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業績予想の修正に関するお知らせ 

 

平成 18 年４月 20 日付当社｢決算短信｣において発表いたしました平成 18 年８月中間期（平成 18

年３月１日～平成 18 年８月 31 日）の連結業績予想及び個別業績予想を、下記の通り修正いたします

のでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 平成 18 年８月中間期業績予想数値の変更（平成 18 年３月１日～平成 18 年８月 31 日） 

(1)連結業績予想                                    （単位：百万円、％） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 6,450 50 △50 

今回修正予想（Ｂ） 7,251 275 46 

増減額（Ｂ－Ａ） 801 225 96 

増減率（％） 12.4％ 450.3％ － 

（ご参考） 

前中間期実績 

 

5,465 

 

112 

 

35 

 

(2)個別業績予想                                    （単位：百万円、％） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 5,000 20 △50 

今回修正予想（Ｂ） 5,742 245 36 

増減額（Ｂ－Ａ） 742 225 86 

増減率（％） 14.8％ 1129.0％ － 

（ご参考） 

前中間期実績 

 

4,562 

 

106 

 

42 

 

 

 



 
 

 

2．業績予想修正の主な理由 

平成 18 年８月中間期は、多様化するクライアントのコンテンツ制作ニーズを捉えた制

作請負ビジネスが拡大したことに加え、人材支援ビジネスも着実に進展いたしました。特

に、ギフト業界大手からのカタログ一括制作などのアウトソーシング事業が順調に拡大い

たしました。 
また、韓国における現地法人である CREEK & RIVER KOREA Co., Ltd.、ドクター･

エージェンシー事業を展開する株式会社メディカル･プリンシプル社など、連結子会社も

順調に業容を拡大いたしました。 
以上により、連結・個別ともに、売上高・経常利益は過去最高の業績を達成し、業績予

想数値を上回りました。 
一方で、５月に実施した本社移転に伴うコストに加え、減損会計の適用による特別損失

計上により、資産の健全化を積極的に推進しました。平成 18 年８月中間期は、当初より

中間当期純利益は赤字を計画しておりましたが、予想を上回る売上高・経常利益を達成し

たことにより、連結・個別ともに中間当期純利益黒字を達成し、同様に業績予想数値を上

回りました。 

 
 
3．平成 19 年２月期業績予想について 

平成 19 年２月期（平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日）の通期業績予想については、現

時点での変更はありません。 

今後、修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。 

 

 

（ご参考） 

(1) 平成 19 年２月期連結業績予想（平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

通期 14,000 450 150 

（ご参考） 

前期（平成 18 年 2 月期）実績 

 

11,545 

 

256 

 

142 

 

 

(2) 平成 19 年２月期個別業績予想（平成 18 年３月１日～平成 19 年２月 28 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

通期 11,500 350 150 

（ご参考） 

前期（平成 18 年 2 月期）実績 

 

9,826 

 

267 

 

108 

 



 
 

 

(3)連結業績推移（中間期）                                  （単位：百万円） 

 平成 16 年８月 

中間期 

平成 17 年８月 

中間期 

平成 18 年８月 

中間期 

売上高 4,179 5,465 7,251 

営業利益 65 122 311 

経常利益 28 112 275 

当期純利益 △114 35 46 

 

   ［前期比増減］                                       （単位：百万円、％） 

 平成 16 年８月 

中間期 

平成 17 年８月 

中間期 

平成 18 年８月 

中間期 

売上高 － +1,286 （ +30.8%） +1,786 （ +32.7%） 

営業利益 － +57 （ +85.9%） +189 （+154.9%） 

経常利益 － +84 （+294.8%） +163 （+143.5%） 

当期純利益 － +149 （    －） +11 （ +33.1%） 

 

 

(4)個別業績推移（中間期）                                  （単位：百万円） 

 平成 16 年８月 

中間期 

平成 17 年８月 

中間期 

平成 18 年８月 

中間期 

売上高 3,679 4,562 5,742 

営業利益 33 91 253 

経常利益 13 106 245 

当期純利益 32 42 36 

 

   ［前期比増減］                                                 （単位：百万円、％） 

 平成 16 年８月 

中間期 

平成 17 年８月 

中間期 

平成 18 年８月 

中間期 

売上高 － +883 （ +24.0%） +1,180 （ +25.9%） 

営業利益 － +58 （+175.1%） +162 （+175.6%） 

経常利益 － +93 （+684.4%） +139 （+129.7%） 

当期純利益 － +10 （+32.0%） △6 （△15.2%） 

 

 

以 上 


