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１．平成１８年６月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）連結経営成績 （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６月中間期 1,998 (   4.4) 175 (  15.0) 175 (  78.1)

17年６月中間期 1,914 (   9.5) 152 ( 　7.3) 98 (△29.0)

17年12月期 4,045 397 344

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年６月中間期 94 ( 252.8) 74 82 －  

17年６月中間期 26 (△46.9) 24 54 －  

17年12月期 169 143 66 －  

(注)①持分法投資損益 18年６月中間期 －百万円 17年６月中間期 －百万円 17年12月期 －百万円
②期中平均株式数（連結） 18年６月中間期 1,259,956株 17年６月中間期 1,088,729株 17年12月期1,175,068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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 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６月中間期 2,088 1,444 69.2 1,146 44

17年６月中間期 1,882 1,271 67.5 1,008 76

17年12月期 2,168 1,415 65.3 1,122 74

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年６月中間期 1,259,920株 17年６月中間期 1,260,000株 17年12月期1,260,000株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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６月中間期 142 △97 △77 689

17年６月中間期 10 △69 64 353

17年12月期 208 116 48 721

(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 1社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成18年12月期の連結業績予想（平成18年１月１日～平成18年12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 4,300 432 228

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　181 円00銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

当社グループは、当社と共和ピー・アール株式会社（連結子会社）、北京東方三盟公共関係策画有限公司（関連会社）

で構成されており、ＰＲ事業を行っております。　

ＰＲ事業の「ピーアール：ＰＲ」とは「パブリック・リレーションズ：Public Relations」の略であります。それは、

企業等がパブリック（公衆・公共）である一般社会と良好な関係を構築し、維持していくための活動の総称であり、企

業等では広報活動として行われています。

一般的に「ＰＲ」は「広告」と同義のものととられがちですが、「広告」はマスコミの広告スペース（または時間）

を広告主である企業等が買取り、マスコミ全体及びコンテンツの編集意図とかかわりなく、広告主が顧客に直接訴求す

るのに対し、「ＰＲ」は企業等の活動の中から社会的意義やニュース性のある事柄をマスコミに情報として提供し、企

業等の活動に対する理解を促し、報道及び記事掲載につなげていくことで企業等の活動を信頼性の高い第三者としての

マスコミの目を通した形で広く社会に知らしめようとするところに特徴があります。

当社グループは、こうしたＰＲに関するノウハウを駆使し、企業等が広く社会との関係を構築・維持していくための

広報活動を報道及び記事掲載による一般社会への情報発信という手法を用いて、支援及びコンサルティングしておりま

す。

なお、当社グループのＰＲ事業は、以下の業務区分に分類されます。

 

業務区分 内容

 リテイナー リテイナーとは、企業等の広報活動を６ヶ月以上の契約をもって支援及びコンサルティン

グをしていくものであります。

  具体的な業務内容としては、ＰＲ戦略の策定からパブリシティ（記事化）業務、不祥事発

生時の危機管理広報対応支援等までとなります。パブリシティの流れとしては、ＰＲ素材の

特定及び開発の支援、ニュースリリースの作成支援、マスコミ各社の担当記者リストの整備、

マスコミ各社への配信・配布とフォローアップ、マスコミからの取材の調整、マスコミでの

掲載及び報道の確認、活動報告となります。

  最近では、インターネットを使った広報活動の他、ＩＰＯやＩＲ（Investor Relations）

活動と連動したものまでサービスの範囲が広がってきています。

 オプショナル＆スポット オプショナル＆スポットとは、上記リテイナー契約顧客に対する一時的な付加サービスと、

リテイナーと同様のサービスを提供するもののその期間が６ヶ月に満たないものを指しま

す。

  オプショナルの具体的な業務としては、記者発表会、プレスセミナー、ＰＲイベント、ア

ンケート・パブリシティ、ホームページや会社案内等の制作、危機管理広報マニュアルの作

成、記者会見のシミュレーション・トレーニング等があげられます。スポットとしては、新

製品記者発表会等を挟んだ一定期間（２～３ヶ月）のＰＲ活動や、展示会や美術展等のイベ

ントの開催告知目的のＰＲ活動等が主なものであります。

 ペイドパブリシティ 通常、パブリシティ業務では新聞・雑誌等のスペースを購入するということはありません

が、顧客のニーズやＰＲ素材の性質によっては、新聞や雑誌等の特定のページを購入して、

顧客の意図する内容を記事形式で掲載していく手法をとる場合があります。

  ペイドパブリシティとは、このようにスペース購入費用が発生するパブリシティのことを

言います。
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 事業系統図は、以下のとおりであります。
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マスコミでの報道が及ぼす顧客への影響 
 

認知・評価・購買・投資・融資・入社・社員の士気高揚など 

 

 関係会社の状況

名称 住所
資本金

（千円）
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

 

共和ピー・アール

株式会社

東京都中央区 10,000 ＰＲ事業 100.0

営業上の取引

事業所の賃貸

役員の兼任　２名 
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２．経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、長年に亘って築き上げてきた重層的なマスコミ各社との関係～Media Relations～に基づいたＰＲ

に関するノウハウを多く有しています。これらを駆使して、企業等の広報活動をサポートし、報道や記事掲載を通じ

た一般社会への情報発信活動を促進しております。また、従来の新聞・雑誌を中心としたＰＲに加え、テレビ、イン

ターネットまでカバーし、今後一層複雑化・多様化するクライアントのＰＲニーズをしっかりと受け止めるべく努め

ております。

事業活動にあたっては、「顧客のコミュニケーション活動を支援し、顧客の繁栄と適切な情報社会の構築に寄与する」

ことを経営理念とし、以下を基本方針としています。

・顧客第一主義の徹底

・法令遵守及び情報セキュリティー体制の構築

・専門性拡充による総合的問題解決力の向上

・持続的成長を支援する企画開発力の強化

・優秀な人材を惹き付ける魅力ある組織づくり

・リーディングカンパニーとしてＰＲ資源開発を推進

また、社会そして市場から信頼される企業となり当社グループを取り巻くステークホールダーとともに成長してい

くことを目指して、経営基盤の更なる安定をはかり経営効率をより高めていくよう努力を続けてまいります。

(2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要政策の一つと位置付けており、経営基盤及び財務体質の強化を図り

つつ、安定かつ継続的に配当を行うことを基本方針としております。配当性向としては30％を目標とし、１株当たり

の利益の向上に努めてまいります。

また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、より一層の財務体質の強化及

びＰＲ業界内での競争力の向上を実現するために有効に活用してまいります。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

投資単位の引下げにつきましては、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図るための有効な施策であると

認識しております。当社としては、今後の株式市場の要請や当社株価の推移等を勘案し、その費用並びに効果などを

慎重に検討していく考えであります。

(4) 目標とする経営指標

当社グループは、経営基盤を強化し安定的な経営を確立・維持するために、経営指標といたしまして売上高経常利

益率、連結ＲＯＥの向上を目指しております。

(5) 中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 

今後事業を展開するにあたり、当社グループが対処すべき課題として認識している点は以下の通りであります。

 　 ①　マーケットの拡大

ア．パブリック・リレーションズ活動に対する正しい認識の普及

当社グループが提供するサービスの市場拡大には、パブリック・リレーションズ（以下、ＰＲ）活動に対する正

しい認識が浸透し、それを支援するＰＲ会社の存在が認知されていくということが重要であり、それは当社グルー

プが事業の拡大、発展に向けて取り組むうえでも重要なテーマであります。

  幸いにして昨年ＰＲ会社２社が株式公開を行い、ＰＲ業界としての社会的認知が促進されましたが、当社グルー

プとしては、企業等での広報担当者の育成を目的とした「広報の学校」の開設やＰＲ活動の啓蒙につながる書籍の

翻訳・監修等ＰＲ活動に関する知識の普及に取り組んできており、今後もＰＲ活動の理解者や実務者の増加につな

がる活動を進めていく所存であります。
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イ．全国規模でのパートナー作り

情報を発信する手法としてのＰＲ活動は、マスコミが集中する東京周辺の事業体にとっては馴染みやすい手法で

すが、地方都市においては、稀少性やニュース性がある情報でもＰＲという手法が使われないまま高額な広告手法

だけが実施され、結果として世の中に知られることなく埋もれてしまっているものが数多くあると思われます。

当社グループでは、地方都市の潜在顧客掘り起こしのため、全国の広告代理店や公認会計士事務所、経営コンサ

ルティング会社等を事業パートナーとして当社グループに潜在顧客を紹介して頂く「ＰＲパートナー制度」を開始

いたしました。

② 顧客ニーズの多様化への対応

ア．インターネット活用コンサルティングの体系化

ＰＲ会社が推進する、マスコミでの掲載・報道という“信頼のおける第三者の目を通した情報発信活動”におい

て、インターネット上のＷｅｂサイトを使った手法は急激に重要視されてきています。当社グループでは、ＰＲ業

界では最も早い時期に専門チームを組成しインターネットを使ったＰＲ活動に積極的に取り組んでまいりました。

その結果、情報系のＷｅｂサイトへの戦略的なパブリシティ活動（Ｗｅｂ　ＰＲ）は体系化され、多くの実績を残

してきております。

今後は、インターネット環境全体を活用したコンサルティング（Ｗｅｂリレーションズ活動）を体系化すること

に取り組んでいく所存であります。

イ．ＩＲニーズへの対応

昨今のネット証券の台頭や、新規上場会社の増加により、個人投資家への情報の発信がＩＲ活動の中で重要な業

務になってきています。これに伴い、従来型の説明会の開催、アニュアルレポートの作成、ホームページの充実だ

けでは潜在個人投資家を含めた一般大衆まで情報を届ける手法としては不十分であるという認識も広まってきてい

ます。

この点において当社グループが行うＰＲ活動は、多くのステークホルダーが注目する新聞・雑誌・テレビ等のマ

スコミへの情報の掲載促進活動であり、ＩＲ活動の一つとしても有用であると言えます。

当社グループにおいては今後、フィナンシャル分野の専門家の拡充をはかり、外部の専門支援機関と連携するな

どして上場企業のＩＲ活動を“ＰＲ手法”を通じて支援していく所存であります。

ウ．ＰＲにおける映像ニーズへの対応

パソコンやワンセグ携帯での動画視聴やＣＡＴＶの普及、ＣＳチャンネルの増加など映像を取り巻く環境は大き

く変わりつつあります。この映像環境の転換期にあたり当社では、映像事業室を設置し、動画の活用の側面から新

たなＰＲ手法の提案を試みます。映像メディアへの動画配信、映像のウェブ活用など日本のＰＲ業界初の本格的な

映像事業参入を視野に入れ、ＰＲにおける映像ニーズの提案と掘り起こしの活動を実施しています。

    ③ 人材の育成

ＰＲ事業では、顧客のニーズに対応できる人材を確保し育成することが要となりますが、わが国ではＰＲに関する

大学教育等の社会的な教育研修システムは確立されておらず、必然的に社員へのＰＲ業務に関する教育はその初歩か

ら応用まですべて自社で行うことになります。更に、ＰＲ実務のみならず各種の専門機能を有する社員の育成は、顧

客満足度の向上及び新規顧客の獲得時の提案力強化を実現する上で重要なテーマであります。

このため当社グループでは、経験や情報を共有するための勉強会の実施や各種講演への参加等の施策により社員の

育成に取り組んできており、今後も多様化するＰＲ活動へ対応するために勉強会等の充実や知識の共有を一層推し進

めていく所存であります。

(6) 親会社等に関する事項

該当の事項はございません。

(7) 内部管理体制の整備・運用状況

別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載のとおりであります。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格が高騰する一方で、企業収益の回復を

背景に民間設備投資が順調に推移したことに加え、雇用環境が改善する等回復基調で推移しました。

この様な状況下、当社グループの概況は、売上高は1,998,500千円となり前年同期比4.4％増、金額で84,417千円の

増加となりました。経常利益は175,812千円となり、前年同期比78.1％増、金額で77,071千円の増加となりました。中

間純損益は94,271千円の純利益となり、前年に比べ67,553千円増加しました。

売上高は、オプショナル＆スポットが前年同期に対し大口案件が減少したことにより前年同期比11.4％減となりま

したが、リテイナーの売上はリテイナー契約数が前年に引き続き増加したことから前年同期比13.4％増と順調に推移

しました。この結果、当中間連結会計期間の売上高は前年同期比4.4％増の1,998,500千円となりました。

売上総利益については、粗利益率の高いリテイナーの売上が増加したことから同10.8％増の1,261,286千円となりま

した。一方、新卒を中心に人員増強を図ったため人件費が同10.0％と増加し、加えて事務所の増床にともなう地代家

賃や消耗品費の増加により販売費及び一般管理費全体としては同10.1％増の1,086,157千円となりました。この結果、

営業利益では同15.0％増の175,128千円となりました。また、経常利益は株式公開に伴う費用負担がなくなったことか

ら同78.1％増の175,812千円となりました。

中間純損益は、特別損失として投資有価証券評価損を1,055千円計上した結果、前年同期比252.8％増の94,271千円

の純利益となりました。

(2）財政状態

①　当中間連結会計期間の財政状態

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の2,168,693千円から80,388千円減少して2,088,305千円と

なりました。

（資　産）

流動資産は、前連結会計年度末の1,564,077千円から175,204千円減少し、1,388,872千円となりました。これは

主に、「前払費用」が10,161千円増加したものの、「受取手形及び売掛金」などの売上債権の減少138,877千円、

「たな卸資産」の減少14,122千円、「現金及び預金」の減少31,460千円等によるものであります。

「前払費用」に関しましては、通勤交通費の支払方法変更によるものであります。「受取手形及び売掛金」並びに

「たな卸資産」につきましては、前連結会計年度末に比べ当中間連結会計期間末の売上げが減少したことによるも

のであります。

固定資産は、前連結会計年度末の604,615千円から94,816千円増加し、699,432千円となりました。これは主に、

「建物及び構築物」の増加12,486千円、「敷金・保証金」の増加18,625千円、「保険積立金」の増加50,250千円等に

よるものであります。

「建物及び構築物」と「敷金・保証金」の増加は、従業員増に伴い事務所の増床をしたことによるものであります。

また、「保険積立金」の増加は幹部社員に対し一時払い年金保険の加入を実施したことによるものであります。

（負　債）

流動負債は、前連結会計年度末の565,926千円から111,952千円減少し、453,973千円となりました。これは主に、

「買掛金」の減少81,444千円、「未払法人税等」の減少33,239千円等によるものであります。

「買掛金」の減少は、前連結会計年度末に比べ当中間連結会計期間末の売上げが減少したことに伴う外注費の減少

によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末の187,112千円から2,793千円増加し、189,905千円となりました。これは主に、

「長期借入金」が9,500千円減少したものの、「退職給付引当金」の増加7,485千円、「役員退職慰労引当金」の増

加4,808千円によるものであります。

「退職給付引当金」の増加は従業員増によるもの、「役員退職慰労引当金」の増加は連結子会社において役員退職

慰労金制度を新設したことによるもので、「長期借入金」の減少は約定弁済進行によるものであります。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末の1,415,654千円から28,771千円増加し、1,444,425千円となりました。これは主に、

「利益剰余金」の増加30,271千円によるものです。

「利益剰余金」の増加は、当期純利益が増加したことによるものであります。なお、自己資本比率は前連結会計年

度の65.3％から3.9ポイント上昇し、69.2％となりました。
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②　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

当中間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、主に税金等調整前中

間純利益174,757千円や売掛債権の減少138,877千円等による営業活動における収入142,582千円がありましたが、事

務所増床に伴う有形固定資産の取得や敷金・保証金の差入れによる支出などに伴なう投資活動における資金の支出、

および借入債務の返済や配当金の支払による財務活動における資金の支出等により前連結会計年度末に比べ32,607

千円減少し、当中間連結会計期間末は689,238千円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそ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、142,582千円（前年同期は10,913千円の収入）となりました。これは主に仕入

債務の減少による支出81,444千円、法人税等の支払による支出113,253千円、税金等調整前中間純利益の増加によ

る収入174,757千円、売上債権の減少による収入138,877千円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、97,178千円（前年同期は69,675千円の支出）となりました。これは主に事務所

の増床に伴う有形固定資産の取得による支出26,866千円、敷金・保証金の差入れによる支出18,625千円、保険積立

金の増加による支出50,250千円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）

財務活動の結果使用した資金は、77,957千円（前年同期は64,480千円の収入）となりました。これは主に借入債

務の返済による支出14,700千円、配当金の支払による支出63,000千円等によるものであります。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 44.4 46.3 67.5 65.3 69.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － 211.5 187.1 187.0

債務償還年数（年） 8.6 8.3 2.5 0.2 0.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
5.1 4.8 4.5 53.1 256.0

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

 ※　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。

 ※　株式時価総額は、中間(期末)株価終値×中間(期末)発行済株式総数により算出しております。

 ※　有利子負債は、利子を支払っている負債を対象としております。

 ※　営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

 ※　債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。

 ※　平成16年12月期の時価ベースの自己資本比率は、当社株式が非上場のため記載しておりません。
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(3）通期の見通し

当社グループを取り巻く事業環境は国内経済の回復に伴い引き続き底堅く推移していくものと見込まれます。

このような事業環境下にあって当社グループでは、引き続きリテイナー契約を中心にクライアント数の増加と案件

発掘に注力するとともに経費の一層の適正化を図り利益率の向上に邁進してまいります。　

なお、通期の連結業績の見通しにつきましては、売上高43億円、経常利益４億３千２百万円、当期純利益２億２千

８百万円を予定しております。

また、通期の単体業績の見通しにつきましては、売上高41億６千万円、経常利益４億３千１百万円、当期純利益２

億２千７百万円を予定しております。

当中間期実績において売上高および経常利益並びに中間純利益は平成18年２月20日に公表した中間期業績予想に対

しましては減収増益となりました。売上高のうちリテイナーは計画を上回ることができましたが、オプショナル＆ス

ポットにおいて大口案件が計画に比し減少したことにより、売上高は全体として目標を下回る結果となりました。売

上高が計画比未逹に終わったものの売上総利益につきましては、粗利益率の高いリテイナー部門の好調に支えられ計

画通りに推移しました。また、販売費および一般管理費等経費関連についてもほぼ計画どおり推移しました。

上記見通しに関しましては中間期実績を受け、下期計画の見直しを実施した結果、平成18年２月20日に公表した通

期見通しについては修正なしといたしました。

(4) 事業等のリスク

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられるリ

スクには以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は、中間決算発表日（平成18年８月14日）現在において当社グループが判断

したものであります。

①　ＰＲ市場の動向について

ＰＲ事業は、米国では確立しているものの、わが国での認知度は未だ十分ではありません。しかし近年、インター

ネット等を通じて、ＰＲを専門に支援する会社があることを初めて知った企業や団体が、ＰＲ会社をビジネスのパー

トナーとして探す傾向が見られてきております。当社グループとしては、こういった動きを背景にＰＲの有効性や

意義への理解が徐々に深まり、ＰＲ市場は拡大していくものと予測しております。

しかしながら、ＰＲ市場が拡大した場合においても新規参入等により競争が激しくなった場合や、ＰＲ市場の成

長過程においてＰＲ手法そのものが多様化し、当社グループが有する経験や知識・ノウハウが充分に活かせない状

況や当社がＰＲ手法の多様化に遅れをとるような状況に至ったときには当社グループの財政状態及び経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。 

②　マスコミの多様化について

ＰＲ会社の存在意義の一つに、企業・団体等とマスコミをつなぐということが挙げられます。企業・団体等はそ

れぞれの事業目的を達成するために、マスコミ各社はより価値のあるコンテンツ作りのために活動しておりますが、

この双方の目的やニーズをマッチングさせる能力がＰＲ会社のコア・コンピタンスとなります。企業・団体等は、

事業目的に沿った形でマスコミに多く取り上げられると、社会的な認知度や業績等が影響を受けることになります

が、一方でインターネット等の台頭によってマスコミの多様化は進んできており、今後は、従来の新聞や雑誌にお

いて記事が掲載されたとしても、期待する効果が得られないケースが起こり得ます。

③　当社グループの提供するサービスに対する評価について

当社グループが企業等の広報活動を支援する場合、顧客との間で月額活動費用及び期間等を定めた業務委託契約

を締結いたします。顧客はこの契約内容に則り、当社グループから広報活動に関する様々なサポートを受けること

になりますが、当社グループが提供する広報支援活動の成果への評価は、顧客それぞれの価値観や判断によって異

なる場合があります。

したがって、当社グループの提供するサービスに満足されない場合は、契約金額の減額や契約の解除・非更新と

いう事態になることが考えられ、そのようなことが頻発した場合は当社グループの財政状態及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。
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④　オプショナル＆スポットの売上高等の変動について

オプショナル＆スポットは、比較的短期間の契約による案件であり継続的なものではないため、受注案件の規模、

件数等により売上高、売上高総利益及び売上高総利益率が大きく変動することがあります。オプショナル＆スポッ

トの売上高は平成15年12月期、1,363,917千円（連結売上高に占める割合は37.5％）に対し、平成16年12月期、

1,128,435千円（連結売上高に占める割合は31.3％）、平成17年12月期、1,358,380千円（連結売上高に占める割合

は33.6％）となっており、売上高が大きく変動しております。このようにオプショナル＆スポットの受注状況によっ

ては、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　広告代理店からのＰＲ業務の受託について

広告代理店は、独自のコミュニケーション活動提案の中にＰＲ業務を内包して顧客にサービスを提供しており、

当社グループは広告代理店から広報活動支援業務を受託する場合があります。このような広告代理店を経由する売

上高は平成15年12月期において768,154千円（連結売上高の21.1％）、平成16年12月期727,166千円（連結売上高の

20.2％）、平成17年12月期では730,729千円（連結売上高の18.1％）を占めております。このため、広告代理店の営

業状況等によって当社グループの広告代理店からのＰＲ業務の受注額・件数・売上総利益等は影響を受けることに

なり、その場合当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥　業界特有の取引慣行について

当社グループのＰＲ事業のうち、６ヶ月以上に渡って広報活動を支援するリテイナーでは殆どのケースにおいて

業務受託時に契約書を作成しておりますが、オプショナル＆スポット等では、長年継続的に取引のある広告代理店

から受託する場合や、報道発表等に関わる事業であるという性質上、ＰＲ業界特有の取引慣行として、引き合い発

生から活動開始まで非常に短期間で進めていくことがあり、その場合、すべての顧客及び案件において契約書を作

成するには至っておりません。

当社グループにおいては、主要顧客を中心に基本契約を締結する等、取引上のトラブルの未然防止に努めており

ますが、契約書を作成していないことにより、取引関係の内容、条件等について疑義が生じたり、これをもとに紛

争が生じたりする可能性があります。

⑦　人材の確保について

ＰＲ事業では、メディア・リレーションズ（注）の構築においてマスコミ各社の意思決定者と継続的かつ良好な

関係を維持することが、顧客へ提供するサービスの品質・効果における重要な要素となります。メディア・リレー

ションズにおける人的ネットワークは、属人的な無形のものであり、人材間の継承は必ずしも容易でなく、多くの

ネットワークを有する社員が退社するような事態が起きた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。

また、広報活動の支援業務を受託する場合、通常２名から３名の体制で対応しており、顧客数を増加させ事業の

拡大を図っていくには、その増加に合わせて要員の拡充を行う必要が生じます。当社グループでは、定期採用にお

ける大学新卒者の獲得とは別に、ＰＲ業務に従事する資質を有する中堅社員の獲得も進めておりますが、当社グルー

プの業容拡大に応じて人材を獲得することが出来ない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。 

（注）Ｍｅｄｉａ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ（メディア・リレーションズ）は当社の登録商標であり、「マスコミとの良

好な関係の構築と維持がＰＲ事業を支えている」という当社のポリシー及びその為の活動そのものをさしてお

ります。 

⑧　情報管理について

当社グループは、ＰＲ事業を通じて、顧客の情報並びに個人情報を入手する場合があります。当社グループは、

これら情報の機密を保持し、セキュリティを確保するために必要と考えられる措置を講じております。その一環と

して平成17年６月に第三者の認証である「ＩＳＭＳ認証基準」及び「ＢＳ７７９９」を取得いたしました。

 しかし、かかる措置にもかかわらずこれらの情報が漏洩した場合には、当社グループの財政状態、経営成績及び

社会的信用に影響を与える可能性があります。
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⑨　知的財産権について

当社グループは、ＰＲ事業を通じて、当社グループが所有する又は使用許諾を受けている以外の知的財産権等を

侵害してしまう可能性があります。当社グループは、このような事態を防止するため、必要と考えられる社員教育

等各種の措置を講じておりますが、かかる措置にもかかわらず、他者の知的財産権を侵害してしまった場合には、

当社グループの財政状態、経営成績及び社会的信用に影響を与える可能性があります。

４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 
平成17年３月24日に実施した時価発行公募増資（調達金額336百万円）の資金使途計画及び資金充当実績は、概略以

下のとおりであります。

(1) 資金使途計画

手取額312,480千円につきましては、借入金の返済に充当する予定であります。

(2) 資金充当実績

平成17年３月24日に実施した公募増資の資金計画につきましては、平成17年12月期に短期借入金240,000千円、長期

借入金72,480千円の合計312,480千円の返済を実行いたしました。
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５．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金 ※２  454,765   702,970    734,430  

２．受取手形及び
売掛金

  609,814   656,012    794,890  

３．たな卸資産   69,349   27,137    41,259  

４．繰延税金資産   2,969   6,781    10,969  

５．その他   5,601   19,869    5,350  

貸倒引当金   △17,384   △23,898    △22,823  

流動資産合計   1,125,115 59.8  1,388,872 66.5 263,757  1,564,077 72.1

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産 ※１           

１．建物及び構
築物

※２ 139,091   145,721    133,234   

２．機械装置及
び運搬具

 4,636   4,168    4,959   

３．土地 ※２ 70,680   70,680    70,680   

４．その他  34,873 249,282 13.2 41,304 261,875 12.5 12,592 34,516 243,391 11.2

(2）無形固定資産            

１．その他  6,723 6,723 0.4 6,124 6,124 0.3 △598 5,854 5,854 0.3

(3）投資その他の
資産

           

１．投資有価証
券

 161,941   55,312    56,027   

２．敷金・保証
金

 154,738   153,807    135,181   

３．保険積立金  62,840   113,393    63,143   

４．繰延税金資
産

 114,149   102,559    93,658   

５．その他  7,370 501,040 26.6 6,360 431,432 20.7 △69,608 7,360 355,370 16.4

固定資産合計   757,047 40.2  699,432 33.5 △57,614  604,615 27.9

資産合計   1,882,162 100.0  2,088,305 100.0 206,142  2,168,693 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

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

  172,161   192,572    274,017  

２．一年以内返済
予定の長期借
入金

※２  30,200   18,000    23,200  

３．未払法人税等   62,900   88,654    121,894  

４．その他   160,972   154,746    146,815  

流動負債合計   426,234 22.6  453,973 21.7 27,739  565,926 26.1

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２  24,500   6,500    16,000  

２．退職給付引当
金

  113,894   130,997    123,512  

３．役員退職慰労
引当金

  46,500   52,408    47,600  

固定負債合計   184,894 9.8  189,905 9.1 5,011  187,112 8.6

負債合計   611,128 32.5  643,879 30.8 32,750  753,038 34.7

            

（少数株主持分）            

少数株主持分   － －  － －   － －

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   419,900 22.3  － －   419,900 19.4

Ⅱ　資本剰余金   360,655 19.2  － －   360,655 16.6

Ⅲ　利益剰余金   478,373 25.4  － －   621,464 28.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  12,104 0.6  － －   13,635 0.6

資本合計   1,271,033 67.5  － －   1,415,654 65.3

負債、少数株主
持分及び資本合
計

  1,882,162 100.0  － －   2,168,693 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

　１．資本金   － －  419,900 20.1   － －

　２．資本剰余金   － －  360,655 17.3   － －

　３．利益剰余金   － －  651,736 31.2   － －

　４．自己株式   － －  △257 0.0   － －

　　株主資本合計   － －  1,432,033 68.6   － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

　その他有価証
券評価差額金

  － －  12,392 0.6   － －

　　評価・換算差額
等合計

  － －  12,392 0.6   － －

　　純資産合計   － －  1,444,425 69.2   － －

　　負債純資産合計   － －  2,088,305 100.0   － －
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,914,083 100.0  1,998,500 100.0 84,417  4,045,228 100.0

Ⅱ　売上原価   775,507 40.5  737,214 36.9 △38,293  1,628,212 40.3

売上総利益   1,138,575 59.5  1,261,286 63.1 122,710  2,417,016 59.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  986,226 51.5  1,086,157 54.3 99,931  2,019,552 49.9

営業利益   152,349 8.0  175,128 8.8 22,779  397,463 9.8

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  25   3    56   

２．受取配当金  575   923    963   

３．仕入割引  －   783    －   

４．賃貸収益  2,491   2,240    4,535   

５．その他  845 3,936 0.2 220 4,171 0.2 235 1,661 7,215 0.2

Ⅴ　営業外費用            

１．支払利息  2,345   556    4,299   

 ２．新株発行費  11,558   －    11,558   

 ３．株式公開費用  43,484   －    43,484   

 ４．為替差損失  －   2,931    －   

５．その他  156 57,544 3.0 － 3,487 0.2 △54,057 933 60,276 1.5

経常利益   98,741 5.2  175,812 8.8 77,071  344,403 8.5

Ⅵ　特別利益            

 １．投資有価証券売
却益

 －   －    26,067   

 ２．固定資産売却益 ※２ － － － － － － － 19 26,087 0.6

Ⅶ　特別損失            

 １．固定資産除却
損

※３ 10,293   －    10,293   

 ２．投資有価証券
評価損

 11,544 21,838 1.2 1,055 1,055 0.1 △20,783 16,364 26,658 0.6

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  76,902 4.0  174,757 8.7 97,854  343,832 8.5

法人税、住民
税及び事業税

 59,024   84,346    171,422   

法人税等調整
額

 △8,839 50,184 2.6 △3,860 80,485 4.0 30,301 2,601 174,023 4.2

少数株主利益   － －  － － －  － －

中間（当期）
純利益

  26,718 1.4  94,271 4.7 67,553  169,808 4.2

            

－ 13 －



(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

　中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   112,500  112,500

Ⅱ　資本剰余金増加高      

増資による新株発行  248,155 248,155 248,155 248,155

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  360,655  360,655

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   477,155  477,155

Ⅱ　利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  26,718 26,718 169,808 169,808

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１．配当金  25,500  25,500  

２．役員賞与  － 25,500 － 25,500

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  478,373  621,464

      

中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30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12月31日　残高
　　　　　　　　　　（千円）

419,900 360,655 621,464 － 1,402,019

中間連結会計期間中の変動額      

　剰余金の配当 － － △63,000 － △63,000

　利益処分による役員賞与 － － △1,000 － △1,000

　中間純利益 － － 94,271 － 94,271

　自己株式の取得 － － － △257 △257

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　　（千円）

－ － 30,271 △257 30,014

平成18年６月30日　残高
　　　 　　　　（千円）

419,900 360,655 651,736 △257 1,432,033
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評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成17年12月31日　残高
　　　　　　　　　（千円）

13,635 13,635 1,415,654

中間連結会計期間中の変動額    

　剰余金の配当 － － △63,000

　利益処分による役員賞与 － － △1,000

　中間純利益 － － 94,271

　自己株式の取得 － － △257

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

△1,243 △1,243 △1,243

中間連結会計期間中の変動額合計
　　　　　　　　　（千円）

△1,243 △1,243 28,771

平成18年６月30日　残高
　　　 　　　（千円）

12,392 12,392 1,444,425
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間
（当期）純利益

 76,902 174,757  343,832

減価償却費  11,760 14,959  26,515

貸倒引当金の増減額  △1,423 1,075  4,015

退職給付引当金及び
役員退職慰労引当金
の増減額

 5,051 12,293  15,770

受取利息及び受取配
当金

 △600 △927  △1,019

支払利息  2,435 556  4,299

固定資産売却益  － －  △19

固定資産除却損  3,992 －  3,992

投資有価証券売却益  － －  △26,067

投資有価証券評価損  11,544 1,055  16,364

売上債権の増減額  69,984 138,877  △115,090

仕入債務の増減額  △39,913 △81,444  61,942

未払消費税等の増減
額

 △18,831 8,970  △10,854

役員賞与の支払額  － △1,000  －

その他  △41,869 △13,201  12,207

小計  79,033 255,972 176,939 335,885

利息及び配当金の受
取額

 600 420  981

利息の支払額  △2,435 △557  △3,920

法人税等の支払額  △66,285 △113,253  △124,576

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 10,913 142,582 131,669 208,370
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前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

     

定期預金預入れによ
る支出

 △14,504 △3,500  △141,682

定期預金戻入による
収入

 81,568 3,500  297,778

有形・無形固定資産
の取得による支出

 △184 △26,866  △51,949

固定資産の売却によ
る収入

 － －  285

投資有価証券の取得
による支出

 △101,019 △2,436  △103,590

投資有価証券の売却
による収入

 － －  132,313

敷金・保証金差入に
よる支出

 △35,362 △18,625  △35,362

敷金・保証金返還に
よる収入

 － －  19,557

保険積立金の増加に
よる支出

 － △50,250  －

その他  △173 1,000  △475

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △69,675 △97,178 △27,503 116,873

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の増減額  △268,200 －  △268,200

長期借入金の返済に
よる支出

 △69,300 △14,700  △84,800

株式の発行による収
入

 427,480 －  427,480

配当金の支払額  △25,500 △63,000  △25,500

自己株式の取得によ
る支出

 － △257  －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 64,480 △77,957 △142,437 48,980

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － △53 △53 188

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 5,717 △32,607 △38,324 374,412

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 347,433 721,846 374,412 347,433

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 353,150 689,238 336,087 721,846
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　１社

連結子会社の名称

共和ピー・アール㈱

同左 同左

 　全ての子会社を連結しておりま

す。

  

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用会社の数

　該当事項はありません。

(1）持分法適用会社の数

同左

(1）持分法適用会社の数

同左

 (2）持分法を適用しない関連会社の

名称

北京東方三盟公共関係策画有限

公司

(2）持分法を適用しない関連会社の

名称

同左

(2）持分法を適用しない関連会社

の名称

同左

 （持分法を適用しない理由）

　持分法を適用していない関連会

社は、中間純損益及び利益剰余金

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いておりま

す。

（持分法を適用しない理由）

　同左

 （持分法を適用しない理由）

 　持分法を適用していない関連

会社は、連結純損益及び利益剰余

金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いてお

ります。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　全ての連結子会社の中間決算日は

中間連結決算日と一致しております。

　同左 全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

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

①　有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの 

同左

 ②　デリバティブ  

時価法

②　デリバティブ  

────────

②　デリバティブ 

時価法

 ③　たな卸資産

未成サービス支出金

　個別法による原価法

③　たな卸資産

同左

③　たな卸資産

同左

    

(2）重要な減価償却資産の

償却方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。但し、

平成10年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産 

同左

 主な耐用年数

建物　　　　　６年～47年

車両運搬具　　　　　６年

工具器具備品　５年～20年

  

 ②　無形固定資産

　定額法によっております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産 

同左

 耐用年数

ソフトウェア（自社利用）

　社内における利用可能期間

（５年）

  

    

－ 18 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権等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。

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金 

同左

 ②　退職給付引当金

　従業員の退職金の支給に備える

ため、当中間連結会計期間末にお

ける簡便法による退職給付債務及

び年金資産に基づき計上しており

ます。

②　退職給付引当金

同左

②　退職給付引当金

従業員の退職金の支給に備える

ため、当連結会計年度末における

簡便法による退職給付債務及び年

金資産に基づき計上しております。

 ③　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく中間期末支

給見込額を計上しております。

③　役員退職慰労引当金

同左

③　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末支給見

込額を計上しております。

    

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算基準

　外貨建金銭債権債務については、

中間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。

同左  　外貨建金銭債権債務については、

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。

    

(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。

同左 同左

    

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

──────── ①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・為替予約

ヘッジ対象・・・売掛金

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・為替予約

ヘッジ対象・・・売掛金

 ③　ヘッジ方針

為替変動リスクヘッジのため、

対象債権の範囲内でヘッジを行っ

ております。

 ③　ヘッジ方針 

為替変動リスクヘッジのため、

対象債権の範囲内でヘッジを行っ

ております。

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

 ④　ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項

①　繰延資産の処理方法

新株発行費は支出時に全額費用

として処理しております。

 (追加情報)

平成17年３月24日に実施いたし

ました有償一般募集（ブックビル

ディング方式による募集）による

新株式発行（120,000株）は引受

証券会社が引受価額で引受けを行

い、これを引受価額と異なる募集

価額で一般投資家に販売するスプ

レッド方式の売買引受契約によっ

ております。 

スプレッド方式では、募集価額

と引受価額との差額23,520千円が

事実上の引受手数料となりますの

で、引受証券会社に対する引受手

数料の支払はありません。このた

め、新株発行費に引受手数料は含

まれておりません。 

─────── ①　繰延資産の処理方法

新株発行費は支出時に全額費用

として処理しております。

 (追加情報)

平成17年３月24日に実施いたし

ました有償一般募集（ブックビル

ディング方式による募集）による

新株式発行（120,000株）は引受

証券会社が引受価額で引受けを行

い、これを引受価額と異なる募集

価額で一般投資家に販売するスプ

レッド方式の売買引受契約によっ

ております。 

スプレッド方式では、募集価額

と引受価額との差額23,520千円が

事実上の引受手数料となりますの

で、引受証券会社に対する引受手

数料の支払はありません。このた

め、新株発行費に引受手数料は含

まれておりません。 

 ②　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

②　消費税等の会計処理

同左

②　消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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 同左

中間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

前中間連結会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

─────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

当中間連結会計期間より、「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

1,444百万円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対

照表の純資産の部については、改正後の中間

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

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

──────── （中間連結損益計算書関係） ────────

 前中間連結会計期間まで営業外費用の「その

他」に含めて表示していた「為替差損失」は、

営業外費用の合計額の100分の10を超えること

となったため区分掲記することに変更しました。

なお、前中間連結会計期間における「為替差

損失」の金額は、156千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

138,516千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

157,708千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、　

144,140千円であります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

定期預金 7,582千円

建物 18,854千円

土地 9,360千円

合計 35,796千円

定期預金 7,582千円

建物  18,311千円

土地  9,360千円

合計    35,254千円

定期預金   7,582千円

建物   18,583千円

土地 9,360千円

合計     35,525千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 14,000千円

合計 14,000千円

一年以内返済予定の

長期借入金
6,000千円

長期借入金    2,000千円

合計  8,000千円

一年以内返済予定の

長期借入金
 6,000千円

長期借入金   5,000千円

合計    11,000千円

   

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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。

※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。

※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。

役員報酬 45,469千円

給与手当 594,542千円

雑給 19,302千円

法定福利費 77,759千円

地代家賃 76,692千円

貸倒引当金繰入額 365千円

退職給付引当金繰入額 3,951千円

役員退職慰労引当金繰

入額
1,100千円

役員報酬   45,339千円

給与手当 659,494千円

雑給 18,860千円

法定福利費  87,291千円

地代家賃   90,140千円

貸倒引当金繰入額 1,075千円

退職給付引当金繰入額   7,485千円

役員退職慰労引当金繰

入額
    4,808千円

役員報酬 90,789千円 

給与手当 1,219,504千円 

雑給    39,257千円 

法定福利費   165,762千円 

地代家賃 158,949千円 

貸倒引当金繰入額  6,973千円 

退職給付引当金繰入額 13,570千円 

役員退職慰労引当金繰

入額
 2,200千円 

 ※２　　　　　　──────  ※２　　　　　　────── ※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

機械装置及び運搬具  19千円

※３　固定資産除却損のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

※３　　　　　　────── ※３　固定資産除却損のうち主要な費目及び

金額は次のとおりであります。

建物及び構築物 2,251千円

その他(工具器具備品) 1,740千円

本社移設費用 3,651千円

原状回復工事 2,650千円

工具器具備品 3,992千円

本社移設費用 3,651千円

原状回復工事    2,650千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30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）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 1,260,000 － － 1,260,000

合計 1,260,000 － － 1,260,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） － 80 － 80

合計 － 80 － 80

 （注）普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取請求による買取であります。

 

 ２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月29日

定時株主総会
普通株式 63,000 50.00  平成17年12月31日  平成18年３月30日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資 

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年８月14日

取締役会
普通株式 31,498 利益剰余金 25.00  平成18年６月30日  平成18年９月11日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

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６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 454,765千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△101,614千円

現金及び現金同等物 353,150千円

現金及び預金勘定  702,970千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金等
  △13,731千円

現金及び現金同等物 689,238千円

現金及び預金勘定  734,430千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△12,584千円

現金及び現金同等物 721,846千円

－ 23 －



①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具
備品

75,698 38,526 37,172

ソフト
ウェア

14,397 12,375 2,022

合計 90,096 50,901 39,194

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具
備品

58,614 34,931 23,682

合計 58,614 34,931 23,682

 
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

70,018 39,954 30,064

ソフト
ウェア

14,397 13,815 582

合計 84,416 53,769 30,646

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 16,581千円

１年超 24,505千円

合計 41,086千円

１年内 8,627千円

１年超 15,616千円

合計  24,244千円

１年内 11,891千円

１年超 19,504千円

合計 31,396千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

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 11,791千円

減価償却費相当額 10,728千円

支払利息相当額 740千円

支払リース料     7,515千円

減価償却費相当額     6,963千円

支払利息相当額 370千円

支払リース料 21,071千円

減価償却費相当額 18,212千円

支払利息相当額 1,337千円

４．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。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

 

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年６月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

取得原価
（千円）

中間連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

(1）株式 26,901 47,311 20,409

(2) その他 99,195 99,198 3

合計 126,097 146,509 20,412

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 6,457

当中間連結会計期間末（平成18年６月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

取得原価
（千円）

中間連結貸借対照
表計上額

（千円）

差額
（千円）

(1）株式 24,858 45,755 20,897

(2) その他 － － －

合計 24,858 45,755 20,897

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 581
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前連結会計年度末（平成17年12月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表計
上額

（千円）

差額
（千円）

(1）株式 22,421 45,415 22,993

合計 22,421 45,415 22,993

 ２．前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

132,313 26,067 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前連結会計年度末
（平成17年12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（店頭売買株式を除く） 1,637

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）

当社グループの事業はＰＲ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。

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

当社グループの事業はＰＲ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。

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

当社グループの事業はＰＲ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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間において、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。

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間において、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。

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

当連結会計年度において、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。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

当連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 1,008円76銭

１株当たり中間純利益金額 24円54銭

１株当たり純資産額  1,146円44銭

１株当たり中間純利益金額   74円82銭

１株当たり純資産額   1,122円74銭

１株当たり当期純利益金額 143円66銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しません

ので記載しておりません。

 

当社は、平成16年８月２日付で株式１株につ

き２株の株式分割を行っております。

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前中間連結会計期間における１株

当たり情報については、以下のとおりとなりま

す。

１株当たり純資産額           1,150円47銭

１株当たり中間純利益金額        73円98銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益

については、中間期末時点で新株引受権が存在

しますが、当社株式は非上場かつ非登録のため

記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在しません

ので記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり純利益金

額については、期末時点で新株引受権が存在

しないため記載しておりません。

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

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

中間（当期）純利益（千円） 26,718 94,271 169,808

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 1,000

 （うち利益処分による役員賞与金） － － 1,000

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 26,718 94,271 168,808

期中平均株式数（千株） 1,088 1,259 1,175

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（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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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 ─────────  ─────────  ─────────
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６．生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

当社の主たる業務は、ＰＲ事業であり広報活動を支援するという役務を提供する業務であるため、生産に該当する

事項はありません。

 

(2) 受注状況

当社の事業はＰＲ事業であり、製造業等とは異なるため受注実績については記載しておりません。

 

(3) 販売実績

当連結会計年度のＰＲ事業を業務区分別に示すと、次の通りであります。

事業の業務区分別の名称

前中間連結会計年度

(自 平成17年１月１日

  至 平成17年６月30日)

当中間連結会計年度

(自 平成18年１月１日

  至 平成18年６月30日)

前連結会計年度

(自 平成17年１月１日

  至 平成17年12月31日)

金額(千円)
構成比

（％）
金額(千円)

構成比

（％）
金額(千円)

構成比

（％）

 リテイナー 1,059,798 55.4 1,201,483 60.1 2,233,605 55.2

 オプショナル＆スポット 648,573 33.9 574,648 28.8 1,358,380 33.6

 ペイドパブリシティ 205,711 10.7 222,369 11.1 453,241 11.2

 合計 1,914,083 100.0 1,998,500 100.0 4,045,228 100.0

 （注）１．金額は、販売価格によっております。

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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