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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） 
  当連結会計期間（平成 17 年６月１日～平成 18 年５月 31 日）は連結財務諸表の作成初年度であるため、
連結経営成績、連結財政状態及び連結キャッシュ・フローの状況については、前連結会計期間との対比は行
っておりません。 

 
(1)連結経営成績 
 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 2,421   － 283   － 281   －

 
 

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 127  － 6,968 51 6,776 60 9.5 11.8 11.6

(注) ①持分法投資損失       18 年５月期      0 百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18 年５月期    18,292 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 3,127 1,437 45.5 76,904 89

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年５月期  18,516 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 月５月期 356 △971 1,163 1,128

 
(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   ２社 持分法適用非連結子会社数  －社 持分法適用関連会社数  １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)   １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

通    期 3,100 30 10

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）    540 円 07 銭 
 
 ※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき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。



１.  企業集団の状況 

当社グループは、当社（株式会社ケイブ）と、連結子会社２社（ビーズマニア株式会社、株式会社ケ

イブ・オンライン・エンターテイメント）及び持分法適用関連会社１社（ミニ四駆ネットワークス株式

会社）により構成され、インフォメーションプロバイダー事業、コマース事業、ゲーム開発事業、及び

オンライン流通事業を展開しております。 

事業系統図は以下のとおりであります。 

 

 

（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
関係内容 

（連結子会社）  （千円）  （％）  

ビーズマニア㈱ 
東京都 

中央区 
120,000 コマース事業 100.0

コマース事業の企

画・販売 

役員の兼任４名 

㈱ケイブ・オンライン・エ

ンターテイメント 

東京都 

新宿区 
100,000

オンライン流通

事業 
92.3

オンライン流通事業

の企画・開発 

役員の兼任４名 
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名称 住所 資本金 
主要な事業の 

内容 

議決権の

所有割合
関係内容 

（持分法適用関連会社）  （千円）  （％）  

ミニ四駆ネットワークス㈱
東京都 

新宿区 
30,000 コマース事業 50.0

コマース事業の企

画・管理 

役員の兼任２名 

 

２.  経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「時代が求める良質なエンターテイメントを提供し、人々にとってより豊かで

楽しいエンターテイメントライフをプロデュースする」という経営理念のもと、「ケイブが創ると

未来はもっと楽しくなる。」をキャッチコピーに、以下の経営方針に従いグループの健全な発展と

企業価値の拡大に努めてまいります。 

①お客様の期待以上の商品・サービスを提供することを通じて「夢」「感動」「笑顔」を創造する

企業を目指します。 

②我々は自己の可能性を信じ、 高品質の商品・サービスを提供するため時代の変化を先取りし

日々革新を続ける企業を目指します。 

③フェアで透明性のある経営を通じて株主、取引先、お客様の信頼に応え、 高のパフォーマンス

を目指します。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化を図るために、内部留保を

蓄積する必要性から、現在まで配当は実施しておりません。今後も経営基盤の一層の強化と事業展

開に備え、内部留保を優先していく方針でありますが、株主への利益還元を経営の重要課題のひと

つと認識しており、企業業績を勘案しながら利益配当を行ってまいりたいと考えております。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

   投資単位の引下げは、当社株主の拡大及び株式の流動性を高めるための有効な手段と認識してお

ります。投資しやすい環境整備のため、費用と効果を総合的に勘案し、株式分割など投資単位の引

下げを柔軟に検討しております。 

 

（４）目標とする経営指標 

   当社グループは、中期経営計画に基づく売上高・経常利益・自己資本比率等の数値の計画進捗を

重視しております。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略、及び対処すべき課題 

① 全体戦略 

（ａ）オンライン流通事業への経営資源投下 

オンライン流通事業へ経営資源を重点的に投入しオリジナルメディアの構築を行います。ま

た、３年後には全セグメントに対するオンライン流通事業の売上比率を 40％程度まで引き上げ、

事業ポートフォリオの変革を図ります。 
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（ｂ）インフォメーションプロバイダー事業及びコマース事業の拡大、収益性改善 

現状の中核事業であるインフォメーションプロバイダー事業において新規サイトの立ち上

げ、他事業とのシナジー追求等を通じて、事業の拡大及び収益性の改善を行ってまいります。

また、コマース事業においてはデジタルとリアルの新しいメディアミックスでのプロモーショ

ン展開、適正な在庫管理を通じて売上拡大と収益性の改善を行ってまいります。 

（ｃ）事業運営力の向上 

特にマーケティング機能、モバイルサイト及びオンラインゲームの運営機能、カスタマーサ

ポート機能について体制強化を図り、ユーザーとのインターフェース改善、ユーザーニーズの

フィードバックループの業務への組み込みを効果的に行ってまいります。 

（ｄ）戦略的提携及びＭ＆Ａの推進 

コンテンツの確保、オンラインゲームの開発・運営にあたり国内外の事業パートナーとの提

携推進を行います。また、企業価値向上に向けた既存事業の更なる拡大、又は新規ビジネスの

立ち上げにあたりＭ＆Ａを推進してまいります。 

（ｅ）財務基盤の強化及び資金調達力の向上 

３年後の自己資本比率 60％を目標とし強固な財務基盤を構築してまいります。また、事業の

一層の拡大に向けて必要となる資金を確保するため資本市場からの調達を含めた資金調達力

の向上を図ってまいります。 
 

② インフォメーションプロバイダー事業 
（ａ）会員増加に向けた効果的プロモーションの実施 

コンテンツ提供元、監修先を含めリアルとの連動プロモーションの実施や、費用対効果を考

慮した媒体選定、タイミングをみたサイトリニューアル等により既存コンテンツの会員数増加

を図ってまいります。 
（ｂ）強みを生かした新規サイトの立ち上げ 

趣味性の高いコンテンツを提供し、ロイヤリティが高い顧客層を抱えるという当社の強みを

生かした新規サイト展開をしてまいります。特に情報総合及びゲームのカテゴリーに注力して

まいります。 
（ｃ）既存資産（顧客・コンテンツ）の有効活用 

既存会員への別コンテンツ・商品のクロスセル実施や既存コンテンツの PC サービス展開等

により、収益拡大に向け既存資産の有効活用を行ってまいります。 
 

③ ゲーム開発事業 
（ａ）自社開発によるライツ獲得 

当社のゲーム開発事業はシューティングゲームを中心にコアユーザー層を抱え、ブランド力

を有しておりますが、今後も自社開発を継続しキャラクターや音楽等のライツを獲得、さらに

は将来に渡ってその収益化を図ってまいります。 
（ｂ）メダルゲーム市場への参入 

従来からのシューティングゲームに加え、社内的に開発ノウハウを有し、市場として拡大傾
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向にあるメダルゲーム製品の市場投入を段階的に検討してまいります。 
④ コマース事業 

（ａ）メディアミックスでのプロモーション展開 
PC やモバイル、さらにはリアルショップとの新しいメディアミックスを展開し、新規顧客

の開拓及び顧客単価のアップを行ってまいります。 
（ｂ）リアルショップの積極展開 

百貨店を中心に期間限定のイベント出店及び常設店の出店を積極的に行ってまいります。 
 

⑤ オンライン流通事業 
（ａ）オリジナルメディアの構築 

オンラインゲームを中心としたサービス展開を通じ、ユーザーニーズ、ウォンツを先取りし

たオリジナルメディアの構築を行ってまいります。また、会員数の極大化及び将来的な流通事

業推進に向けたポータル事業展開を行ってまいります。 
（ｂ）事業パートナーとの戦略的提携推進 

オンライン流通事業における企画・開発・パブリッシング・運営・マーケティング等におい

て必要に応じ国内外の事業パートナーと戦略的提携を積極的に推進してまいります。 

 

（６）親会社等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

（７）その他、会社の経営上の重要な事項 

   該当事項はありません。 
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３.  経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢にはやや厳しさが残るものの、企業収益の改善

や需要の拡大によって設備投資が増加し、緩やかながら回復基調にて推移いたしました。 

一方、日本国内における携帯電話の契約数は、平成 18 年５月末現在で 9,255 万契約に達してお

り、そのうちインターネット接続が可能な端末の契約数は 8,046 万契約（総数比 86.9％）、特に第

３世代携帯電話の契約数は 5,131 万契約（同 55.4％）と、前年同期の 3,255 万契約（同 37.1%）か

ら大幅に増加しており、モバイルインターネット市場はさらなる拡大が期待されております。 

このような状況の中、当社は中核事業であるインフォメーションプロバイダー事業において、モ

バイルコンテンツの開発及びリリースを積極的に進め、ゲーム開発事業においては業務用ゲームの

販売を堅調に行いました。 

また、平成 17 年６月にクレイズカンパニー株式会社（現ビーズマニア株式会社）の全株式を取

得し、コマース事業を拡大いたしました。 

さらに、当社において創業時より培ってきた企画力・技術力・開発力をもとに、かねてよりＰＣ

間でのオンラインネットワーク型ゲームの開発を進めておりましたが、これを新規戦略事業として

位置づけ、また平成 17 年７月には株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメントを設立し、オ

ンライン流通事業として立ち上げました。 

このような取り組みの結果、当連結会計期間における連結経営成績は、売上高 2,421 百万円、売

上総利益 1,263 百万円、営業利益 283 百万円、経常利益 281 百万円となりました。 

  なお、当連結会計年度は連結初年度にあたるため、前年同期との比較は省略しております。 

  

  各事業セグメント別の業績状況は以下のとおりであります。 

 

＜インフォメーションプロバイダー事業＞ 

当事業では、趣味性の高い良質なコンテンツを厳選し、独自の企画力と高い技術力によって顧

客満足度の高い付加価値コンテンツの提供を行い、他社との差別化を行っております。当連結会

計期間中に開設した主なコンテンツは以下のとおりであります。 

（ⅰ）スポーツ専門ＣＳチャンネル「GAORA」の全面協力による、本格プロレス・格闘技サイト「GAORA

プロ格 KING」 

（ⅱ）模型製造販売のトップブランド「タミヤ」の公式モバイルサイト「ミニ四駆 TAMIYA ワール

ド」 

（ⅲ）学習ゲーム、スポーツゲーム、アクションゲーム等幅広く遊びを提供する「これぞ！王様

のゲーム」 

（ⅳ）演劇ファンにお馴染みの演劇誌「演劇ぶっく」の全面協力による、業界初の現代演劇ポー

タルサイト「演劇モバイル」 

（ⅴ）著名俳優やトップモデル等も愛用するボディエクササイズ「ピラティス」の実践サイト「美

♥BODYピラティス」 

（ⅵ）心理テストブームの火付け役として有名な心理学者、駒沢女子大学教授富田たかし先生監

修による心理診断サイト「富田教授の心理ジム」 

以上の結果、当事業における売上高は 1,426 百万円、営業利益 362 百万円となりました。 
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＜コマース事業＞ 

当事業では、携帯電話サイト、実際の店舗、ＰＣサイトという３つの販売チャネルを通じて、

ビーズアクセサリーやライツ商品等の販売を行っております。 

ビーズアクセサリーの販売については、当社独自のブランドである携帯ショッピングサイト

「ビーズ de お買物」、実店舗「bise bise」に、当期より子会社化したビーズマニア株式会社のブ

ランドであるＰＣポータルサイト「ビーズマニア」を加え、販売チャネルを拡大いたしました。 

「ビーズマニア」においては、期間限定イベントショップを積極的に出店しました。なかでも、

港北東急のイベント出店は好評につき期間延長となり、常設店舗化する可能性があります。横浜

ランドマークプラザやプラッツ近鉄京都等のイベントでは「ビーズ de お買物」とのコラボレート

方式を採用しました。さらに、ＰＣサイト「ビーズマニア」上に「ビーズ de お買物」コンテンツ

を新設するなど、シナジーの 大化を図りました。 

また、当社が開発した業務用ゲームの登場キャラクターやサウンドトラック等、ゲーム開発事

業より派生するライツを、フィギュアやＣＤ等の形で商品化し、当社ＰＣホームページを通じて

販売いたしました。 

以上の結果、当事業における売上高は 702 百万円となりましたが、ビーズ商品の評価損を計上

したこと、またビーズマニアのイベント出店等に対しての費用先行投資があったため、営業損失

54 百万円となりました。 

 

＜ゲーム開発事業＞ 

当事業では、ゲームセンター向け業務用ゲーム、及びコンシューマ向けゲームソフト等の開発

販売を行っております。 

当連結会計期間におきましては、業務用シューティングゲーム「エスプガルーダⅡ」「ピンクス

ゥイーツ」及び業務用パズルゲーム「パズル！虫姫たま」の３タイトルを新規開発し、販売いた

しました。 

また、当社の稼働済み業務用ゲーム「虫姫さま」及び「鋳薔薇」の２タイトルにつき、大手ゲ

ームメーカーが発売するコンシューマ向けゲームソフトへの移植開発を行い、販売いたしました。 

以上の結果、当事業における売上高は 292 百万円、営業利益 75 百万円となりました。 

 

＜オンライン流通事業＞ 

当事業では、オンラインゲームの開発を行っており、今後その運営及びオンラインと親和性の

高い商品・サービスの提供を行ってゆく予定です。 

当連結会計期間におきましては、当社において「ミニ四駆オンラインレーサー」「ボカン ドカ

ン タンクマン」、また当期に子会社として設立いたしました株式会社ケイブ・オンライン・エン

ターテイメントにおいて「女神転生 IMAGINE」の３タイトルの開発を積極的に進めました。また、

来期サービスインにむけてのプロモーション活動として、「東京ゲームショウ」「次世代ワールド

ホビーフェア」「ＡＯＵショー」などの大規模イベントへの出展を行いました。 

なお、当連結会計期間におきましては売上高の計上はなく、営業費用 99 百万円を計上いたしま

した。 
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 ※次期の見通し 

   インフォメーションプロバイダー事業におきましては、現在の第３世代から第3.5世代・第４世

代へと移行する携帯市場のトレンドを捉えつつ、趣味性の高さによる他社との差別化を重視したコ

ンテンツの開発を継続して行い、中核事業として確実に成長させてまいります。 

   コマース事業におきましては、モバイルコマース・Ｅコマースにおけるアクセサリー市場の伸び

を捉え、「ビーズマニア」における実店舗積極展開と、「ビーズdeお買物」とのより一層のシナジ

ー追求などにより、売上を拡大させてまいります。 

   ゲーム開発事業におきましては、これまでと同様に業務用ゲームの自社開発を行うとともに、そ

れに伴うライツを獲得してまいります。 

   そして、次期 も重要な経営施策として、現在開発中のオンラインゲーム３タイトルを次年度内

にリリースするため、オンライン流通事業へ経営資源を重点的に投下してまいります。 

     
（２）財政状態 

    当連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,128百 

万円となりました。 

当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりでありま 

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、356 百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純 

利益 254 百万円、減価償却費 172 百万円、及び法人税等の支払 193 百万円があったこと等による

ものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、971 百万円となりました。これは、無形固定資産の取得によ 

る支出 505 百万円、連結子会社の新規取得による支出 390 百万円があったこと等によるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、1,163 百万円となりました。これは、短期借入金の増加 425 

百万円、長期借入金の借入れによる収入 700 百万円があったこと等によるものであります。 

 

当企業集団のキャッシュ・フローのトレンドは下記のとおりであります。 

 第 12 期 
平成 18 年５月期 

自己資本比率（％） 45.5 

時価ベース株主資本比率（％） 194.1 

債務償還年数（年） 3.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 86.7 

     ※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 
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   ①各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
  ②株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 
  ③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としております。また、利払いについては、

連結キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用しております。 
 

（３）事業等のリスク 

① 技術・サービスの陳腐化について 

当社グループが行うインフォメーションプロバイダー事業(以下「IP事業」という)のプラット

フォームである携帯電話は、技術の進歩が著しい分野であり、これにより提供されるコンテンツ

の形態も変化してまいります。このような技術の進歩に起因するビジネス環境の変化に当社グル

ープが適切に対応できない場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

② システムダウンについて 

当社グループが行うIP事業においては、携帯電話による接続に依存しており、自然災害、事故

等によりネットワークに支障がでた場合、サービスの停止を招きます。また、アクセス数の急激

な増加によるサーバーの負荷の増加等の一時的な要因により当社グループ又は移動体通信事業者

(以下「キャリア」という)のサーバーに支障が発生したり、当社グループのハードウェア又はソ

フトウェアの欠陥により情報発信に不都合が生じたり、システムが停止する可能性があります。

更に、外部からの不正な手段によるコンピュータへの侵入等の犯罪、ウィルス等の感染、当社グ

ループ担当者の過誤等により当社グループや取引先のシステムに支障が生じる可能性があります。 

当社グループは、当社グループにおいて合理的と考える対策を講じておりますが、こうした障

害が発生した場合、当社グループに直接弊害が生じるほか当社グループシステムへの信頼低下を

招く可能性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

③ 回収不能な情報料の取扱いについて 

当社が平成11年２月17日に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下「NTTドコモ」という)との

間で締結した「iモードサービスに関する料金代行回収契約書」によれば、NTTドコモは、同社の

責に帰すべき事由によらずに情報料を回収できない場合は、当社へ情報料の回収が不能であると

通知し、その時点をもって同社の当社に対する情報料回収代行義務は免責されることとなってお

ります。このようにしてNTTドコモの回収代行が終了した場合、当社は、NTTドコモから料金未払

者に関する情報の開示を受け、未払者に情報料を直接請求し、直接支払を受けることができます

が、当社が未払者から直接料金回収を行うことは、人員、費用等の諸負担に鑑みれば事実上不可

能であります。ケイディーディーアイ株式会社(以下「KDDI」という)についても平成13年９月１

日に同様の契約を締結しており、同様の事態が発生する可能性があります。平成18年５月期にお

ける上記のような回収できない情報料は、当社グループのIP事業の売上高の1.4％に相当しており

ます。今後、このような未払者数及び未払額等が増加した場合、当社グループの業績に影響を与

える可能性があります。 

 

 8



④ 個人情報の管理について 

当社グループが保管する個人情報については、厳重に社内管理をしており、かつ全役職員へ情

報管理の周知徹底を図っているため、当社グループにおいてこれまでに判明した個人情報の流出

はございません。 

個人情報が蓄積されているデータベースサーバーは、外部からのアクセスが直接出来ない状態

にしております。社内的には、ID、パスワードを厳重に管理することにより、同サーバーへアク

セス出来る人数を絞りこんでおります。 

上記のとおり対策は打っているものの、外部からの不正アクセス等により、個人情報が外部に

流出する可能性は存在します。個人情報が流出した場合、当社グループへの損害賠償請求、社会

的信用の喪失等により、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

当社グループが行うコマース事業においては、商品発送先の住所や連絡先電話番号等の個人情

報の取得を行っているため、個人情報保護法を遵守し、同法に則った運用を行っております。 

⑤ 法的規制等について 

現在、当社グループが営む事業の中でIP事業及びゲーム開発事業については、事業活動を直接

に規制するような法的規制はありません。しかしながら、将来的にインターネット及びデジタル

コンテンツ関連事業者を対象にした法的規制が整備された場合、当社グループの事業活動に影響

を与える可能性があります。 

また、音楽著作権の管理につきましては、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)への申請・許

諾を受けてコンテンツ提供を行っておりますが、今後、許諾条件の変更や音楽著作権管理以外の

新たな権利許諾が必要となる場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

なお、携帯サイトによる物品販売に関しては、「特定商取引に関する法律」により法的規制を受

けております。 

⑥ 競合について 

IP事業の市場は、当社グループと類似のサービスを提供する事業者が多数存在し、また大きな

参入障壁もなく新規の参入も相次いでおります。また、当社グループの事業は特許等により保護

されているものではありません。当社は、NTTドコモが行うiモードのサービス開始と同時に、IP

事業を展開しており、経験とノウハウを蓄積してまいりました。この強みを生かして今後もIP事

業の強化を図ってまいりますが、競合の状況如何によっては、当社グループの経営成績に影響を

与える可能性があります。 

⑦ 特定の事業者への依存度が高いことについて 

当社グループは、NTTドコモ、KDDI、ボーダフォン株式会社を通して複数のコンテンツを提供し

ており、主な各キャリア別の情報料は「５. 生産、受注及び販売の状況（４）販売実績」の(注)

２のとおりとなっております。今後とも各キャリアに対してコンテンツの提供を行ってまいりま

すが、NTTドコモへの依存度が高いのが現状です。従いまして、各キャリア、特にNTTドコモのイ

ンターネット接続サービスに関する事業方針の変更等があった場合又は何らかの理由により各キ

ャリアとの契約が終了した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

また、当社グループは、開発したゲームソフトを販売会社を通じてゲームセンター運営事業者

に販売しております。現在、一社の販売会社に委ねている状況であり、当社グループは他の販売
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会社の利用も可能であると考えておりますが、現状において同社との間で取引方針の変更等があ

った場合又は何らかの理由により契約が終了した場合、当社グループのゲーム開発事業の運営に

影響を与える可能性があります。 

⑧ 経営上の重要な契約について 

現在の当社グループ事業における経営上の重要な契約は、コンテンツ提供に関するキャリア各

社との契約、コンテンツ情報提供に関し著作物等の許諾及び協力に関する業務協力会社の契約等

があります。 

当社グループは、これらの契約について継続を予定しております。しかしながら、各相手先が、

事業戦略の変更等から、これらの契約の継続を全部もしくは一部拒絶した場合、または契約内容

の変更等を求めてきた場合、解除その他の理由で本契約を終了させた場合には、当社グループの

経営成績及び今後の事業展開が影響を受ける可能性があります。 

各キャリアとの間でコンテンツ提供に関する契約を締結しており、契約遵守のための対策を講

じておりますが、想定外の理由により当社グループコンテンツについて苦情が多発した場合、関

係諸法令もしくは公序良俗に反した場合、第三者の権利を侵害した場合等において相手先よりコ

ンテンツ提供契約の解除がなされる可能性があります。なお、各キャリアとの契約においては、

各キャリアが一定期間の事前通知により契約を解除することができる旨の規定が含まれている場

合があります。 

当社グループのコンテンツ事業は版権元より著作権、著作隣接権等の使用許可を得ているもの

があります。版権元が独自に同様の展開を行った場合、あるいは優良版権を獲得できなかった場

合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、版権元との契約において、

低保証料の支払いが義務付けられる場合もあります。 

⑨ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

当社は、平成15年５月９日開催の取締役会の決議、平成15年５月28日開催の臨時株主総会の特

別決議及び平成15年５月28日開催の取締役会の決議により、新株予約権を付与しております。ま

た、平成15年８月12日開催の取締役会の決議、平成15年８月27日開催の定時株主総会の特別決議

及び平成16年５月28日開催の取締役会の決議により、ストックオプションとして新株予約権を付

与しております。当該決議に基づく潜在株式数は平成18年５月31日現在378株であり、これらの新

株予約権が行使された場合は、当社の１株当たりの株式価値が希薄化することになります。また、

今後も株主総会の承認が得られる範囲内において、このようなストックオプションの付与を継続

する方針であります。そのため、ストックオプションの行使がなされた場合には、当社株式価値

の希薄化による影響を受ける可能性があります。 

⑩ 労務の状況について 

当社グループは、今後の業容拡大に伴い適切な人材の充実が必要であると考えており、中途採

用による即戦力となる人材の確保に努めております。また、社員に対するストックオプション制

度の導入を行うこと等により、従業員の定着を図っております。 

しかしながら、今後当社グループが必要とする人材が適時確保できない場合は、当社グループ

の業績に影響を与える可能性があります。また、中核となる社員が退職した場合においても、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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⑪ オンライン流通事業への取り組みについて 

当社グループが中期的戦略事業として位置づけているオンライン流通事業においては、その中

核となるオンラインゲームの開発を行っているところであります。 

インターネットの普及、ブロードバンドの進展とあいまって、オンラインゲーム市場の規模は

拡大していくものと予測しておりますが、オンラインゲーム市場の成長が当社グループの予測を

下回った場合等においては、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を与える可能性

があります。 

また、当社グループが開発中のオンラインゲームは、ユーザーの嗜好性に左右される可能性が

あり、当社グループがそのユーザーの嗜好性に対応したタイトルを提供できない場合には、当社

グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を与える可能性があります。 

また、オンラインゲームの開発においては、一般的にコンテンツを保有しサービスインに至る

までに２～５年と、製品化まで長期に亘る場合が多くあり、多額の初期投資費用が発生するため、

タイトルが商用サービスを開始し投資回収を終えるまで長期間に亘り、先行投資負担に耐えうる

運転資金が必要となるため、機動的な資金調達が出来ない場合及び商用サービスを開始したもの

の計画どおり利益計画が進まない場合は、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を

与える可能性があります。 
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４. 連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

 

  
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 
(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,128,656  

２ 売掛金  537,424  

３ たな卸資産  156,091  

４ 繰延税金資産  31,377  

５ その他  35,426  

貸倒引当金  △4,921  

流動資産合計  1,884,054 60.2 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

（1）建物  56,454   

減価償却累計額  △18,715 37,739  

（2）工具器具備品  151,517   

減価償却累計額  △92,526 58,990  

有形固定資産合計  96,730 3.1 

２ 無形固定資産    

(1)のれん  366,819  

(2)ソフトウェア  161,851  

(3)ソフトウェア仮勘定  414,619  

(4)その他  4,312  

無形固定資産合計  947,603 30.3 

３ 投資その他の資産    

(1)投資有価証券 ※１ 59,543  

(2)繰延税金資産  45,847  

(3)敷金  62,085  

(4)その他  32,010  

投資その他の資産合計  199,487 6.4 

固定資産合計  1,243,821 39.8 

資産合計  3,127,875 100.0 
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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 
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  26,560  

２ 短期借入金  600,000  

 ３ 一年以内返済予定の長期
借入金 

 300,000  

４ 未払法人税等  107,679  

５ 未払金  78,550  

６ 未払費用  151,685  

７ その他  26,206  

流動負債合計  1,290,682 41.3 

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  400,000 12.8 

固定負債合計  400,000 12.8 

負債合計  1,690,682 54.1 

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  559,202  

２ 資本剰余金  502,842  

３ 利益剰余金  361,891  

株主資本合計  1,423,936 45.5 

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 34  

評価・換算差額等合計  34 0.0 

Ⅲ 新株予約権  15 0.0 

Ⅳ 少数株主持分  13,207 0.4 

純資産合計  1,437,193 45.9 

負債純資産合計  3,127,875 100.0 
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② 連結損益計算書 
 

  
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) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  2,421,067 100.0 

Ⅱ 売上原価  1,157,913 47.8 

売上総利益  1,263,153 52.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 回収費  144,794   

２ 貸倒引当金繰入額  4,561   

３ 広告宣伝費  64,758   

４ 役員報酬  128,530   

５ 給与手当  131,241   

６ 研究開発費 ※１ 33,208   

７ 地代家賃  60,083   

８ 運賃  51,622   

９ 支払手数料  72,206   

10 その他  288,796 979,803 40.5 

営業利益  283,350 11.7 

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  2   

２ 受取配当金  5   

３ 保険解約益  4,957   

４ 損害賠償収入  1,700   

５ その他  727 7,393 0.3 

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  4,182   

２ 新株発行費  4,421   

３ 持分法による投資損失  444   

４ その他  689 9,737 0.4 

経常利益  281,006 11.6 
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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 
(％) 

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※２ 346   

２ 投資有価証券売却益  241 587 0.0 

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※３ 15,478   

２ 出資金評価損  11,713 27,191 1.1 

税金等調整前 
当期純利益 

 254,402 10.5 

法人税、住民税 
及び事業税 

 174,215   

法人税等調整額  △45,488 128,727 5.3 

少数株主損失  1,792 0.1 

当期純利益  127,467 5.3 
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③ 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 株主資本合計 

平成17年５月31日残高(千円) － － － － 

連結会計年度中の変動額  

 連結初年度 529,142 472,782 234,423 1,236,348 

 新株の発行（新株予約権の
行使） 

30,060 30,060 － 60,120 

 当期純利益 － － 127,467 127,467 

株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額
(純額) 

－ － － － 

 少数株主損失 － － － － 

連結会計年度中の変動額 
合計(千円) 

559,202 502,842 361,891 1,423,936 

平成18年５月31日残高(千円) 559,202 502,842 361,891 1,423,936 

 
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
少数株主 
持分 

純資産合計 

平成17年５月31日残高(千円) － － － － － 

連結会計年度中の変動額   

連結初年度 130 130 15 15,000 1,251,494 

新株の発行（新株予約権の
行使） 

－ － － － 60,120 

当期純利益 － － － － 127,467 

株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額

(純額) 
△96 △96 － － △96 

少数株主損失 － － － △1,792 △1,792 

連結会計年度中の変動額合計

(千円) 
34 34 15 13,207 1,437,193 

平成18年５月31日残高(千円) 34 34 15 13,207 1,437,193 
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
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) 

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 税金等調整前当期純利益  254,402 

２ 長期前払費用の増減額（△は増加）  600 

３ 減価償却費  172,485 

４ のれん償却額  19,306 

５ 貸倒引当金の増減額（△は減少）  △ 1,200 

６ 受取利息及び受取配当金  △   8 

７ 支払利息  4,182 

８ 為替差損益（△は為替差益）  △  175 

９ 持分法による投資損益  444 

10 固定資産売却益  △  346 

11 投資有価証券売却益  △  241 

12 固定資産除却損  15,478 

13 出資金評価損  11,713 

14 売上債権の増減額（△は増加）  △ 11,809 

15 たな卸資産の増減額（△は増加）  19,572 

16 仕入債務の増減額（△は減少）  △ 3,131 

17 未払金の増減額（△は減少）  22,306 

18 未払費用の増減額（△は減少）  49,720 

19 未払消費税等の増減額（△は減少）  5,040 

20 その他債権の増減額（△は増加）  3,865 

21 その他債務の増減額（△は減少）  △ 8,098 

小計  554,106 

22 利息及び配当金の受取額  8 

23 利息の支払額  △  4,113 

24 法人税等の支払額  △193,257 

営業活動によるキャッシュ・フロー  356,743 

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  △ 25,947 

２ 有形固定資産の売却による収入  700 

３ 無形固定資産の取得による支出  △505,032 

４ 投資有価証券の取得による支出  △ 59,440 

５ 投資その他の資産の取得による支出  △  8,067 

６ 投資その他の資産の回収による収入  16,321 

７ 連結子会社の新規取得による支出 ※２ △390,439 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △971,905 
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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) 

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）  425,530 

２ 長期借入金の借入による収入  700,000 

３ 長期借入金の返済額  △ 37,615 

４ 株式の発行による収入  60,120 

５ 子会社設立に伴う少数株主払込額  15,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,163,035 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  175 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  548,048 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  580,607 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,128,656 
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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 
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）連結子会社等の数  ２社 

   連結子会社名 

   ビーズマニア㈱ 

   ㈱ケイブ・オンライン・エンターテイメント 

 

 平成17年６月30日に新たに株式を取得したビー

ズマニア㈱、平成17年７月15日に新規設立した子

会社の㈱ケイブ・オンライン・エンターテイメン

トを当連結会計年度より連結の範囲に含めており

ます。 

（2）非連結子会社   なし 

２ 持分法の適用に関する事項 持分法適用会社の数  １社 

持分法適用会社名 ミニ四駆ネットワークス㈱ 

 

 平成18年２月１日に新規設立した関係会社のミ

ニ四駆ネットワークス㈱を当連結会計年度より持

分法の範囲に含めております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事

項 

 すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

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 

①  有価証券 

  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。 

②  たな卸資産 

（イ）商品 

    移動平均法による原価法を採用しており 

ます。 

（ロ）仕掛品 

     個別法による原価法を採用しております。 

（ハ）貯蔵品 

     個別法による原価法を採用しております。 

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

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 
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項目 
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) 

 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。 

 ③  長期前払費用 

   定額法を採用しております。 

 (3) 重要な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。 

 

 (4) 重要な引当金の計上基準   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。 

 (5) 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。 

 (5) 重要な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。 

(6) 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 

     消費税等の会計処理は、税抜方式を採用 

しております。 

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方法

は、全面時価評価法によっております。 

６ のれんの償却に関する事項     のれんは、20年間の均等償却をおこなっ 

   ております。 

７ 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。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 
当連結会計年度 

(平成18年５月31日) 

 ※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

 

投資有価証券（株式） 14,555千円 
 

 

(連結損益計算書関係) 

 
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 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、33,208千円であります。 

 
※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 

車両運搬具 346千円

計 346千円

 
 
※３ 固定資産除却損の内訳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
 

 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

１． 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度 

普通株式（株） 18,015 501 － 18,516

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 ストックオプションの行使による増加 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
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 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日現在） 

現金及び預金 1,128,656千円

現金及び現金同等物 1,128,656千円
 
※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

    

流動資産 124,895千円

固定資産 30,414千円

のれん 386,126千円

流動負債 △103,020千円

固定負債 △ 37,615千円

ビーズマニア㈱株式の取得価額 400,800千円

ビーズマニア㈱の現金及び現金同等物 10,360千円

差引：ビーズマニア㈱取得のための支出 390,439千円
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(リース取引関係) 

 
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 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 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 

  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、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 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。 

（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.その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（千円） 
連結決算日における連結

貸借対照表計上額（千円）
差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 
   

株式 490 548 58

小計 490 548 58

連結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 490 548 58

 
２.当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

   売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

      1,500 241              －    

 
３.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（店頭売買株式除く） 
44,440

合計 44,440

 

(デリバティブ取引関係) 

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) 

   当社グループは、デリバデ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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(税効果会計関係) 

 
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） 

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 8,764千円 

未払事業所税否認 895千円 

 小計 84,862千円 

評価性引当額 △7,614千円 

繰延税金資産合計 77,248千円 

 （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 77,224千円 
 
２ 法定実行税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目

別の内訳 

   

法定実効税率 40.7％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0％ 

住民税均等割 1.3％ 

評価性引当額 1.6％ 

のれん償却 3.1％ 

子会社の欠損金 3.7％ 

子会社の繰越欠損金当期控除額 △1.4％ 

その他 0.7％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.6％ 
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(2)セグメント情報 

①事業の種類別セグメント情報 

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) 

 インフォメーシ

ョンプロバイダ

ー事業 

（千円） 

コマース 

事業 

（千円） 

ゲーム 

開発事業 

（千円） 

オンライン

流通事業 

（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 
1,426,488 702,283 292,295 － 2,421,067 － 2,421,067

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ 17,880 － － 17,880   （△17,880） －

計 1,426,488 720,164 292,295 － 2,438,947   （△17,880） 2,421,067

営業費用 1,063,717 775,085 217,163 99,629 2,155,597   （△17,880） 2,137,716

営業利益（又は営業損失） 362,770 △54,921 75,131 △99,629 283,350 － 283,350

Ⅱ資産、減価償却費及び

資本的支出 
  

資産 644,126 751,672 19,154 547,662 1,962,615 1,165,260 3,127,875

減価償却費 146,615 12,284 3,769 9,816 172,485 － 172,485

資本的支出 149,923 5,196 923 213,067 369,110 － 369,110

（注）１．事業の区分方法 

     事業は、製品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主な製品等 

事業区分 主要製品等 

インフォメーションプロバイダー事業 モバイルコンテンツ 

コマース事業 ビーズアクセサリー等 

ゲーム開発事業 業務用ゲームソフト等 

オンライン流通事業 オンライン・ネットワーク型ゲーム等 

  

３．営業費用は全て各セグメントに配賦しているため、配賦不能営業費用として「消去又は全社」 

の項目に含めたものはありません。 

       
      ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,165,260 千円）の主なものは、親会社で 

    の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び繰延税金資産であります。 
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②所在地別セグメント情報 

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) 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

③海外売上高 

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) 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(3)関連当事者との取引 

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) 

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)

役員及
びその
近親者 

高野敦子 ― ― 
当社 
顧問 

 ― ― ― 

ビーズ等の
物販に関す
る事業にお
ける顧問契
約に基づく
報酬 

1,263 報酬 ― 

（注）１ 取引条件および取引条件の決定方針等 

     当社との取引条件については、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。 

      ２  金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 27



(4)ストック・オプション 

 １．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 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月 平成 15 年５月 28 日 平成 15 年８月 27 日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役  １名 

当社監査役  １名 

当社従業員   14 名 

当社取締役  ４名 

当社監査役  １名 

当社従業員   47 名 

株式の種類及び付与数 普通株式   450 株 普通株式   900 株 

付与日 平成 15 年６月 12 日 平成 16 年５月 28 日 

権利確定条件 権利確定条件は付されており

ません。 

付与日（平成 16 年５月 28 日）

以降、権利確定日（平成 17 年

10 月１日～平成 20 年９月 30

日）まで継続して勤務してい

ること。 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありま

せん。 

平成 16 年５月 28 日～平成 

20 年９月 30 日 

権利行使期間 平成 15 年７月１日～平成 25

年６月 30 日 

平成 17 年 10 月１日～平成 20

年９月 30 日 

 
 ② ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  （ａ）ストック・オプションの数         （単位：株） 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月 平成15年５月28日 平成15年８月27日

権利確定前   

期首        －        － 

付与        －        － 

失効        －        － 

権利確定        －        － 

未確定残        －        － 

権利確定後   

期首         30        855 

権利確定        －        － 

権利行使         －        501 

失効        －         6 

未行使残 30 348 
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（ｂ）単価情報                                      （単位：円） 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月 平成15年５月28日 平成15年８月27日

権利行使価格 50,000 120,000

行使時平均株価                － 732,988

付与日における公正な評価単価             －               －
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(5)１株当たり情報 

 
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 76,904円89銭 

 

１株当たり当期純利益 6,968円51銭 

 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

6,776円60銭 
 

(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 
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株当たり当期純利益  

当期純利益(千円) 127,467 

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) 127,467 

普通株式の期中平均株式数(株) 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）                    － 

普通株式増加数（株） 518 

（うち転換社債） （－） 

（うち新株予約権）     （518） 
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(6)重要な後発事象 

 
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 
  （ハ）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個 
  （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 
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５．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

    当連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。 
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） 事業の種類別セグメントの名称 

金額（千円） 

インフォメーションプロバイダー事業 807,896

ゲーム開発事業 150,483

オンライン流通事業 375,469

合計 1,333,849

（注）１ 金額は、当期製造費用によっております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（２）商品仕入実績 

       当連結会計期間における商品仕入実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。 
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） 事業の種類別セグメントの名称 

金額（千円） 

コマース事業 298,689

合計 298,689

（注）１ 金額は、当期商品仕入高によっております。  

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（３）受注状況 

       当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

（４） 販売実績 

    当連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。 
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） 事業の種類別セグメントの名称 

金額（千円） 

インフォメーションプロバイダー事業 1,426,488

ゲーム開発事業 292,295

コマース事業 702,283

合計 2,421,067

（注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２ 当社グループの主たる事業でありますインフォメーションプロバイダー事業は、各移動体通信

業者を介して一般ユーザーに対して有料情報サービスを提供するものであり、各移動体通信業

者が当該情報料の回収代行を行っており、主な各移動体通信業者別の情報料の総額は次のとお

りであります。 
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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） 相手先 
金額（千円） 割合（％） 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 808,867 33.4 

ＫＤＤＩ株式会社 343,595 14.2 

ボーダフォン株式会社 273,166 11.3 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
３ 当連結会計期間における主な相手別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。 
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） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 

株式会社ＡＭＩ 228,515 9.4 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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