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１． 18 年５月期の業績(平成 17 年６月１日～平成 18 年５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５月期 
17 年５月期 

1,917 16.9
1,640 29.3

298 △20.1
373  38.0

301 △12.0
342  29.5

 
 

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 
17 年５月期 

152 △21.0 
193 △11.4 

8,351  36
11,791 98

8,121  37
10,679 20

11.4
22.0

12.8 
26.2 

15.7
20.9

(注) ①期中平均株式数 18 年５月期    18,292 株     17 年５月期  16,410 株 
    ②会計処理の方法の変更   有 
     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 
 
(2)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 
17 年５月期 

3,075
1,649

1,449
1,236

47.1 
75.0 

78,271  01
68,636  09

(注)  ①期末発行済株式数   18 年５月期    18,516 株 17 年５月期  18,015 株 
   ②期末自己株式数     18 年５月期       －株 17 年５月期      －株 

 
２．19 年５月期の業績予想(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

通   期 2,428 15 9

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 486 円 07 銭 
  
３．配当状況 
・現金配当 

 
１株当配当金（円） 

配当金総額 

（百万円） 
配当性向 

（％） 
純資産 

配当率(％) 
17 年５月期 － － － － 
18 年５月期 － － － － 
19 年５月期（予想）     －    
 
 
 
 
 
 
 

※ 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算出した見通しであり、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、上記予想値と異なる場合がありま

す。 
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６. 個別財務諸表等 

(1) 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成17年５月31日) 
当事業年度 

(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  580,607  951,932 

２ 売掛金 ※３ 489,123  480,062 

３ 商品  90,310  54,417 

４ 仕掛品  17,490  9,643 

５ 貯蔵品  2,764  5,594 

６ 前渡金  10,301  6,425 

７ 前払費用  14,863  16,456 

８ 繰延税金資産  19,087  30,584 

９ 短期貸付金 ※３ ―  100,000 

10 その他  3,601  3,742 

貸倒引当金  △5,762  △4,921 

流動資産合計  1,222,388 74.1  1,653,938 53.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  45,481 44,560  

減価償却累計額  9,397 36,084 14,881 29,679 

(2) 車両運搬具  6,366 ―  

減価償却累計額  6,002 363 ― ― 

(3) 工具器具備品  132,797 126,472  

減価償却累計額  64,878 67,919 78,183 48,289 

有形固定資産合計  104,367 6.3  77,968 2.5

２ 無形固定資産    

(1) 商標権  4,051  3,682 

(2) ソフトウェア  108,729  135,024 

(3) ソフトウェア仮勘定  92,352  249,612 

(4) その他  605  605 

無形固定資産合計  205,738 12.5  388,924 12.7

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  1,968  44,988 

(2) 関係会社株式  ―  786,000 

(3) 出資金  38,700  12,690 

(4) 長期前払費用  600  ― 

(5) 繰延税金資産  12,582  45,847 

(6) 敷金  45,573  45,743 

(7) 差入保証金  10,840  10,840 

(8) 保険積立金  6,995  8,470 

投資その他の資産合計  117,259 7.1  954,578 31.0

固定資産合計  427,365 25.9  1,421,471 46.2

資産合計  1,649,754 100.0  3,075,410 100.0
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前事業年度 
(平成17年５月31日) 

当事業年度 
(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 買掛金 ※３ 10,346  11,498 

２ 短期借入金  112,470  600,000 

３ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

 ―  300,000 

４ 未払金  37,771  51,905 

５ 未払費用  101,841  140,065 

６ 未払法人税等  127,205  99,215 

７ 未払消費税等  11,336  18,633 

８ 前受金  5,544  14 

９ 預り金  6,730  4,795 

10 その他  29  ― 

流動負債合計  413,275 25.0  1,226,129 39.9

Ⅱ 固定負債    

  長期借入金  ―  400,000 

固定負債合計  ― ―  400,000 13.0

負債合計  413,275 25.0  1,626,129 52.9

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※１ 529,142 32.1  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  472,782 ―  

資本剰余金合計  472,782 28.7  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  870 ―  

２ 任意積立金    

(1) 別途積立金  10,000 ―  

３ 当期未処分利益  223,553 ―  

利益剰余金合計  234,423 14.2  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  130 0.0  ― ―

資本合計  1,236,479 75.0  ― ―

負債資本合計  1,649,754 100.0  ― ―
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前事業年度 
(平成17年５月31日) 

当事業年度 
(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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ―  559,202 18.2

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 502,842  

(2) その他資本剰余金  ― ―  

資本剰余金合計  ―  502,842 16.3

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 870  

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 10,000  

繰越利益剰余金  ― 376,316  

利益剰余金合計  ―  387,186 12.6

株主資本合計  ―  1,449,231 47.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  ―  34 0.0

Ⅲ 新株予約権  ―  15 0.0

純資産合計  ―  1,449,281 47.1

負債純資産合計  ―  3,075,410 100.0
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（2） 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(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    

１ インフォメーション 
  プロバイダー事業売上 

 1,355,703 1,426,488  

２ コマース事業売上 ※３ 162,058 198,648  

３ ゲーム開発事業売上  123,017 1,640,780 100.0 292,295 1,917,432 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ インフォメーション 
  プロバイダー事業 
  売上原価 

 494,270 696,585  

２ コマース事業売上原価 ※３ 67,262 133,835  

３ ゲーム開発事業売上原価  43,741 605,274 36.9 135,062 965,484 50.4

売上総利益  1,035,505 63.1  951,948 49.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 回収費  134,884 144,794  

２ 貸倒引当金繰入額  5,762 4,921  

３ 貸倒損失  8,293 6,438  

４ 広告宣伝費  45,707 54,352  

５ 役員報酬  73,260 74,180  

６ 給与手当  77,617 80,103  

７ 減価償却費  17,808 17,128  

８ 支払報酬  39,415 38,295  

９ 研究開発費 ※１ 77,584 33,208  

10 地代家賃  － 45,623  

11 その他  181,660 661,994 40.3 154,461 653,509 34.0

営業利益  373,511 22.8  298,438 15.6
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前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(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
(％)

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 ※３ 7 38  

２ 受取配当金  10 5  

３ 業務受託料収入 ※３ － 6,510  

４ 損害賠償金収入  － 1,700  

５ その他  47 64 0.0 20 8,273 0.4

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  1,784 4,122  

２ 社債利息  302 －  

３ 支払保証料  270 －  

４ 新株発行費  4,375 431  

５ 上場関連費用  23,766 －  

６ 為替差損  666 31,165 1.9 713 5,267 0.3

経常利益  342,410 20.9  301,445 15.7

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益  － 346  

２ 保険満期収入  473 －  

３ 投資有価証券売却益  － 241  

４ その他  50 523 0.0 － 587 0.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 10,428 15,478  

２ 投資有価証券評価損  1,741 －  

３ 出資金評価損  5,000 17,169 1.0 11,713 27,191 1.4

税引前当期純利益  325,764 19.9  274,841 14.3

法人税、住民税及び 
事業税 

 144,793 166,774  

法人税等調整額  △12,536 132,257 8.1 △44,696 122,078 6.3

当期純利益  193,506 11.8  152,762 8.0

前期繰越利益 
又は前期繰越損失（△） 

 30,047  － 

当期未処分利益  223,553  － 
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インフォメーションプロバイダー事業売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(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) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 労務費  187,579 29.9 233,374 28.9

Ⅱ 外注費  115,410 18.4 133,222 16.5

Ⅲ 経費 ※１ 323,545 51.6 441,298 54.6

計  626,534 100.0 807,896 100.0

他勘定振替高 ※２ 132,264 111,310 

当期インフォメーション 
プロバイダー事業売上原価 

 494,270 696,585 

 
(脚注) 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 経費の主な内訳は次の通りであります。 

 通信費 39,698千円

 減価償却費 104,556千円

 地代家賃 12,847千円

 支払ロイヤリティ 118,638千円

 支払著作権料 26,685千円

 消耗品費 7,313千円
 

※１ 経費の主な内訳は次の通りであります。 

 通信費 48,988千円

 減価償却費 140,505千円

 地代家賃 14,390千円

 支払ロイヤリティ 192,262千円

 支払著作権料 26,421千円

 消耗品費 5,434千円
 

※２ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。 

 研究開発費 28,390千円

 ソフトウェア仮勘定 102,097千円

広告宣伝費 1,775千円
 

※２ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。 

 研究開発費 8,082千円

 ソフトウェア仮勘定 103,227千円
 

 ３ 原価計算の方法 

   原価計算の方法は、プロジェクト別の個別原価計

算を採用しております。 

 ３ 原価計算の方法 

            同左 
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コマース事業売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(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) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

商品期首たな卸高  23,860 90,310 

当期商品仕入高  135,220 85.0 100,060 52.6

合計  159,081 100.0 190,371 100.0

他勘定振替高 ※１ 1,507 2,117 

商品期末たな卸高  90,310 54,417 

当期コマース事業売上原価  67,262 133,835 

 

(脚注) 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。 

 広告宣伝費 1,143千円

 貯蔵品 364千円
 

※１ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。 

 貯蔵品 2,117千円
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ゲーム開発事業売上原価明細書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(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) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 労務費  67,900 52.8 66,801 44.4

Ⅱ 外注費  45,614 35.5 75,787 50.4

Ⅲ 経費 ※１ 15,108 11.7 7,894 5.2

計  128,623 100.0 150,483 100.0

期首仕掛品たな卸高  7,380 17,490 

合計  136,004 167,973 

他勘定振替高 ※２ 74,772 23,267 

期末仕掛品たな卸高  17,490 9,643 

当期ゲーム開発事業 
売上原価 

 43,741 135,062 

 
(脚注) 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 経費の主な内訳は次の通りであります。 

 減価償却費 3,711千円

 地代家賃 4,341千円

 消耗品費 3,565千円

 支払ロイヤリティ 1,491千円
 

※１ 経費の主な内訳は次の通りであります。 

 減価償却費 2,233千円

 地代家賃 3,450千円

 消耗品費 939千円

 支払ロイヤリティ 33千円
 

※２ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。 

 研究開発費 49,193千円

 ソフトウェア仮勘定 25,579千円
 

※２ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。 

 研究開発費 22,873千円

 広告宣伝費 490千円
 

 ３ 原価計算の方法 

   原価計算の方法は、プロジェクト別の個別原価計

算を採用しております。 

 ３ 原価計算の方法 

            同左 
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オンライン流通事業売上原価明細書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(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) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 労務費  － － 83,779 39.8

Ⅱ 外注費  － － 108,998 51.8

Ⅲ 経費 ※１ － － 17,684 8.4

計  － － 210,462 100.0

他勘定振替高 ※２ － 210,462 

当期オンライン流通事業 
売上原価 

 － － 

 
(脚注) 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

 

   ―――――――――――――――――― 

※１ 経費の主な内訳は次の通りであります。 

 旅費交通費 1,380千円

 減価償却費 3,642千円

 地代家賃 4,805千円

 水道光熱費 1,244千円

 消耗品費 5,443千円
 

   ―――――――――――――――――― ※２ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。 

 研究開発費 2,252千円

 ソフトウェア仮勘定 208,209千円
 

   ――――――――――――――――――  ３ 原価計算の方法 

   原価計算の方法は、プロジェクト別の個別原価計

算を採用しております。 
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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６月１日 
至 平成17年５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   

１ 税引前当期純利益  325,764 

２ 減価償却費  126,076 

３ 長期前払費用の増減額(△は増加)  600 

４ 貸倒引当金の増減額(△は減少)  1,153 

５ 受取利息及び受取配当金  △17 

６ 支払利息  2,086 

７ 為替差損益(△は為替差益)  △39 

８ 保険満期収入  △473 

９ 固定資産除却損  10,428 

10 投資有価証券評価損  1,741 

11 出資金評価損  5,000 

12 売上債権の増減額(△は増加)  △82,140 

13 たな卸資産の増減額(△は増加)  △77,958 

14 仕入債務の増減額(△は減少)  7,242 

15 未払金の増減額(△は減少)  △11,406 

16 未払費用の増減額(△は減少)  19,679 

17 未払消費税等の増減額(△は減少)  △3,613 

18 その他債権の増減額(△は増加)  △4,986 

19 その他債務の増減額(△は減少)  12,084 

小計  331,219 

20 利息及び配当金の受取額  17 

21 利息の支払額  △1,714 

22 法人税等の支払額  △68,063 

営業活動によるキャッシュ・フロー  261,459 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金の預入による支出  △70,000 

２ 定期預金の払戻による収入  180,000 

３ 有形固定資産の取得による支出  △91,954 

４ 無形固定資産の取得による支出  △167,904 

５ 投資その他の資産の取得による支出  △61,947 

６ 投資その他の資産の回収による収入  21,027 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △190,780 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の増減額(△は減少)  52,470 

２ 長期借入金の返済額  △64,902 

３ 株式発行による収入  417,390 

財務活動によるキャッシュ・フロー  404,958 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  39 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)  475,677 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  104,930 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  580,607 
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（4） 利益処分計算書 

 

株主総会承認年月日  
前事業年度 

(平成17年８月26日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  223,553 

Ⅱ 次期繰越利益  223,553 
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（5） 株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成 17 年６月１日 至 平成 18 年５月 31 日) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成17年５月31日残高(千円) 529,142 472,782 － 472,782

事業年度中の変動額  

新株の発行（新株予約権の
行使） 

30,060 30,060 － 30,060

当期純利益 － － － －

株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

－ － － －

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

30,060 30,060 － 30,060

平成18年５月31日残高(千円) 559,202 502,842 － 502,842

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本合計 

平成17年５月31日残高(千円) 870 10,000 223,553 234,423 1,236,348 

事業年度中の変動額   

新株の発行（新株予約権の
行使） 

－ － － － 60,120 

 当期純利益 － － 152,762 152,762 152,762 

株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

－ － － － － 

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

－ － 152,762 152,762 212,882 

平成18年５月31日残高(千円) 870 10,000 376,316 387,186 1,449,231 

 
評価・換算差額等 

 その他有価証 
券評価差額金 

評価・換算
差額等合計

新株予約権 純資産合計

平成17年５月31日残高(千円) 130 130 15 1,236,494

事業年度中の変動額  

新株の発行（新株予約権の
行使） 

－ － － 60,120

当期純利益 － － － 152,762

株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△96 △96 － △96

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

△96 △96 － 212,786

平成18年５月31日残高(千円) 34 34 15 1,449,281
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

（1）   ――――――― 

 

 

（2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

   決算期末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)を採用して

おります。 

 時価のないもの 

   移動平均法による原価法を採用

しております。 

（1）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

（2）その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品 

  移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(1) 商品 

        同左 

 (2) 仕掛品 

  個別法による原価法を採用してお

ります。 

(2) 仕掛品 

        同左 

 (3) 貯蔵品 

  個別法による原価法を採用してお

ります。 

(3) 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 

  定率法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

   建物     ３年～15年 

   車両運搬具     ６年 

   工具器具備品 ５年～６年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 (2) 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  なお、ソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(１年か

ら５年)に基づく定額法を採用して

おります。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

(3) 長期前払費用 

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 

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

  債権の貸倒れに備えるため、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。 

貸倒引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

６ 収益及び費用の計上基準  インフォメーションプロバイダー事

業においては、当社サーバーにて把握

した会員数の移動状況等に基づき売上

計上し、後日携帯電話会社からの支払

通知書の到着時点で当社計上額と支払

通知額との差額につき売上調整してお

ります。 

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 

  消費税等の会計処理は、税抜方式

を採用しております。 

同左 

 

会計処理方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(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。これによる損益への影響はありません。 
  
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
等） 
 当事業年度より、「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。これによる
損益への影響はありません。 
 従来の資本の部の合計に相当する金額は1,449,266
千円であります。 
 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に
おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の
財務諸表等規則により作成しております。 
 
（株主資本等変動計算書に関する会計基準等） 
 当事業年度より、「株主資本等変動計算書に関する会
計基準」（企業会計基準第６号 平成17年12月27日）及
び「株主資本等変動計算書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９号 平成17年12月27
日）を適用しております。 
 財務諸表等規則の改正により、当事業年度から損益
計算書の末尾は当期純利益とされております。 
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前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

  また、当事業年度より「株主資本等変動計算書」を
作成しております。なお、前事業年度まで作成してお
りました「利益処分計算書」は、本改正により廃止さ
れ、当事業年度からは作成しておりません。 

 

表示方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

（損益計算書） 
 前事業年度まで、ビーズアクセサリー等の仕入れ及
び販売を「その他事業」としておりましたが、商品仕
入高及び売上高の金額の重要性が増したため、当事業
年度より「コマース事業」に名称変更しております。 
 上記の名称変更に伴い、前事業年度まで「ゲーム用
開発事業」の売上高及び売上原価に含めていたゲーム
サウンドトラックCDの売上高及び売上原価を当事業年
度より「コマース事業」の売上高及び売上原価に含め
て表示しております。 
 なお、前事業年度において「ゲーム開発事業」の売
上高及び売上原価に含めていたゲームサウンドトラッ
クCDの売上高、売上原価は17,158千円、5,962千円であ
ります。 
 

――――――― 

 
        ――――――― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（損益計算書） 
 前事業年度まで、販売費及び一般管理費の「その他」
に表示しておりました地代家賃は、当事業年度におい
て販売費及び一般管理費の総額の100分の５を超える
こととなったため、当事業年度より区分掲記すること
といたしました。 
 なお、前事業年度の地代家賃は29,843千円でありま
す。 

 

追加情報 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

「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日に交付され、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）に従い法人事業税

の付加価値割および資本割については、販売費及び一

般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が5,574千円増加
し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益が、
5,574千円減少しております。 

 
       ――――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

(平成17年５月31日) 
当事業年度 

(平成18年５月31日) 

※１ 会社が発行する株式 

 普通株式 60,000株

発行済株式総数 

 普通株式 18,015株
 

 

――――――― 

 ２ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する金額(資産

の時価評価により増加した純資産額)は、130千円で

あります。 

    

         ――――――― 

 

――――――― 

※３ 関係会社に対する主な資産及び負債は次のとおり

であります。 

 

短期貸付金 100,000千円

売掛金 1,304千円

買掛金 1,971千円

 

 

 
(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

※１ 一般管理費に含まれている研究開発費は、77,584

千円であります。 

※１ 一般管理費に含まれている研究開発費は、33,208

千円であります。 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物 7,261千円

車両運搬具 126千円

工具器具備品 321千円

ソフトウェア仮勘定 2,719千円

計 10,428千円
 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物 1,433千円

工具器具備品 1,005千円

ソフトウェア仮勘定 13,040千円

計 15,478千円
 

 

――――――― 

 

 

※３ 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含ま

れております。 

 

売上高 2,518千円

仕入 15,362千円

業務受託料収入 6,510千円

受取利息 37千円
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 (キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５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５月31日) 

現金及び預金 580,607千円

現金及び現金同等物 580,607千円
  
２ 重要な非資金取引の内容 

   平成16年８月９日を期日とする第１回無担保転換社債の株式転換額は、105,000千円であ

ります。 

 (リース取引関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(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 

 (借主側) 

 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 

 (借主側) 

 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 

2,566 652 1,913 

合計 2,566 652 1,913 

 

 
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 

2,566 1,166 1,399 

合計 2,566 1,166 1,399 

 
 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 501千円

１年超 1,478千円

合計 1,979千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 519千円

１年超 958千円

合計 1,478千円
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 1,097千円

減価償却費相当額 953千円

支払利息相当額 130千円
 

 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 562千円

減価償却費相当額 513千円

支払利息相当額 61千円
 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

   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。 

   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。 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

   減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

   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ありません。
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(有価証券関係) 

  当事業年度に係る「有価証券」（子会社株式及び関連会社株式株式で時価のあるものは除く）に関する

注記については、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。 

 
前事業年度末(平成 17 年５月 31 日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表日における 
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 490 710 220

小計 490 710 220

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 
株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 490 710 220

    

２ 時価評価されていない有価証券 

区分 貸借対照表計上額(千円) 

(1) その他有価証券 
  非上場株式(店頭売買株式を除く) 

1,258

合計 1,258

 
  当事業年度末(平成 18 年５月 31 日) 

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) 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 
前事業年度（自 平成 16 年６月１日 至 平成 17 年５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) 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 
前事業年度（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。 
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(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(平成17年５月31日) 
当事業年度 

(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) 
ソフトウェア減価償却限度超過額 12,671千円

未払費用否認 1,667千円

投資有価証券評価損 1,522千円

出資金評価損 2,034千円

研究開発費否認 4,156千円

商品評価損否認 2,648千円

未払事業税否認 10,616千円

 小計 35,316千円

評価性引当額 △3,556千円

繰延税金資産合計 31,759千円

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 △89千円

繰延税金負債合計 △89千円

繰延税金資産の純額 31,669千円
  

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) 
ソフトウェア減価償却限度超過額 20,154千円

未払費用否認 1,367千円

投資有価証券評価損 813千円

出資金評価損 6,800千円

研究開発費否認 26,078千円

商品評価損否認 19,988千円

未払事業税否認 7,971千円

未払事業所税否認 895千円

 小計 84,069千円

評価性引当額 △7,614千円

繰延税金資産合計 76,455千円

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 23千円

繰延税金負債合計 23千円

繰延税金資産の純額 76,432千円
  

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

るため注記を省略しております。 
  

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 

法定実行税率 40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
0.9％

住民税均等割 1.0％

評価性引当額 1.5％

その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.4％

 
  

 
(持分法損益等) 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 
前事業年度（自 平成 16 年６月１日 至 平成 17 年５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。 
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（6）関連当事者との取引 

当事業年度については、連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 
前事業年度(自 平成16年６月１日 至 平成17年５月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 

 

２ 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 

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)

当社銀行借
入に対する
保証 

92,468 
(注)２ 

借入金 
― 
(注)１

当社リース
契約に対す
る保証 

4,867 
(注)３ 

リース料 
― 
(注)１

役員 高野健一 ― ― 
当社 
代表取締役

(被所有) 
直接36.7

― ― 

当社割賦購
入契約に対
する保証 

729 
(注)４ 

未払金 
― 
(注)１

 １ 上記取引については全て解消しております。 

 ① 銀行借入に対する保証は平成16年９月17日に全て解消しております。 

 ② リース取引に対する保証は平成16年８月31日に全て解消しております。 

 ③ 割賦購入契約に対する保証は平成16年９月30日に全て解消しております。 

２ 取引金額は、保証を解消した時点の借入金残高を記載しております。 

    ３ 取引金額は、保証を解消した時点のリース取引未経過リース料残高相当額を記載しております。 

    ４ 取引金額は、保証を解消した時点の割賦購入契約未払代金残高を記載しております。 

５ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

① 当社は、銀行借入における連帯保証人として当社の代表取締役高野健一の保証を受けておりました。なお、

保証料の支払は行っておりません。 

② 当社は、昭和リース株式会社との間で締結されているリース契約及び割賦購入契約並びに株式会社日本ビ

ジネスリースとの間で締結されているリース契約における連帯保証人として当社の代表取締役高野健一

の保証を受けておりました。なお、保証料の支払は行っておりません。 
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（7）１株当たり情報 

 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(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 68,636円09銭 １株当たり純資産額 78,271円01銭

１株当たり当期純利益 11,791円98銭 １株当たり当期純利益 8,351円36銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

10,679円20銭
 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

8,121円37銭
 

当社は、平成16年９月３日付で株式１株を３株に分割

しております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりと

なります。 

前事業年度 
１株当たり純資産額     63,708円14銭 
１株当たり当期純利益    26,770円85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、新株予約権残高及び転換社債残高
がありますが、当社株式は非上場であり、かつ
店頭登録もしていないため、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は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年６月１日
至 平成17年５月31日)

当事業年度 
(自 平成17年６月１日
至 平成18年５月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益(千円) 193,506 152,762

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) 193,506 152,762

普通株式の期中平均株式数(株) 16,410 18,292

 

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) 179 ―

  (うち支払利息(税額相当額控除後)) (千円) 179 ―

  (うち事務手数料(税額相当額控除後)) (千円) ― ―

 普通株式増加数(株) 1,726 518

  (うち転換社債) (株) 396 ―

  (うち新株予約権) (株) 1,329 518

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 

――――――― ――――――― 
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(8)重要な後発事象 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

(１)資金の借入 
平成17年６月１日開催の取締役会決議に基づき、今

後のＭ＆Ａ及び新規事業案件対応資金として、以下の
とおり銀行借入れすることを決議いたしました。 

  
  借 入 先：株式会社ＵＦＪ銀行 

借入金額：300,000千円 
  借 入 日：平成17年６月10日 
  返済期限：平成18年６月９日 

利  息：年0.35％ 
 
  借 入 先：株式会社りそな銀行 

借入金額：600,000千円 
  借 入 日：平成17年６月10日 
  返済期限：平成20年５月30日 

利  息：１年目年0.35％、 
２年目以降は３ヶ月ものTIBORに年利
0.3％を加算した割合による 

 
(２)株式取得による会社買収 

平成17年6月29日開催の取締役会決議に基づき、ク
レイズカンパニー株式会社の全株式取得について、既
存株主との間で株式譲受契約を締結し、当社の100％
子会社となりました。 

  
①目的 
クレイズカンパニー株式会社は、主にPCインターネ

ットを通じた、ビーズ通販ショップ「Beads Mania」“ビ
ーズマニア”を運営しており、同社を連結子会社化す
ることにより、当社本体との事業シナジーの 大化が
図れ、ビーズアクセサリーを中心としたコマース事業
の一層の拡大と事業基盤拡充に寄与すると見込まれ
ることから、同社の株式を取得することに関し合意に
至りました。  

  
②株式を取得する会社の名称及び概要 

  名 称：クレイズカンパニー株式会社 
  所在地：東京都中央区銀座４丁目13番11号 
 （本店所在地：東京都足立区中川２丁目３番２号） 
  代表者の名前：代表取締役社長 平野 功 
  設立年月日：平成11年６月３日 
  資本金：15,000千円 

事業の内容：ビーズ・金具・副資材・工具などのア
クセサリーパーツ販売、ビーズ関連キ
ット企画製作・販売 

 ③株式取得の時期 
  平成17年６月30日 
 
 ④譲受金額 
  400,800千円 
 
⑤取得後における当社の所有に係る子会社の議決権の
数及び議決権の総数に対する割合 
当社所有議決権の数・・・・・300個 
議決権の総数・・・・・・・・300個 
議決権の総数に対する割合・・100％ 

 

(１)株式の譲受 
  当社は、子会社である株式会社ケイブ・オンライ
ン・エンターテイメントの株式を平成18年６月30日付
けで下記の通り譲り受け、同社を100％子会社といた
しました。 

 
①異動の目的 

100％子会社化は、当社グループ会社間の連携強化
の一環として実施したものです。 

 
②株式を取得する会社の名称及び概要 

名 称：株式会社ケイブ・オンライン・エンターテ
イメント 

  所在地：東京都新宿区新宿１丁目１番８号 
  代表者の名前：代表取締役社長  高野 健一 
         代表取締役副社長 横山 秀幸 
  設立年月日：平成17年7月15日 
  資本金：100,000千円 

事業の内容：エンターテイメントのオンライン流通
ビジネス 

 
③異動の内容及びその年月日 
（イ）内容 譲渡人：高野 健一 持分株数 200株 
     譲渡人：横山 秀幸 持分株数 100株 

（ロ）異動年月日 ：平成18年６月30日 
 
④異動の前後における当社の所有に係る子会社の議決
権の数及びその議決権の総数に対する割合 

           （異動前）    （異動後）
  当社所有議決権数    3,600個   3,900個 
  （当社所有株式数    3,600株   3,900株）
  議決権の総数      3,900個   3,900株 
  （発行済株式数     3,900株   3,900株）
  議決権の総数に対する割合 92.3％   100.0％
  （発行済株式数に対する割合92.3％   100.0％）
 
  資本金（100,000千円）の変更はございません 
 
⑤譲受条件及び譲受条件の方針決定 
  株価算定報告書に基づき、当社と関連を有しない他
の当事者と同等の条件によっております。 

⑥譲受金額 
総額15,000千円 
 

(２)子会社との合併契約の締結 
  当社は、平成18年７月24日開催の取締役会におい 
て、当社の連結子会社である株式会社ケイブ・オンラ
イン・エンターテイメントと平成18年９月１日を合併
期日とする合併契約を締結することを決議し、平成18
年７月24日に合併契約書に調印いたしました。 
 合併契約の概要は次のとおりであります。 

 
①合併期日  平成18年９月１日 
 
②合併方式  当社を存続会社とする吸収合併方式 
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前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

⑥当該支払資金の調達及び支払方法 
上記(１)の資金調達により、一括支払いしておりま
す。 

 
 ⑦当該子会社への増資及び商号変更 

平成17年７月６日開催の取締役会決議に基づき、当
該子会社に対し、100,200千円の増資払込を実施いたし
ました。また、平成17年７月７日開催の当該子会社の
臨時株主総会決議に基づき、商号をビーズマニア株式
会社へ変更いたしました。 

 
(３)子会社の設立 

平成17年７月13日開催の取締役会決議に基づき、平
成17年7月15日付をもって、株式会社ケイブ・オンラ
イン・エンターテイメントを設立いたしました。本件
の概要は以下のとおりであります。 

 
①目的 
当社は、主力コンテンツタイトルを活用したオンラ

インゲーム事業を、国内において展開する新会社を設
立する運びとなりました。 

  
②新規設立する会社の名称及び概要 

  名 称：株式会社ケイブ・オンライン・エンターテ
イメント 

  所在地：東京都新宿区新宿１丁目１番８号 
  代表者の名前：代表取締役社長 高野 健一 
  設立年月日：平成17年7月15日 
  資本金：97,500千円 

事業の内容：エンターテイメントのオンライン流通
ビジネス 

※なお、平成17年７月19日開催の当該子会社の取締
役会決議に基づき、資本準備金97,500千円の一部
2,500千円を資本金に組入れ、資本金を100,000千
円といたしました。 

 
 ③払込金額 
  180,000千円 
 

④当社の所有に係る子会社の議決権の数及び議決権の
総数に対する割合 

  当社所有議決権の数・・・・・3,600個 
  議決権の総数・・・・・・・・3,900個 

議決権の総数に対する割合・・ 92.3％ 
 
 ⑤当該支払資金の調達及び支払方法 

上記(１)の資金調達により、一括支払いしておりま
す。 

 

③合併比率  株式会社ケイブ・オンライン・エンター
       テイメントの株式を100％保有しており

ますので、新たな株式を発行しないこと
といたしております。 

        
④合併交付金 合併交付金の支払はありません。 
 
⑤株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメントの
概要 

  
 事業の内容：エンターテイメントのオンライン流通ビ

ジネス 
   株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメントの
平成18年５月31日現在の財政状態および 近事業年度
（平成17年７月15日から平成18年５月31日まで）の営業
状況は次のとおりであります。 
   純資産  ：171,701千円 
   総資産  ：295,341千円 
 
   営業損失 ： 21,077千円 
  経常損失 ： 23,057千円 
  当期純損失： 23,298千円 
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前事業年度 

(自 平成16年６月１日 
至 平成17年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日) 

(４)業務提携を目的とする資本参加 
平成17年８月３日開催の取締役会決議に基づき、当

社が保有するデルガマダス株式会社の新株引受権の
行使を行い、資本参加いたしました。本件の概要は以
下のとおりであります。 

 
①目的 
オンライン流通事業におけるオンラインゲームの

開発面の強化、及び効果的なプロモーション＆マーケ
ティング活動の提携会社として、当該会社へ資本参加
する運びとなりました。 
②資本参加する会社の名称及び概要 

名 称：デルガマダス株式会社 
所在地：東京都千代田区二番町５番地６ 
代表者の名前：代表取締役 平島 稔 
設立年月日：平成11年12月14日 
資本金：119,050千円 
事業の内容：ブロードバンド型エンターテイメン

ト・ネットカフェ「Cafe J Net 
NEWNEW」の運営等 

 
③払込金額 

21,000千円 
 

④当社の所有に係る当該会社の議決権の数及び議決
権の総数に対する割合 
当社所有議決権の数・・・・・ 140個 
議決権の総数・・・・・・・・1,954個 
議決権の総数に対する割合・・ 7.2％ 

 
⑤当該支払資金の調達及び支払方法 

自己資金により、一括支払いしております。 
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７． 役員の移動 

（１） 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

（２） その他の役員の異動（平成 18 年８月 25 日付予定） 

新任取締役候補 

 

取締役     小尾 敏仁（現 当社顧問 

              兼 株式会社タキオンキャピタル代表取締役社長） 

 

取締役     横山 秀幸（現 ケイブ・オンライン・エンターテイメント 

                代表取締役副社長 

              兼 株式会社ディーズクルー 代表取締役社長） 

 

       取締役          軽部 政治（現 株式会社サイバーブレッド 

ＣＸＯ（チーフ・エスクペリエンス・オフィサー）） 

 

   取締役     山崎 太郎（現 執行役員経営管理本部長） 
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