを愛用して下さるサポーター（お客様）が株主としても積極的に応援して下さることが、

より多くのサポーター作りに繋がると考えております。このため、より少ない投資額で株主となり、当社グループの

会社経営に参加していただけることを目的に、単元株数を100株としております。 
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５．会社の対処すべき課題 

 

当社グループの基本コンセプトは、気象に関するあらゆるコンテンツを、自らが主体的に官営サービスに依存す

ることなく提供する「フルサービス・ウェザーカンパニー」となることです。そして、私どもが実現すべきミッシ

ョンは以下の４つであると捉えております。 

<1> 世界最強・最大の「気象コンテンツ・メーカー」となること。 
<2> 全世界65億人の一人ひとりとともに、最良の気象系コンテンツサービスを創造・提供してゆくこと。 
<3> 気象コンテンツ市場のフロントランナーとして、独創的に新たな市場を創造しながら、「サポーター価値創
造」と企業価値の最大化を実現すること。 

<4> 世界初の気象情報交信台「WITHステーション」の立ち上げ 

 

当期（20期）は、グローバルに企業、個人向けの気象コンテンツを提供するための事業モデルの基盤づくりに一

定のめどをつけた初年度として着実に売上、利益ともに増加しました。次期（第21期）は、この基盤をもとにさら

に発展させ、中長期的に目指すゴールに向かってスピードアップする期として位置づけています。今後もサービス

分野とサービス地域の両面で、お客様に真に価値ある、次元の高い気象サービスを実現するために、引き続き取り

組むべき重点課題について以下に述べます。 

 

（１）「スター型ビジネスモデル」（個人向けサービス）の推進 

 

１）「スター型ビジネスモデル」の本格展開 

これまで培った企業向けサービスの知識、技術、経験を生かしながら、さながら無数の人間が星（スター）を

見るように、価値あるコンテンツを多数の個人が利用し、楽しむことができる「スター型ビジネスモデル」を本

格的に展開していきます。「スター型ビジネスモデル」は、運営形態の面では気象データ収集・分析、配信を一

元化して継続的にサービスするトールゲート型ビジネスモデルを変えずに、販売形態の面で販売先を個人・大衆

へと拡張展開する「販売先」を多面展開することを指向しているビジネスモデルです。共鳴・感動・共感型のス

ター型ビジネスモデルは、当社からコンテンツを提供だけではなく、サポーター（個人の利用者）自身がコンテ

ンツを発信・交信することによって新しい価値を生み出していく、これまでのBtoBとは違った新しい次元のマー

ケティング戦略、運営体制にチャレンジしながら事業を進めます。 

 

２）「トランスメディア戦略」－WITHステーションの本格稼動 

トランスメディアとは世界中からあらゆる気象に関する情報とサポーター（個人の利用者）自身が発信するコ

ンテンツを集め、それらをあらゆるメディア（携帯電話、インターネット、BS・CSデジタル放送、ケーブル放送、

地上波放送、ラジオ、新聞）を通じて24時間365日交信・発信するメディア戦略です。 

情報を一方的に提供するのではなく、様々なメディアを通しながらサポーターと共にコンテンツ作りを行うこ

とで、サポーターのニーズ・ウォンツに合わせた、より高価値なサービスの運営を志向しています。 

当社では当期にこのトランスメディア戦略を横断的かつ総合的に進める機能として「WITHステーション」を立

ち上げました。次期はこの「WITHステーション」を軸に価値ある気象コンテンツをあらゆるメディアを通して発

信・交信していきます。 

次期（21期）の大きなテーマとして、既に150万人以上のサポーターをもつMOBILEと、当期（20期）より展開

している気象インターネットサイトを融合した新しい有料のコンテンツサービスを立ち上げ、トランスメディア
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戦略の中核的なサービスとして、スター型ビジネスモデルを強力に推進していきます。 

 

（２）トールゲート型ビジネスモデルの深化と拡大 

 

当社グループでは、これまで以上に独創的で、価値の高い気象コンテンツサービスをつくりだすことに全社をあ

げて取り組んでいます。当期(20期)は、中長期な基盤ともなる30の専門市場に展開を広げましたが、次期（21期）

以降は、これらのサービスの深化とサービス地域の拡大にチャレンジしていきます。また一方で、「フルサービス・

ウェザーカンパニー」を目指して、新しい専門市場にコンテンツサービスを横掘りする（拡張する）チャレンジも

引き続きしていきます。 

また、売上高においては、BtoS市場（個人向け）20％以上、BtoB市場（企業向け）10％以上の成長を中長期的に

目標にしています。 

 

（２）グローバルビジネス体制のさらなる強化 

 

SSB（Strategic Sales Base:戦略的販売拠面）でグローバルな販売を展開し、S＆S（サービス＆サポート）を日

本にあるグローバルセンター(幕張天気街)へ一元的に集約化するというグローバルビジネス体制をさらに強化す

るべく以下のような課題に対応していきます。 

 

１）営業、マーケティング、サービス＆サポートの３つの機能の高度化 

世界規模でのコンテンツの送受信網整備、グローバルに通用するデータベースの構築、全世界をカバーする統一

気象分析・予測体制といったグローバルなサービスインフラ機能（GSI）の整備を当期（20期）は積極的に行って

きました。次期（21期）は、このGSIをベースに、各専門分野のマーケティングと販売を展開するSSBの３つの機能

をより強固に展開させるべく体制強化を継続します。ただし、その先の中期的な視野においては、将来の気象業務

民営化を見据えた磐石な運営基盤づくり、またトランスメディア戦略を本格的に実行するためのベース構築を目標

としています。 

 

２）既存の販売拠点強化 

当期（20期）は、第17期より進めてきた第1次グローバル展開（米国、欧州、アジアの販売拠面拡大整備）した

体制の整備・強化をしました。米国では、販売を面的に拡大するためにニューヨーク、シカゴ、アトランタの３つ

の拠点を開設しました。また、欧州ではローマ、コペンハーゲン、デュッセルドルフの拠点を新設し、各地域にお

ける販売体制の強化を集中的に実行いたしました。次期は、既存拠点をグローバルビジネス体制のもと、より緊密

に一体化し、効率的、効果的に展開できるよう整備、強化を行います。また、アジアの販売体制を強化するために

ムンバイ（インド）、カトマンズ（ネパール）の拠点開設を計画しています。 

 

（４）新たな市場創造のための研究・開発 

 

  気象は水・電気・道路・通信に次ぐ第5の公共財として平等に提供されるべきものであると考えております。

官営サービスに依存しない、人々にとって有益かつ良質な気象サービスを提供することを通じて、2010年までに

先進国の気象サービスの民営化を実現させることを目標とし、今後も下記のテーマを中心に継続的に研究・開発
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を進めます。当社グループでは、単なる技術的側面にとどまらず、事業の立ち上げを視野に入れた市場創造・運

営体系の研究・開発に取り組み、特に新市場への進出に必要なサービスの開発・研究にあたっては、“マン・マ

シーン・シェアウェア”を活用した運営にポイントをおいてコンテンツサービスの研究・開発を計画しています。 

 

１）観測・感測技術の研究・開発 

気象サービスの充実と新たな市場機会を追求するために、個人が気楽に測定できる「雨カップ」といった簡

易的なものから、最新のドップラーレーダーを始めとした観測器、気象衛星に関わる研究・開発までをカバー

しています。 

また、こうしたデータを既存のデータに同化させるこよにより、従来にないきめ細かい、高度なサービスが

提供できるような研究も平行して進めています。 

 

２）次世代の独自数値予測モデル（OWN）の研究・開発 

気象をテーマにした、世界でもユニークな産学連携のプロジェクトである米国オクラホマ大学内「リサーチ

キャンパス」に、アメリカのオペレーションの拠点として開設した「オクラホマサブセンター」と連携しなが

ら次世代の独自数値予測モデル(OWN:Original Weather Numerator) の開発を進めています。次期（21期）に

は、各市場において実用化を進めます。 

 

３）高知能・高効率な“マン・マシーン・シェアウェア”システムの開発・運営 

気象コンテンツを効率的に収集、解析、予報、制作、配信するための“人”と“IT技術”の高度な密結合シ

ステムとしての人間・機械システム（サービス体系）を構築します。 

 
 
６．関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針 
 

該当する親会社等はありません。 
 
７．その他、会社経営上の重要な事項 
 

該当する事項はありません。 
 
 
＜用語説明＞ 
（１） マン・マシーン・シェアウェア 

刻々と変化する気象データを効率的に収集、解析、予報、制作、配信するための“人”と“IT技術”の高度な密結合システムとし
ての人間・機械システム。 

（２） B to S 
Business to Supporter。“B to S”の“S”はサポーターを意味し、一般に言う“B to C（消費者・大衆向けサービス）”に類似し
ているが、当社グループでは個人としてのコンテンツのファン・サポーターに支えられているビジネスであるという捉え方を強調し
てこの言葉を用いている。従来の企業・消費者という対立関係的な側面を払拭するとともに、そうした新しい企業スタンスを表現す
るために、あえてこの言葉にこだわりを持っています。 

（３） スター型ビジネスモデル 
B to S（個人・大衆向け）サービス市場のサポーター向けの事業形態です。当社グループが制作・運営するモバイルサイトやCSデ
ジタル放送、BSデジタル・データ放送、インターネットサイトなど様々なメディアを通じて、コンテンツ‘１’に対し多数の個人‘N’
がまるで輝く星を見るように、‘１対N’の型で、時間や場所、コンテンツを見たり、利用したりする事業形態です。 
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３３３３．．．．経営成績及経営成績及経営成績及経営成績及びびびび財政状態財政状態財政状態財政状態        
1. 経営成績 
 
（１）業績全般の概況 

(注)  百万円未満切捨・銭未満切捨 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 百万円 百万円 

売上高 10,539 11,134 

営業利益又は営業損失（△） △42 296 

経常利益又は経常損失（△） △98 282 

当期純損失（△） △471 △224 

 円 銭 円 銭 

1株当たり当期純利益又は 

1株当たり当期純損失（△） 
△40.26 △19.55 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 ― ― 

 

 

当社グループの基本コンセプトは、気象に関するあらゆるコンテンツを、自らが主体的に、官営サービ

スに依存することなく提供する「フルサービス・ウェザーカンパニー」となることです。そして、世界最

強・最大の「気象コンテンツ・メーカー」として、全世界65億人の一人ひとりとともに、最良の気象系コ

ンテンツサービスを創造・提供し、フロントランナーとして独創的に新たな市場を創造することで、「サポ

ーター価値創造」と「企業価値の最大化」を実現することをミッションとしています。 

 

当期（20期）は、グローバルに企業、個人向けの気象コンテンツを提供するための事業モデルの基盤づく

りに一定のめどをつけた初年度として売上11,134百万円（前期比5.6％増）と着実に増加しました。利益面

は売上増に伴い、営業利益は296百万円で前期比338百万円増、経常利益は282百万円で、380百万円増となり

ました。純利益は、特別損失などがあったものの247百万円増加し、224百万の純損失となりました。次期（第

21期）は、この基盤をもとにさらに発展させ、中長期的に目指すゴールに向かってスピードアップする期と

して位置づけています。 

 

 当期の具体的な事業活動は、以下のとおりであります。 

 

 

   １） トールゲート型ビジネスへの集中 

 当社グループでは、これまで以上に独創的で、価値の高い気象コンテンツサービスを継続的に提供する

（トールゲート型ビジネス）をつくりだすことに全社をあげて取り組んでいます。 

前期（19 期）には、中長期的な経営判断としてトールゲート型ビジネスに明確に結びつかないシステム

インテグレーション（SI）を選別受注しSI売上は大幅減少しましたが、当期（20期）はそれをさらに進め、

ほぼすべての事業がトールゲート型ビジネスとなりました。 
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また、前期はトールゲート型ビジネスで展開する専門市場は15でしたが、当期は一挙にそれを30に広げ、

さらに幅広い市場で気象コンテンツサービスの深堀り（サービスの深化）ができる体制を整えました。 

 その結果、売上では11,134百万円（前年比5.6％増）とSIの減少を補い、トールゲート型ビジネスを伸

ばすことができましたが、予想したスピードを若干下回りました。 

 

２） グローバルビジネスモデルを本格的軌道へ 

     当社グループは、S＆S (サービス＆サポート）部門はグローバルセンターに集約（一元管理）しながら、

各国のSSB（Strategic Sales Base：戦略的販売拠点（面)）がそれぞれの市場ニーズに合わせて価値創造

を発掘しつつコンテンツ販売を行っていく WNI グローバルビジネスモデルを目指してまいりました。当期

は、グローバルビジネスモデルを継続的に強化・発展させることに注力しました。 

S＆S 部門では、幕張新都心（千葉県）のグローバルセンターと米国オクラホマ州の｢オクラホマサブセ

ンター」が独自数値予測モデルの開発など、より密接にグローバルへのサービス体制を強化しました。 

また、予報、データベース構築・管理、コンテンツの配信など10のグローバルサービスインフラ（GSI）

をグローバルセンターの機能として立ち上げ、グローバル市場での販売、運営を効率的に行えるようにしま

した。 

 

販売面については、第17期より進めてきた第1次グローバル展開（米国、欧州、アジアの販売拠面拡大整

備）の体制の整備・強化をしました。日本においては、当期より販売とサービスサポート機能を明確にす

るため、販売部門を会社分割して、子会社であるダブリュエックス二十四に承継しました。 

米国では、販売を面的に拡大するためにニューヨーク、シカゴ、アトランタの３つの拠点を開設しまし

た。また、欧州ではローマ、コペンハーゲン、デュッセルドルフの拠点を新設し、各地域における販売体

制の強化を集中的に実行いたしました。次期は、アジアの販売体制を強化するためにムンバイ（インド）、

カトマンズ（ネパール）の拠点開設を計画しています。 

 

   ３） BtoS（個人向け）市場におけるビジネスの本格的展開 

 当社グループは､「65 億人への気象サービスの提供」を目標にかかげ、MOBILE やインターネット、ケー

ブルテレビ、さらにCSデジタル放送、BSデジタル・データ放送による自社制作コンテンツの提供を通じて、

BtoS市場におけるコンテンツサービスを立上げることに注力してまいりました。 

 結果として、BtoS市場売上は有料会員150万人を突破したMOBILEを中心に2,116百万円、前年比17.8％

と増加しました。 

     また、当期初より、インターネットサイト「ウェザーニュース」を従来の発想とは異なる、気象を専門

とするサイトとしてリニューアルオープンしました。次期は、MOBILＥとインターネットサービスを融合し

た新しい試みに挑戦します。 
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(２) 販売実績 
当連結会計年度における市場別売上高は下記のとおりであります。 

(注)  百万円未満切捨 

市場 
区分 

前連結会計年度 
（自 平成16年６月１日  
至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
（自 平成17年６月１日  
至 平成18年５月31日) 

増減率 

   百万円 百万円 ％ 

BtoS市場 1,797 2,116 17.8 

BtoB市場 8,741 9,017 3.2 

合 計 10,539 11,134 5.6 

 
 
 
（３）セグメントの状況 

①事業の種類別セグメント 

当社および連結子会社は気象情報を中心とした総合的なコンテンツ提供サービスを事業としており、当該事

業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

②所在地別セグメント 
 
前連結会計年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日) 

 

 日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

欧州 
(千円) 

アジア・ 
豪州(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社(千円) 

連結 
(千円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する 
売上高 7,902,428 662,107 1,434,815 539,673 10,539,025 ― 10,539,025 

(2) セグメント間の内部 
売上高 1,477,301 158,636 ― ― 1,635,938 (1,635,938) ― 

計 9,379,730 820,743 1,434,815 539,673 12,174,963 (1,635,938) 10,539,025 

営業費用 8,947,281 1,129,496 1,577,721 592,601 12,247,102 (1,665,961) 10,581,140 

営業利益又は営業損失(△) 432,448 △308,753 △142,905 △52,928 △72,138 30,023 △42,115 

 

当連結会計年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 
 

 日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

欧州 
(千円) 

アジア・ 
豪州(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社(千円) 

連結 
(千円) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する 
売上高 8,662,070 512,537 1,447,231 512,525 11,134,364 ― 11,134,364 

(2) セグメント間の内部 
売上高 1,520,220 ― ― ― 1,520,220 (1,520,220) ― 

計 10,182,291 512,537 1,447,231 512,525 12,654,585 (1,520,220) 11,134,364 

営業費用 9,303,678 886,599 1,641,065 586,454 12,417,797 (1,579,507) 10,838,290 

営業利益又は営業損失(△) 878,613 △374,062 △193,834 △73,929 236,787 59,286 296,073 
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ａ．日本地域 

 
 売上面については、BtoS （個人向け）市場において MOBILE(携帯コンテンツサービス）が前連結会計年

度に比べ大幅に増加いたしました。一方BtoB （法人向け）市場は、放送局、海運、小売向け市場などが堅

調に増加いたしました。 

 この結果、日本地域全体の外部売上高は、8,662 百万円（前連結会計年度比 9.6％増）となりました。ま

た、営業損益は、外部売上高、グローバルビジネス体制の推進にともなう内部売上高の増加により、878百

万円の利益（前連結会計年度比103.1％増）となりました。 

 

ｂ．北米地域 

 

 BtoS 市場において MOBILE が順調に立ち上がってきております。一方、BtoB 市場で、一部顧客の不調に

より減収となり、外部売上高は512百万円（前連結会計年度比22.5％減）となりました。営業損益は、外部

売上高の減少に伴い、374百万円の損失（前連結会計年度308百万円の損失）となりました。 

 

ｃ．欧州地域 

 

 売上については、BtoB 市場においてほぼ前期並みとなり、外部売上高は1,447百万円（前連結会計年度

比0.8％減）となりました。コストについては、販売拠点の運営費用が拠点数増に伴い増加し、営業損益は、

193百万円の損失（前連結会計年度142百万円の損失）となりました。 

 

ｄ．アジア・豪州地域 

 

 BtoB 市場における一部サービスで減収となり、外部売上高は、512百万円（前連結会計年度比5.0％減）

となりました。コストについては、グローバルビジネスモデルの方針に基づき、一部の子会社で販売機能

に特化するためサービス運営部門を整理したことにより知的労務費等が減少しております。営業損益は、

73百万円の損失（前連結会計年度52百万円の損失）となりました。 
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（４）次期の見通し 
 

「フルサービス・ウェザーカンパニー」への成長を、中・長期的な目標のひとつとし、市場ごとのサービスに

ついて、現在ある専門市場の幅を広げると共に、深化させることを目指していきます。BtoBサービスとして、「海」

「陸」「空」気象市場のマーケットフォーカスを改めて行い、VP（航海気象）、SKY（航空気象）、RD（道路気象）を

重点事業に据え、各市場に引き続き展開を図る予定です。また、BtoSサービスについては、放送と通信が融合する

なかで、トランスメディア戦略を軸に、MOBILE（モバイル）事業を発展させる一方、パソコンベースでのインター

ネットの個人向けサービス拡大に向けて積極的な取り組みを予定しています。 

 グローバルベースの取り組みは、全世界で約6,000億円と推定している潜在市場に、戦略的営業拠点を強化し、

グローバルにおける販売促進の拡充を行います。 

また、運営面では、インフラ整備に対し積極的な経営資源の投入を行い、グローバルに通用するデータベース

の構築、世界規模でのコンテンツの送受信網の整備、全世界をカバーする気象分析・予測体制が整い、長期的な視

野における気象業務民営化を見据えた磐石な運営基盤づくりと、トランスメディア戦略を本格的に実行するための

ベースとなるものであります。 

 

グローバルビジネス体制をより効率的かつ密接に一体化することにより、海外販売拠点のマーケット開拓力の

強化およびグローバルセンターのサービスインフラ整備・充実によるサービスの一層の競争力強化を高めることが

可能となると見込んでおります。 

 

この結果、売上高は118億円、経常利益６億円、当期純利益は２億円と見込んでいます。 

 
※ 次期の業績見通しは、現在入手可能な情報と、当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づい
ており、実際の業績が見通しと大きく異なることがあります。当社および当社グループの事業等のリス
クのうち主要なものは以下のとおりであります。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識し
た上で、その回避および発生した場合の影響の最小化に取り組むことは言うまでもありません。 

 

・ 産業界・消費者大衆の需要動向、需要の変化への当社の対応能力 
・ 為替相場・金利等、金融市場の変動 
・ 日本における気象業務法、放送業法等、公的規制の変更 
・ 海外展開にかかわる、公的規制、テロ、戦争、予期し得ない政治･経済上の変動 
・ 気象情報データ等の入手にかかる障害リスク 
・ コンピューターウィルスや情報の漏洩等、情報にかかわるリスク 
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２. 財政状態 
（１）当期の概況 

  (注)  百万円未満切捨 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 百万円 百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー △125 1,282 

投資活動によるキャッシュ・フロー △961 △803 

財務活動によるキャッシュ・フロー 371 △348 

現金及び現金同等物に係る換算差額 26 24 

現金及び現金同等物の期中増減額 △688 154 

現金及び現金同等物の期末残高 1,731 1,885 

 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べて、税金等調整前当期純損益が改善したこと、および法

人税の支払いが減少したことにより、前連結会計年度125百万円の支出から1,282百万円の収入へと、大幅に増加い

たしました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、グローバルセンターのインフラ整備・充実のための投資もほぼ一巡し、

803百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、調達面では、金利動向を勘案し、期日到来の長期借入金の返済に備えた

借換え手当および社債（５億円）の発行を実施しました。一方、支出面では、配当金の支払と自己株式の取得等を

実施し、結果として、348百万円の支出（前連結会計年度 371百万円の収入）となりました。 

以上、上記キャッシュ・フローに換算差額24百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度の期末

残高は、前連結会計年度末から154百万円増加し、1,885百万円となりました。 

 

（２）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成15年5月期 平成16年5月期 平成17年5月期 平成18年5月期 

自己資本比率（％） 45.0 49.5 44.0 31.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 84.6 163.6 120.5 98.0 

債務償還年数 （年） 4.5 1.9 ― 2.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） 14.2 41.6 ― 26.7 

（注）自己資本比率  ： 自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率  ： 株式時価総額／総資産 
債務償還年数  ： 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 
※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務ベースの財務数値により算出しております。 
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
※ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して
おります。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対
象にしております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお
ります。 

※ 平成 17年 5月期の債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローが
マイナスであるため記載しておりません。 
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３. 事業等のリスク 
 
当社グループの経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主要なリスクには以下のようなものがあ
ります。当社グループは、これらのリスクの発生する可能性を認識した上で、その回避、分散、あるいはヘッジする
ことにより、これらのリスクの合理的な軽減に努めますとともに、発生した場合の影響を最小化するべく取り組んで
おります。 
 
（１）日本における気象業務法、放送業法等、公的規制の変更 
当社グループの事業には、気象情報コンテンツの提供、ＣＳデジタル放送、ＢＳデジタル・データ放送等、気象業
務法、放送業法等の公的規制を受ける事業が含まれます。今後、予測できない大幅の規制変更が行われ、その変化に
当社グループが対応できない場合、当社グループの事業に影響が及ぶ可能性があります。 
 
（２）為替相場・金利等、金融市場の変動 
当社グループは、日本に本社を置き事業運営を行っているため、当社連結子会社の存在する海外各地域における外
貨建て財務諸表を連結財務諸表作成のために円換算しております。従って為替レートの変動により円換算後の経営成
績の表示に影響が発生する可能性があります。また、金利等の変動は当社の資金調達コストの変動を通じて当社グル
ープの損益に影響を及ぼします。 
 
（３）海外展開にかかわる、公的規制、テロ、戦争、予期し得ない政治・経済上の変動 
当社グループは海外16の連結子会社（北米２社、欧州７社、アジア・豪州７社）を有しますが、これらの連結子会
社が存在する各国での予期せぬ公的規制の変更、テロ、戦争、その他予期し得ない政治・経済上の変動により、当社
グループの経営成績、財務状況に影響が及ぶ可能性があります。 
 
（４）コンピューターウィルスや情報の漏洩等、情報にかかわるリスク 
当社グループはコンピューターウィルスやハッカーの侵入、攻撃に対し、最善の防衛手段を講じるとともに、お客
様情報等の個人情報の漏洩に関しては、セキュリティ・ポリシーの設定や、アクセス権限の管理により対応する一方
で、社員のコンプライアンス意識の徹底を図っていますが、常識を超えた予期せぬウィルスによる攻撃等が行われた
場合、当社グループの事業に影響が及ぶ可能性があります。 
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４.連結財務諸表等 
連結財務諸表 

 ①【連結貸借対照表】 
 

  前連結会計年度 
(平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年５月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

 １ 現金及び預金   1,744,838   1,885,106  

 ２ 受取手形及び売掛金   1,880,658   2,084,606  

 ３ たな卸資産   128,142   149,595  

 ４ 繰延税金資産   148,519   55,214  

 ５ その他   481,626   178,975  

   貸倒引当金   △30,573   △38,825  

   流動資産合計   4,353,211 56.1  4,314,673 55.7 

Ⅱ 固定資産        

 (1) 有形固定資産        

  １ 建物及び構築物 ※２ 1,257,035   1,272,923   

    減価償却累計額  △332,414 924,620  △405,494 867,428  

  ２ 工具、器具及び備品 ※２ 3,916,183   4,370,900   

    減価償却累計額  △2,797,278 1,118,904  △3,246,099 1,124,801  

  ３ 土地 ※２  384,677   384,677  

  ４ 建設仮勘定   128,911   94,136  

  ５ その他  30,484   29,651   

    減価償却累計額  △20,124 10,359  △24,280 5,370  

    有形固定資産合計   2,567,473 33.1  2,476,415 32.0 

 (2) 無形固定資産        

  １ ソフトウェア   ―   405,532  

  ２ 連結調整勘定   8,681   ―  

  ３ その他   271,592   40,787  

    無形固定資産合計   280,274 3.6  446,319 5.8 

 (3) 投資その他の資産        

  １ 繰延税金資産   134,737   115,728  

  ２ その他 ※１  427,682   399,146  

    貸倒引当金   △8,396   △8,380  

    投資その他の資産合計   554,023 7.2  506,494 6.5 

   固定資産合計   3,401,771 43.9  3,429,228 44.3 

   資産合計   7,754,983 100.0  7,743,902 100.0 
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  前連結会計年度 

(平成17年５月31日) 
当連結会計年度 
(平成18年５月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比 

(％) 金額(千円) 構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形及び買掛金   370,246   443,794  

２ 一年内返済予定長期借入金 ※２  788,490   1,049,040  

３ 未払法人税等   2,526   266,498  

４ その他   653,021   804,585  

流動負債合計   1,814,284 23.4  2,563,917 33.1 

Ⅱ 固定負債        

１ 社債   ―   500,000  

２ 長期借入金 ※２  2,499,250   2,180,210  

３ 退職給付引当金   972   2,578  

４ その他   31,225   29,774  

固定負債合計   2,531,447 32.6  2,712,563 35.0 

負債合計   4,345,732 56.0  5,276,480 68.1 

(少数株主持分)        

少数株主持分   ― ―  ― ― 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※３  1,706,500 22.0  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金   1,029,491 13.3  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金   763,083 9.8  ― ― 

Ⅳ 為替換算調整勘定   △21,012 △0.2  ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※４  △68,811 △0.9  ― ― 

資本合計   3,409,251 44.0  ― ― 
負債、少数株主持分 
及び資本合計   7,754,983 100.0  ― ― 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金   ― ―  1,706,500 22.0 

２ 資本剰余金   ― ―  1,029,491 13.3 

３ 利益剰余金   ― ―  421,781 5.4 

４ 自己株式   ― ―  △731,682 △9.4 

株主資本合計   ― ―  2,426,090 31.3 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ 為替換算調整勘定   ― ―  34,339 0.5 

評価・換算差額等合計   ― ―  34,339 0.5 

Ⅲ 新株予約権        

 １ 新株引受権   ― ―  6,992 0.1 

新株予約権合計   ― ―  6,992 0.1 

Ⅳ 少数株主持分   ― ―  ― ― 

純資産合計   ― ―  2,467,421 31.9 

負債純資産合計   ― ―  7,743,902 100.0 
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②【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   10,539,025 100.0  11,134,364 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２  6,553,867 62.2  6,812,021 61.2 

   売上総利益   3,985,157 37.8  4,322,343 38.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  4,027,272 38.2  4,026,269 36.2 
   営業利益 
   又は営業損失(△)   △42,115 △0.4  296,073 2.6 

Ⅳ 営業外収益        

 １ 受取利息  20,995   27,100   

 ２ 為替差益  ―   28,527   

 ３ その他  15,108 36,103 0.3 8,984 64,612 0.6 

Ⅴ 営業外費用        

 １ 支払利息  42,192   48,020   

 ２ 社債発行費  ―   10,200   

 ３ 為替差損  38,361   ―   

 ４ その他  11,919 92,473 0.8 19,955 78,175 0.7 
   経常利益 
   又は経常損失(△)   △98,486 △0.9  282,510 2.5 

Ⅵ 特別利益        

 １ 固定資産売却益 ※３ 1,541   464   

 ２ 貸倒引当金戻入益  1,510   746   

 ３ 償却債権取立益  ― 3,052 0.0 2,995 4,206 0.1 

Ⅶ 特別損失        

 １ 固定資産除却損  58,309   78,645   

 ２ 事業改革費用 ※４ 147,274 205,583 2.0 ― 78,645 0.7 
   税金等調整前当期純利益 
   又は税金等調整前当期 
   純損失(△) 

  △301,017 △2.9  208,071 1.9 

   法人税、住民税及び事業税  80,951   319,109   

   法人税等調整額  90,051 171,003 1.6 112,998 432,107 3.9 

   少数株主損失   544 0.0  ― ― 

   当期純損失(△)   △471,475 △4.5  △224,035 △2.0 
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③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 
連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,028,164 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

  １ 自己株式処分差益  1,327 1,327 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,029,491 

     

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,351,589 

Ⅱ 利益剰余金減少高   

  １ 当期純損失  471,475  

２ 配当金  117,030 588,505 

Ⅲ 利益剰余金期末残高  763,083 

   

 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 
株主資本 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成17年５月31日残高(千円) 1,706,500 1,029,491 763,083 △68,811 3,430,263 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当   △117,267  △117,267 

 当期純損失（△）   △224,035  △224,035 

 自己株式の取得    △662,871 △662,871 
株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額) 

     

連結会計年度中の変動額合計(千
円) 

― ― △341,302 △662,871 △1,004,173 

平成18年５月31日残高(千円) 1,706,500 1,029,491 421,781 △731,682 2,426,090 

 
評価・換算差額等 新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

 為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 新株引受権 新株予約権合計   

平成17年５月31日残高(千円) △21,012 △21,012 6,992 6,992 ― 3,416,243 

連結会計年度中の変動額       

 剰余金の配当      △117,267 

 当期純損失（△）      △224,035 

 自己株式の取得      △662,871 

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額） 55,352 55,352 ― ― ― 55,352 

連結会計年度中の変動額合計(千
円) 55,352 55,352 ― ― ― △948,821 

平成18年５月31日残高(千円) 34,339 34,339 6,992 6,992 ― 2,467,421 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５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    
 １ 税金等調整前当期純利益又は 
   税金等調整前当期純損失(△)  △301,017 208,071 

 ２ 減価償却費  667,369 725,398 
 ３ 受取利息及び受取配当金  △21,235 △27,343 
 ４ 支払利息  42,192 48,020 
 ５ 社債発行費  ― 10,200 
 ６ 償却債権取立益  ― △2,995 
 ７ 固定資産除却損  58,309 78,645 
 ８ 事業改革費用  147,274 ― 
 ９ 売上債権の減少額（△は増加額）   △1,795 △203,932 
 10 たな卸資産の減少額（△は増加額）  △5,102 △21,452 
 11 仕入債務の増加額（△は減少額）  △130,627 73,547 
 12 その他  △70,571 326,416 
    小計  384,795 1,214,576 
    
 13 利息及び配当金の受取額  20,177 27,968 
 14 利息の支払額  △40,818 △48,129 
 15 償却債権取立による入金額  ― 2,995 
 16 事業改革費用の支払額  △147,274 ― 
 17 法人税等の支払額  △342,231 84,648 
   営業活動によるキャッシュ・フロー  △125,351 1,282,060 
 
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  △921,740 △514,180 
 ２ 無形固定資産の取得による支出  △135,859 △335,859 
 ３ 敷金・保証金の差入による支出  △22,212 △4,391 
 ４ 敷金・保証金の回収による収入  99,211 7,814 
 ５ その他  19,259 43,013 
   投資活動によるキャッシュ・フロー  △961,341 △803,604 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 長期借入れによる収入  1,200,000 790,000 
 ２ 長期借入金の返済による支出  △727,780 △848,490 
 ３ 社債の発行による収入  ― 489,800 
 ４ 親会社による配当金の支払額  △116,056 △116,944 
 ５ 自己株式の取得による支出  ― △662,871 
 ６ 自己株式の売却による収入  15,239 ― 
   財務活動によるキャッシュ・フロー  371,403 △348,505 

       

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  26,601 24,110 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  （△は減少額）  △688,689 154,061 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,419,734 1,731,045 
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,731,045 1,885,106 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数      15社 
 主要な連結子会社名は、「1.企業集団の
状況」に記載しているため、省略いたし
ました。 
 
 
 

(1) 連結子会社の数      17社 
 主要な連結子会社名は、「1.企業集団の
状況」に記載しているため、省略いたし
ました。 
 なお、会社設立により、当連結会計年
度より、新たに下記の２社を連結範囲に
含めております。 
  WEATHERNEWS DANMARK A/S 
  WEATHERNEWS TAIWAN LTD. 
   （緯哲気象股份有限公司） 

 
 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社名 
   Oceanroutes(S.E.A.)LIMITED 
 
 
(連結の範囲から除いた理由) 
 非連結子会社は、いずれも小規模であ
り、合計の総資産、売上高、当期純損益
(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分
に見合う額)等は、いずれも連結財務諸
表に重要な影響を及ぼしていないため
であります。 
 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 
  主要な非連結子会社名 
   Oceanroutes(S.E.A.)LIMITED 
   WEATHERNEWS BRASIL  
       METEREOLOGIA LTD. 
(連結の範囲から除いた理由) 
      同左 

２ 持分法の適用に関する 
事項 

 持分法を適用していない非連結子会社３
社および株式会社ジオスフィアジャパン他
関連会社１社は、それぞれ当期純損益及び
利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、
かつ、全体としても重要性がないため、持
分法の適用範囲から除外しております。 
 

 持分法を適用していない非連結子会社２
社および株式会社ジオスフィアジャパン他
関連会社１社は、それぞれ当期純損益及び
利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、
かつ、全体としても重要性がないため、持
分法の適用範囲から除外しております。 
 

３ 連結子会社の事業年度等に
関する事項 

連結子会社のうち、偉哲紐咨信息咨詢（上
海）有限公司の決算日は12月31日であり、連
結財務諸表の作成に当たっては、３月31日に
仮決算を実施しております。 
 その他の在外連結子会社の決算日は３月
31日であり、連結財務諸表の作成に当たって
は、当該会社の決算日の財務諸表を使用して
おります。 
連結決算日との間に生じた重要な取引に
ついては連結上必要な調整を行っておりま
す。 
 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

４ 会計処理基準に関する 
事項 

  

 (1) 重要な資産の評価基準及び
評価方法 

イ 有価証券 
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 

イ 有価証券 
その他有価証券 
  時価のないもの 

同左 
 ロ デリバティブ 

時価法 
ロ デリバティブ 

同左 
 ハ たな卸資産 

 (イ)商品 
   主として先入先出法による原価法 

ハ たな卸資産 
 (イ)商品 

同左 
  (ロ)仕掛品 

   主として個別法による原価法 
  (ロ)仕掛品 

同左 
  (ハ)貯蔵品 

   主として移動平均法による原価法 
 

  (ハ)貯蔵品 
同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価
償却の方法 

イ 有形固定資産 
当社および国内連結子会社は法人税
法の規定に基づく定率法を、また、在外
連結子会社は所在地国の会計基準の規
定に基づく定額法を採用しております。 
ただし、当社および国内連結子会社
は平成10年４月１日以降に取得した建
物（建物附属設備を除く。）については、
法人税法の規定に基づく定額法を採用
しております。 
なお、当社および国内連結子会社に
おいて、取得価額が10万円以上20万円未
満の減価償却資産については、法人税法
の規定に基づき、３年間で均等償却する
方法を採用しております。 

イ 有形固定資産 
同左 

 ロ 無形固定資産 
    当社および国内連結子会社は法人税
法の規定に基づく定額法を、また、在
外連結子会社は所在地国の会計基準の
規定に基づく方法を採用しておりま
す。 
  ただし、当社および国内連結子会社に
おける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(５
年)に基づく定額法を採用しておりま
す。 
 

ロ 無形固定資産 
              同左 

 (3) 繰延資産の処理方法 ――――――   社債発行費は、支出時に全額費用とし
て処理しております。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

 (4) 重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 
  当社および国内連結子会社は債権の
貸倒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。在外連結子会
社は個別債権の回収可能性を検討して
計上しております。 
ロ 退職給付引当金 
  一部の在外連結子会社においては、
従業員の退職給付に備えるため、所在
地国の法律に基づき、当連結会計年度
末における退職給付債務の見込額を計
上しております。 
 

イ 貸倒引当金 
同左 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロ 退職給付引当金 
   同左 

 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負
債の本邦通貨への換算の基
準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日
の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理しており
ます。なお、在外子会社等の資産及び
負債は、決算日の直物為替相場により
円貨に換算し、収益及び費用は期中平
均相場により円貨に換算し、換算差額
は資本の部における為替換算調整勘
定に含めております。 
 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日
の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理しており
ます。なお、在外子会社等の資産及び
負債は、決算日の直物為替相場により
円貨に換算し、収益及び費用は期中平
均相場により円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における為替換算調整
勘定に含めております。 

 (6) 重要なリース取引の処理方
法 

当社および国内連結子会社はリー
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、在外連結子会社につ
いては、主として通常の売買取引に準
じた会計処理によっております。 
 

同左 

 (7) 重要なヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっております。 
ただし、振当処理の要件を満たす為
替予約については振当処理を、特例処
理の要件を満たす金利スワップについ
ては特例処理を採用しております。 

イ ヘッジ会計の方法 
同左 

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 
（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

為替予約取引 外貨建金銭債務 

金利スワップ取引 借入金 
 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左    
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

 ハ ヘッジ方針 
外貨建金銭債務に伴うキャッシュ・
フローを確定させる目的で、為替予約
取引を行っております。 
また、将来の金利市場における利率
上昇による変動リスクを回避し、資金
調達コストを固定化する目的で金利ス
ワップ取引を利用しております。 
なお、当社以外はデリバティブ取引
を行っておりません。 
 

ハ ヘッジ方針 
同左 

 (8) その他連結財務諸表作成の
ための重要な事項 

消費税等の会計処理方法 
 消費税等の会計処理は、税抜方式にて
処理しております。 
 

消費税等の会計処理方法 
同左 

 
 

５ 連結子会社の資産及び負債の
評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に
ついては、全面時価評価法を採用してお
ります。 
 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する
事項 

 連結調整勘定の償却については、その
効果の発現する期間にわたって均等償
却を行うこととしております。 
 なお、金額的重要性の乏しい場合に
は、発生年度の損益として処理すること
としております。 
 

―――――― 

７ のれん及び負ののれんの償却
に関する事項 

―――――― のれん及び負ののれんの償却について
は、その効果の発現する期間にわたって
均等償却を行うこととしております。 
 なお、金額的重要性の乏しい場合には、
発生年度の損益として処理することとし
ております。 
 
（追加情報） 
 当連結会計年度から、内閣府令第56号
「財務諸表等の監査証明に関する内閣府
令等の一部を改正する内閣府令」（平成18
年4月26日）により、改正後の連結財務諸
表の用語、様式及び作成方法に関する規
則（昭和51年大蔵省令第28号）を適用し
ております。 

 
８ 利益処分項目等の取扱いに関
する事項 

 連結剰余金計算書については、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。 
 

―――――― 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

９ 連結キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及
び容易に換金可能であり、かつ、価値の
変動について僅少なリスクしか負わな
い取得日から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資からなっております。 

同左 

 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 
当連結会計年度から、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））および「固定資産の減損に係
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成
15年10月31日）を適用しております。 
なお、これによる当連結会計年度の損益に与える影響はあ

りません。 

―――――― 
 

―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 
 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸
借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用し
ております。 
 従来の資本の部の合計に相当する金額は2,460,429千円であ
ります。 
 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお
ける連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財
務諸表規則により作成しております。 
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表示方法の変更 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

  
―――――― （連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において無形固定資産の「その他」に表示
しておりましたソフトウェアは、総資産の100分の５を超え
たため、当連結会計年度より区分掲記しております。なお、
前連結会計年度のソフトウェアの金額は227,299千円であり
ます。 
 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 
 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フロ
ーの「その他」に含めて表示しておりました敷金・保証金の
差入による支出は、重要性が増したため、当連結会計年度よ
り区分掲記しております。なお、前連結会計年度の敷金・保
証金の差入による支出の金額は69,501千円であります。 
 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フロ
ーの「その他」に含めて表示しておりました敷金・保証金の
回収による収入は、重要性が増したため、当連結会計年度よ
り区分掲記しております。なお、前連結会計年度の敷金・保
証金の回収による収入の金額は2,574千円であります。 

―――――― 

  

 
 
 

追加情報 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書上
の表示方法） 
 実務対応報告第12号「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扱い」（企業会計
基準委員会 平成16年２月13日）が公表されたことに伴い、当
連結会計年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加
価値割および資本割21,032千円を販売費及び一般管理費とし
て処理しております。 
この結果、販売費及び一般管理費、営業損失、経常損失およ

び税金等調整前当期純損失が、それぞれ同額増加しておりま
す。 

―――――― 
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注記事項 
 

(連結貸借対照表関係) 
前連結会計年度 
(平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年５月31日) 

※１ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次のとお
りであります。 
投資その他の資産のその他(株式) 880千円

 

※１ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次のとお
りであります。 
投資その他の資産のその他(株式) 906千円

 
※２ 担保に供している資産およびこれに対する債務は、次の
とおりであります。 

 (1) 担保に供している資産 
建物及び構築物 473,582千円
工具、器具及び備品 
土地 

177,683千円
215,000千円

     計 866,266千円
 

 

※２ 担保に供している資産およびこれに対する債務は、次の
とおりであります。 

 (1) 担保に供している資産 
建物及び構築物 827,940千円
工具、器具及び備品 
土地 

192,678千円
384,677千円

     計 1,405,297千円
 

 
 (2) 上記に対応する債務 

一年内返済予定長期借入金 
長期借入金 

77,810千円
645,090千円

計 722,900千円
 

 (2) 上記に対応する債務 
一年内返済予定長期借入金 
長期借入金 

117,380千円
717,710千円

計 835,090千円
 

※３  当社の発行済株式総数 
                       普通株式       11,844,000株 

※３        ―――――― 

※４  連結会社が保有する自己株式数 
                       普通株式          117,300株 

※４        ―――――― 

 
(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５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。 
給料手当 1,446,586千円
貸倒引当金繰入額 4,703千円 

※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。 
給料手当 1,391,960千円
貸倒引当金繰入額 11,448千円 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 
104,579千円 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 
115,555千円 

※３ 主として車輌であります。 ※３ 主として車輌であります。 

※４ グローバルビジネスモデル推進に伴う、当社および在外
子会社における、グローバルセンター集約および移転の為
の費用等であります。  

※４      ―――――― 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度 （自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数(株) 

当連結会計年度 
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

発行済株式 
普通株式 11,844,000 ― ― 11,844,000 

合 計 11,844,000 ― ― 11,844,000 

自己株式 
 普通株式(注) 117,300 874,500 ― 991,800 

合 計 117,300 874,500 ― 991,800 

（注）普通株式の自己株式の増加数874,500株は、旧商法第211条の３第１項第２号の規定に基づく自己株式の取得によるものでありま
す。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 
目的となる 
株式の種類 前連結 

会計年度末 
当連結 

会計年度増加 
当連結 

会計年度減少 
当連結 
会計年度末 

当連結会計 
年度末残高 
（千円） 

第7回無担保社債 
（新株引受権付)(注)1 

普通株式 488,382 7,902 ― 496,284 6,992 

平成13年10月 
新株引受権(注)2 

普通株式 22,300 ― 1,300 21,000 ― 

平成15年5月 
新株予約権(注)3 

普通株式 247,400 ― 54,300 193,100 ― 

平成16年5月 
新株予約権(注)4 

普通株式 126,700 ― 2,600 124,100 ― 

平成16年７月 
新株予約権(注)5 

普通株式 15,000 ― 15,000 ― ― 

平成17年5月 
新株予約権(注)6 

普通株式 27,400 ― 2,700 24,700 ― 

提出会社 
（親会社） 

平成18年4月 
新株予約権(注)7 

普通株式 ― 400,000 ― 400,000 ― 

合計 ― ― ― ― ― 6,992 

（注）１．新株引受権の当連結会計年度増加は、行使価額を下回る払込金額で平成18年4月に新株予約権を発行したことによるものです。 
   ２．平成13年10月新株引受権の当連結会計年度の減少は、新株引受権の消却によるものです。 
   ３．平成15年５月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものです。 
   ４．平成16年５月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものです。 
   ５．平成16年７月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものです。 
   ６．平成17年５月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものです。 
   ７．平成18年４月新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものです。 
   ８．上表の新株予約権のうち、権利行使可能なものについては、「（ストック・オプション等関係）（２）ストック・オプションの

規模及びその変動状況」に記載しております。 

 

３．配当に関する事項 

（１）配当金の支払 

決 議 
株式の 
種類 

配当金 
の総額 

１株当たり 
配当額 基準日 効力 

発生日 
平成17年８月21日 
定時株主総会 普通株式 117,267千円 10円 平成17年 

５月31日 
平成17年 
８月22日 

 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

   次のとおり、決議を予定しております。 

決議予定 
株式の 
種類 

配当の 
原資 

配当金 
の総額 

１株当たり
配当額 基準日 効力 

発生日 

平成18年８月20日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 108,522千円 10円 平成18年

５月31日 
平成18年 
８月21日 
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 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係 

(平成17年５月31日) 
現金及び預金勘定 1,744,838千円
預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 △13,793千円

現金及び現金同等物 1,731,045千円
 

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ
れている科目の金額との関係 

(平成18年５月31日) 
現金及び預金勘定 1,885,106千円
現金及び現金同等物 1,885,106千円
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 (リース取引関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リース取引 

 (1) 借手側 
  イ 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) 借手側 
  イ 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   
 

取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額相当額 

期末残高 
相当額 

工具、器具 
及び備品 

30,215千円 12,051千円 18,163千円 

合計 30,215千円 12,051千円 18,163千円 
  

  
 

取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額相当額 

期末残高 
相当額 

工具、器具 
及び備品 

32,256千円 12,260千円 19,995千円 

合計 32,256千円 12,260千円 19,995千円 
  

  ロ 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 326,991千円
１年超 429,198千円

計 756,190千円 

  ロ 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 229,656千円
１年超 244,208千円

計 473,865千円 
  ハ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 14,087千円
減価償却費相当額 12,447千円
支払利息相当額 549千円 

  ハ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 
支払リース料 6,769千円
減価償却費相当額 6,405千円
支払利息相当額 481千円 

  ニ 減価償却費相当額の算定方法 
    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

  ニ 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

  ホ 利息相当額の算定方法 
    リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息
法によっております。 

  ホ 利息相当額の算定方法 
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ないため、項目等

の記載は省略しております。 

 
 （減損損失について） 

同左 

 
 (2) 貸手側(転貸リース取引に係るもの)    
  イ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 321,907千円
１年超 415,867千円

計 737,774千円
    なお、おおむね同一の条件で第三者にリースしており

ますので、ほぼ同額の残高が上記の借手側の未経過リ
ース料期末残高相当額に含まれております。 

  
(2) 貸手側(転貸リース取引に係るもの)    
  イ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 223,226千円
１年超 230,331千円

計 453,558千円
    なお、おおむね同一の条件で第三者にリースしており

ますので、ほぼ同額の残高が上記の借手側の未経過リ
ース料期末残高相当額に含まれております。 

２ オペレーティング・リース取引 
 (1) 借手側 
   未経過リース料 

１年内 148,920千円
１年超 506,426千円

計 655,347千円
(2) 貸手側(転貸リース取引に係るもの)    
   未経過リース料 

１年内 2,978千円
１年超 4,496千円

計 7,475千円 

２ オペレーティング・リース取引 
 (1) 借手側 
   未経過リース料 

１年内 172,736千円
１年超 425,431千円

計 598,168千円
(2) 貸手側(転貸リース取引に係るもの)    
   未経過リース料 

１年内 3,171千円
１年超 1,387千円

計 4,559千円 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度（自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日） 

 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年５月31日） 

 連結貸借対照表計上額 

(千円) 
その他有価証券 

非上場株式 

 

44,240  

    
 

当連結会計年度（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年５月31日） 

 連結貸借対照表計上額 

(千円) 
その他有価証券 

非上場株式 

 

44,240  
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(デリバティブ取引関係) 

 

１ 取引の状況に関する事項 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

 当社以外は、デリバティブ取引を行っておりません。 
(1) 取引の内容 
  当社で利用しているデリバティブ取引は、通貨関連
では為替予約取引、金利関連では金利スワップ取引
であります。 

 当社以外は、デリバティブ取引を行っておりません。 
(1) 取引の内容 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 
  当社のデリバティブ取引は、原則として、実需に基
づく取引であり、投機的な取引は行わない方針であり
ます。 

(2) 取引に対する取組方針 
同左 

(3) 取引の利用目的 
  当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金
銭債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確
保を図る目的で、また、金利関連では借入金利などの
将来の金利市場における利率上昇による変動リスク
を回避し、資金調達コストを固定化する目的で利用し
ております。 
なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行
っております。 

(3) 取引の利用目的 
同左 

イ ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっております。 
ただし、振当処理の要件を満たす為替予約につ
いては振当処理を、特例処理の要件を満たす金利ス
ワップについては特例処理を採用しております。 

 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 
（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 
為替予約取引 外貨建金銭債務 
金利スワップ取引 借入金 

 

 

 ハ ヘッジ方針 
外貨建金銭債務に伴うキャッシュ・フローを確
定させる目的で、為替予約取引を行っておりま
す。 
また、将来の金利市場における利率上昇による
変動リスクを回避し、資金調達コストを固定化す
る目的で金利スワップ取引を利用しております。 

 

(4) 取引に係るリスクの内容 
  為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを有し
ております。金利スワップ取引については、将来の金利
変動によるリスクを有しております。 
また、当社のデリバティブ取引の契約先は、国内の
信用度の高い銀行であるため、相手先の契約不履行によ
る信用リスクは、ほとんどないものと判断しておりま
す。 

(4) 取引に係るリスクの内容 
同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 
  当社では、デリバティブ取引の実行・管理は、Ｆ財務
カンパニーで行っており、実行に当たっては当カンパニ
ープレジデントの承認事項となっております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 
 当社では、デリバティブ取引の実行・管理は、Ｆコ
ーナー（経理・財務）で行っており、実行に当たって
は取締役の承認事項となっております。 
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２ 取引の時価に関する事項 

 前連結会計年度および当連結会計年度のデリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありま

せん。 

 

 

 

 (退職給付関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
当社グループでは、原則として退職給付制度を採用してお
りません。ただし、一部の在外連結子会社では、所在地国の
法律に基づき確定給付型の退職一時金制度および確定拠出型
の年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 

退職給付債務 972千円 
退職給付引当金 972千円 

３ 退職給付費用に関する事項 
退職給付費用 887千円 

なお、上記の他、確定拠出型の年金制度への拠出額を7,380
千円計上しております。 
 

１ 採用している退職給付制度の概要 
当社グループでは、原則として退職給付制度を採用してお
りません。ただし、一部の在外連結子会社では、所在地国の
法律に基づき確定給付型の退職一時金制度および確定拠出型
の年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 

退職給付債務 2,578千円 
退職給付引当金 2,578千円 

３ 退職給付費用に関する事項 
退職給付費用 1,530千円 

なお、上記の他、確定拠出型の年金制度への拠出額を10,271
千円計上しております。 
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（ストック･オプション等関係) 
 
当連結会計年度（自 平成１７年６月１日 至 平成１８年５月３１日） 
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 
（１） ストック・オプションの内容 
 平成13年10月 

ストック・オプション 

平成15年5月 

ストック･オプション 

平成16年5月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 当社取締役        11名 

当社従業員       324名 

当社取締役        11名 

当社従業員         362名 

当社子会社取締役    1名 

当社子会社従業員   103名 

当社取締役        11名 

当社監査役       3名 

当社従業員        354名 

当社子会社取締役    6名 

当社子会社従業員    3名 

ストック・オプション数

(注) 
普通株式    33,500株 普通株式    387,300株 普通株式    161,800株 

付与日 平成13年10月10日 平成15年5月30日 平成16年5月31日 

権利確定条件 付与日(平成13年10月10日)以降、

権利確定日(平成15年8月31日)ま

で継続して勤務していること。 

付与日(平成15年5月30日)以降、

権利確定日(平成16年5月29日～平

成19年5月29日)まで継続して勤務

していること。 

付与日(平成16年5月31日)以降、

権利確定日(平成17年5月30日～平

成21年5月30日)まで継続して勤務

していること。 

対象勤務期間 1年11ヶ月（自平成13年10月10日

至平成15年8月31日) 

1～4年間（自平成15年5月30日至

平成19年5月29日) 

1～5年間(自平成16年5月31日至平

成21年5月30日) 

権利行使期間 権利確定日後3年以内。 権利確定日後5年以内。ただし、権

利確定後退職した場合は、退職日よ

り30日以内まで行使可。 

権利確定日後5年以内。ただし、権

利確定後退職した場合は、退職日よ

り30日以内まで行使可。 

 
 平成16年7月 

ストック･オプション 

平成17年5月 

ストック・オプション 

平成18年4月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 当社子会社従業員     1名 当社取締役          9名 

当社従業員       265名 

 

当社取締役         9名 

当社従業員        26名 

当社子会社取締役       3名 

当社子会社従業員    18名 

ストック・オプション数

(注) 
普通株式    15,000株 普通株式    27,400株 普通株式    400,000株 

付与日 平成16年7月23日 平成17年5月31日 平成18年4月29日 

権利確定条件 付与日(平成16年7月23日)以降、

権利確定日(平成17年5月30日～平

成21年5月30日)まで継続して勤務

していること。 

付与日(平成17年5月31日)以降、

権利確定日(平成19年5月30日)ま

で継続して勤務していること。 

付与日(平成18年4月29日)以降、

権利確定日(平成19年4月28日～平

成23年4月28日)まで継続して勤務

していること。 

対象勤務期間 11ヶ月～4年11ヶ月(自平成16年7

月23日至平成21年5月30日) 

2年間(自平成17年5月31日至平成

19年5月30日) 

1～5年間(自平成18年4月29日至

平成23年4月28日) 

権利行使期間 権利確定日後5年以内。ただし、権

利確定後退職した場合は、退職日よ

り30日以内まで行使可。 

権利確定日後3年以内。ただし、権

利確定後退職した場合は、退職日よ

り30日以内まで行使可。 

権利確定日後5年以内。ただし、権

利確定後退職した場合は、退職日よ

り30日以内まで行使可。 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 
    当連結会計年度（平成18年5月期）において存在したストック･オプションを対象とし、ストック･オプシ

ョンの数については、株式数に換算して記載しております。 
①ストック･オプションの数 

 平成13年10月 

ストック･オプション 

平成15年5月 

ストック･オプション 

平成16年5月 

ストック･オプション 

権利確定前   （株） 

 前連結会計年度末 

 付与 

 失効 

 権利確定 

 未確定残 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

90,900 

－ 

11,600 

46,500 

32,800 

 

76,000 

－ 

－ 

19,000 

57,000 

権利確定後   （株） 

 前連結会計年度末 

 権利確定 

 権利行使 

失効 

 未行使残 

 

22,300 

－ 

－ 

1,300 

21,000 

 

156,500 

46,500 

－ 

42,700 

160,300 

 

50,700 

19,000 

－ 

2,600 

67,100 

    
 平成16年7月 

ストック･オプション 

平成17年5月 

ストック･オプション 

平成18年4月 

ストック･オプション 

権利確定前   （株） 

 前連結会計年度末 

 付与 

 失効 

 権利確定 

 未確定残 

 

12,000 

－ 

9,000 

3,000 

－ 

 

27,400 

－ 

2,700 

－ 

24,700 

 

－ 

400,000 

－ 

－ 

400,000 

権利確定後   （株） 

 前連結会計年度末 

 権利確定 

 権利行使 

失効 

 未行使残 

 

3,000 

3,000 

－ 

6,000 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

    
        ②単価情報 
 平成13年10月 

ストック･オプション 

平成15年5月 

ストック･オプション 

平成16年5月 

ストック･オプション 

権利行使価格(円) 1,539 643 1,327 

行使時平均株価(円) － － － 

 

 平成16年7月 

ストック･オプション 

平成17年5月 

ストック･オプション 

平成18年4月 

ストック･オプション 

権利行使価格(円) 1,174 857 782 

行使時平均株価(円) － － － 

 



35 

 (税効果会計関係) 
 

前連結会計年度 
（平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年５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 
繰延税金資産 
 税務上の繰越欠損金 387,637千円
 未実現利益の消去 92,436千円
  外国税額控除 69,385千円
 その他 103,761千円
  繰延税金資産小計 653,221千円
 評価性引当額 △354,965千円
  繰延税金資産合計 298,256千円
繰延税金負債 
 その他 △42,445千円
  繰延税金負債合計 △42,445千円
繰延税金資産（負債）の純額 255,810千円
 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
繰延税金資産 
 税務上の繰越欠損金 583,570千円
 外国税額控除 80,922千円
 未実現利益の消去 69,327千円
 その他 117,873千円
  繰延税金資産小計 851,693千円
 評価性引当額 △666,938千円
  繰延税金資産合計 184,755千円
繰延税金負債 
 その他 △40,990千円
  繰延税金負債合計 △40,990千円
繰延税金資産（負債）の純額 143,765千円
 

 
(注)繰延税金資産（負債）の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 
流動資産－繰延税金資産 148,519千円
固定資産－繰延税金資産 134,737千円
固定負債－その他 27,446千円

 

(注)繰延税金資産（負債）の純額は、連結貸借対照表の以下の
項目に含まれております。 
流動資産－繰延税金資産 55,214千円
固定資産－繰延税金資産 115,728千円
固定負債－その他 27,177千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 
率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0％

(調整) 
 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 △7.8％

 住民税均等割 △6.4％
 外国税額控除見積差異 △8.9％
  評価性引当額 △25.7％
 未実現利益消去に係る 
 税効果未認識 △42.8％

 その他 △5.2％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △56.8％

 

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要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0％

(調整) 
 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 8.2％

 住民税均等割 9.3％
 外国税額控除見積差異 21.5％
  評価性引当額 80.7％
 未実現利益消去に係る 
 税効果未認識 45.0％

 その他 3.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 207.7％
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(セグメント情報) 
 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前連結会計年度および当連結会計年度において、当社および連結子会社は気象情報を中心とした総合的なコンテ
ンツ提供サービスを事業としており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日) 

 日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

欧州 
(千円) 

アジア 
・豪州 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

  売上高        

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 7,902,428 662,107 1,434,815 539,673 10,539,025 ― 10,539,025 

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 1,477,301 158,636 ― ― 1,635,938 (1,635,938) ― 

計 9,379,730 820,743 1,434,815 539,673 12,174,963 (1,635,938) 10,539,025 

  営業費用 8,947,281 1,129,496 1,577,721 592,601 12,247,102 (1,665,961) 10,581,140 

営業利益又は損失（△） 432,448 △308,753 △142,905 △52,928 △72,138 30,023 △42,115 

Ⅱ 資産 8,462,354 648,729 658,830 694,047 10,463,961 (2,708,978） 7,754,983 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

北米………………アメリカ合衆国 
欧州………………イギリス国、ドイツ国、オランダ国、イタリア国、スペイン国、フランス国 
アジア・豪州……大韓民国、マレーシア国、中華人民共和国、フィリピン国、オーストラリア国 

 

当連結会計年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

 日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

欧州 
(千円) 

アジア 
・豪州 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

  売上高        

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 8,662,070 512,537 1,447,231 512,525 11,134,364 ― 11,134,364 

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 1,520,220 ― ― ― 1,520,220 (1,520,220) ― 

計 10,182,291 512,537 1,447,231 512,525 12,654,585 (1,520,220) 11,134,364 

  営業費用 9,303,678 886,599 1,641,065 586,454 12,417,797 (1,579,507) 10,838,290 

営業利益又は損失（△） 878,613 △374,062 △193,834 △73,929 236,787 59,286 296,073 

Ⅱ 資産 9,587,727 669,479 752,683 881,900 11,891,791 (4,147,888） 7,743,902 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

北米………………アメリカ合衆国 
欧州………………イギリス国、ドイツ国、オランダ国、イタリア国、スペイン国、フランス国 

            デンマーク国 
アジア・豪州……大韓民国、マレーシア国、中華人民共和国、フィリピン国、オーストラリア国 

            台湾 
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【海外売上高】 

 

前連結会計年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日) 

 北米・南米 欧州 アジア・豪州 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 665,651 1,436,195 675,655 2,777,502 

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 10,539,025 
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 6.3 13.6 6.4 26.4 

(注) １ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
２ 国又は地域は、地理的近接度により区分しており、各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

北米・南米………アメリカ合衆国他 
欧州………………イギリス国、ドイツ国、オランダ国、イタリア国、スペイン国、フランス国他 
アジア・豪州……大韓民国、マレーシア国、中華人民共和国、フィリピン国、台湾、 

オーストラリア国、シンガポール他 
 

 

当連結会計年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

 北米・南米 欧州 アジア・豪州 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 512,537 1,447,231 642,986 2,602,755 

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 11,134,364 
Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 4.6 13.0 5.8 23.4 

(注) １ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
２ 国又は地域は、地理的近接度により区分しており、各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

北米・南米………アメリカ合衆国他 
欧州………………イギリス国、ドイツ国、オランダ国、イタリア国、スペイン国、フランス国他 
アジア・豪州……大韓民国、マレーシア国、中華人民共和国、フィリピン国、台湾、 

オーストラリア国、シンガポール他 
 
 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日) 

     該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日) 

     該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
前連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日） 

当連結会計年度 
 (自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

１株当たり純資産額 290円72銭 
 

１株当たり純資産額 227円36銭 
 

１株当たり当期純損失 40円26銭 
 

１株当たり当期純損失 19円55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、
潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるた
め、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については、
潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるた
め、記載しておりません。 

 
（注）１株当たり当期純損失（△）および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年６月１日 
 至 平成17年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年６月１日 
 至 平成18年５月31日) 

１株当たり当期純損失（△）   

  当期純損失（△）（千円） △471,475 △224,035 

  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損失（△）（千円） △471,475 △224,035 

  普通株式の期中平均株式数（株） 11,710,585 11,457,623 

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 － － 

 普通株式増加数（株） － － 

（うち新株予約権） (－) (－) 

  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 ６種類 
平成12年９月12日発行 
第７回無担保社債 
（新株引受権付） 
488千株 

平成13年８月29日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
 22千株 

平成14年８月25日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権 2,474個） 
 247千株 

平成15年８月24日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
(1) 平成16年５月31日の 
 取締役会決議 
（新株予約権 1,267個） 
 126千株 
(2) 平成16年７月23日の 
 取締役会決議 
（新株予約権  150個） 
  15千株 

平成16年８月21日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権 274個） 

  27千株 

新株予約権 ６種類 
平成12年９月12日発行 
第７回無担保社債 
（新株引受権付） 
496千株 

平成13年８月29日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
 21千株 

平成14年８月25日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権 1,931個） 
 193千株 

平成15年８月24日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
(1) 平成16年５月31日の 
 取締役会決議 
（新株予約権 1,241個） 
 124千株 

平成16年８月21日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権 247個） 
24千株 

平成17年８月21日 
定時株主総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権 4,000個） 

400千株 

 


