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平成１９年３月期  中間決算短信（連結） 平成 18 年 11 月 17 日 
上場会社名 株式会社デジタルスケープ 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス） 

コード番号 2430 本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.dsp.co.jp/ ）   
 

代 表 者 役職名 代 表 取 締 役 社 長 藤川 幸廣 

問合せ先責任者 役職名 常 務 取 締 役 管 理 担 当 篠原  淳 ＴＥＬ：（03）5459-6200 

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 17 日    

親会社等の名称  カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社     (コード番号： 4756 )  

 親会社等における当社の議決権所有比率   50.4％ 

米国会計基準採用の有無  無 

１. 平成1８年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）
(1)連結経営成績 （百万円未満切捨）

　　　　　  百万円 ％ 　　　　　 百万円 ％ 　　　　　  百万円 ％

18年９月中間期 3,186  26.4 50  △42.2 47  △43.9

17年９月中間期 2,521  － 86  － 85  －

(参考)18年３月期 5,479  － 169  － 165  －

　　　　　  百万円 ％ 　　　　　     円 銭 　　　　　円 銭

18年９月中間期 14  △70.7 504  21 492  03
17年９月中間期 49  － 1,736  85 1,673  56
(参考)18年３月期 75  － 2,360  70 2,280  54

（注）①持分法投資損益 　　　　18年９月中間期 △2百万円 　17年９月中間期 0百万円　　 18年３月期 △2百万円
②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 28,702株 　 17年９月中間期 28,474株　　18年３月期 28,523株

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
③会計処理の方法の変更　　無

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

売上高 営業利益 経常利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

(2)連結財政状態 （百万円未満切捨）

　　　　　　百万円 　　　　　％ 　　　　　円 銭

2,734 992 36.3 34,520 54
1,820 974 53.5 34,147 28
2,236 1,007 45.0 34,896 66

（注）①

② 期末発行済株式数(連結)　18年９月中間期　28,724株　17年９月中間期　28,540株　18年３月期　28,634株

(参考)18年３月期
17年9月中間期及び18年３月期の「純資産」、「自己資本比率」及び「１株当たりの純資産」の数値についてはそれぞれ従来の
「株主資本」、「株主資本比率」及び「１株当たり株主資本」を記載しております。

自己資本比率総資産 純資産 １株当たり純資産

　　　　　　  百万円

18年９月中間期
17年９月中間期

(3)連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

現金及び現金同等物
中間期末（期末）残高

　　　　　　　　百万円 　　　　　　百万円 　　　　　　　　百万円 　　　　　　　　百万円

 18年９月中間期 118 △291 274 776
 17年９月中間期 63 △ 68     △ 36 697
 (参考)18年３月期 131 △407 205 668

財務活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

営業活動による
キャッシュ・フロー

 
(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　４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19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

百万円 百万円 百万円

通 期 8,396 184 89
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　3,098円45銭

（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日
現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性がありま
す。

売上高 経常利益 当期純利益
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１.企業集団の状況 

株式会社デジタルスケープ（以下、「当社」という。）の親会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式

会社であり、平成18年９月30日現在、当社の議決権の50.4％を所有しております。 

当社グループは、当社及び関係会社６社（連結子会社２社、持分法適用関連会社４社）で構成されており、デ

ジタルクリエイターとＩＴエンジニアに特化した人材コンサルティング事業及びコンテンツ制作事業、並びにそ

の他事業を展開しております。コアビジネスである人材コンサルティング事業は主に、インターネット、コンピ

ュータグラフィックス（以下、「ＣＧ」という。）、ゲーム、放送、映像、プロダクト、ＤＴＰ、ＩＴの各業界企業

に対して人材派遣・請負サービス、人材紹介サービス及びトレーニングサービスを提供しております。 

なお、コンテンツ制作事業につきましては、Ｗｅｂサイトやゲーム・ＣＧ等、デジタルコンテンツの制作受託

に係るコンテンツ制作サービスの売上高が増加傾向にあることから、当中間連結会計期間より当該サービスを「人

材コンサルティング事業」から独立区分し、「コンテンツ制作事業」といたしました。 

平成18年９月30日現在、当社グループは下表のとおり構成されております。 

 

（事業系統図） 

（平成18年９月30日現在） 
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社名 議決権の所

有割合(％)

事業内容 

（連結子会社） 

㈱バウハウス・エンタテインメント 
98.8

ゲーム・ＣＧの企画提案やコンテンツの部分制作からプ

ロジェクト単位でのタイトル制作を行っております。 

（連結子会社） 

㈱インターアクティブデザイン 
54.3

Ｗｅｂサイトの企画・制作・運用・更新及び当該業務の受

託を通じた人材育成サービスを行っております。 

（持分法適用関連会社） 

㈱エクステージ 
44.3

株式会社ワークスコーポレーション及び株式会社オラリオ、

並びにタイムギア株式会社の純粋持株会社であり、事業活動

の支配・管理並びに経営コンサルティング業務を行っており

ます。 

（持分法適用関連会社） 

㈱ワークスコーポレーション 
44.3

(44.3)

デジタルコンテンツの教育書籍及び雑誌の出版販売を行っ

ており、「ＣＧ ＷＯＲＬＤ」「ＤＴＰ ＷＯＲＬＤ」など業

界におけるメジャー雑誌を発行しております。 

（持分法適用関連会社） 

㈱オラリオ 

44.3

(44.3)

（社）全日本能率連盟の登録資格であるＤＴＰ検定の実施及

び教育コンテンツ制作、並びに販売を行っております。 

（持分法適用関連会社） 

タイムギア㈱ 

44.3

(44.3)

著作権の販売及び管理（現在営業休止中） 

（注）１．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

２．平成 18 年４月３日付で、株式会社ウェブ・ワーカーズ（連結子会社）が株式会社ビューテックラボ

を吸収合併し、商号を株式会社インターアクティブデザインに変更いたしました。 

 

２.経営方針 

（1）経営の基本方針 

当社の企業理念、ビジョン及びその実現のための行動の機軸となる価値観（経営指針）は次のとおりで

あります。 

特に、ビジョンにつきましては、平成19年３月期をスタート年度とするグループ中期経営計画を策定し、

グループビジョンとして新たに掲げたものであります。 

 

【企業理念】 

デジタルスケープは、次代の要求に応え、最新の技術、及び人材の育成と供給を通して、ネットワーク

社会の繁栄に貢献することにより、すべてのパートナーの幸福を実現できる会社にします。 

 

【ビジョン】 

デジタルコンテンツ制作市場おいて、クリエイター、クライアント、教育機関に対するワンストップ・

ソリューション・プロバイダーとしてオンリーワンの存在となる。 

 

【価値観（経営指針）】 

①顧客価値の創造 

クライアントと共に新たなソリューションを創造し、自社の価値を向上する事で継続的なパートナーシ

ップを築いている。 

②パートナーシップ 

クリエイター・エンジニアの価値向上と自己実現のために機会と環境を提供している。 

③責任と信頼 

クライアント、パートナー、社内に対して責任をもって行動し、信頼関係を築いている。 

④共有 

ビジョン・目標を理解、共有することによって全社員のエネルギーを集中している。 

⑤挑戦と創造 

ビジョンを実現するために、失敗を恐れず、果敢にイノベーションに取り組み、やり遂げている。 
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⑥社員充実 

社員が充実することがビジョン実現の推進力である。 

 

（2）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と同時に競争力の確保を重要な経営課題として認識しております。利

益還元につきましては、第２期、第３期、第５期、第８期、第９期、第 10 期及び第 11 期において配当

を実施しており、経営成績を勘案しつつも、できる限り安定的に配当することを念頭においてまいりま

した。 

当事業年度につきましても、上記方針に基づき１株当たり 1,200 円の配当を実施することを考えてお

り、事業拡大を目的とした投資やシステム開発、人員拡充等に充当するための内部留保を行いながらも、

前事業年度に比べ 20％の増配を予想しております。 

今後につきましても、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を行い、企業価

値を高めていくとともに、各期の業績を考慮した上で、相応の配当の実施を図りたいと考えております。 

なお、中間配当につきましては内部留保を優先させていただき、平成 18 年 5 月 12 日に発表した見通

しのとおり見送ることといたしました。 

 

（3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、投資単位の引き下げが投資家層の拡大や株式の流動性の向上につながる重要な施策の一つで

あると考えております。 

この考え方に基づき、平成 17 年３月 31 日の最終株主名簿に記載された株主を対象に、平成 17 年５月

20 日付をもって普通株式１株を３株に分割いたしました。 

 

（4）目標とする経営指標 

当社グループは、未だ成長途上にある事業規模であると考えており、売上高の成長性を重要視してお

ります。また、デジタルコンテンツクリエイターとＩＴエンジニアに特化した人材コンサルティング事

業を中心に展開しているため、従来にも増して付加価値の高いサービスを継続して提供していくことが

当社グループの課題でもあり、社会的使命でもあると考えております。したがって、中期的には売上高

の 20％以上の成長を継続し、売上高営業利益率を５％以上とすることを目標とし、収益性のさらなる向

上を実現してまいります。 

 

（5）中期的な会社の経営戦略 

当社グループは、平成 19 年３月期をスタートとする３ヵ年の中期経営計画を策定し、「デジタルコン

テンツ制作市場おいて、クリエイター、クライアント、教育機関に対するワンストップ・ソリューショ

ン・プロバイダーとしてオンリーワンの存在となる」という新たなビジョンを掲げて、その実現に向け

た戦略をスタートいたしました。 

当社の目指す「ワンストップ・ソリューション・プロバイダー」とは、デジタルコンテンツ制作市場

にターゲットを絞り、当該市場で活躍するクリエイター及びクライアント、並びに教育機関に必要なソ

リューションを提供していくことを目標にしたものであります。 

会社創業時から現在に至るまで、人材コンサルティング事業における人材派遣・請負サービスを中心

に拡大をしてまいりましたが、正社員の斡旋を行う人材紹介サービス及びトレーニングサービスの他、

コンテンツ制作事業として、前連結会計年度に連結子会社となった制作会社の機能が加わったことによ

り、当社グループとしてクライアントの制作業務をワンストップで支援できる体制を構築してまいりま

した。 

一方、クリエイターとの接点は、当該業務を通じたものが中心であり、今後につきましては、教育機

関で学んでいるクリエイター志望者やクリエイターとして独立して活躍している層への訴求力の向上が、

従来以上に必要であると考えております。 

そこで、クリエイターが活躍する機会を創出できるソリューションを強化するため、クリエイター志

望者からプロ・クリエイターまで幅広く購読されている雑誌・書籍を出版している株式会社ワークスコ

ーポレーションや、クリエイターの知識及び技術力を認定する資格検定を運営している株式会社オラリ

オ等の当社グループ会社との連携をさらに強化してまいります。また、当社の持つ日本最大級のブロー
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ドバンドコンテンツマーケットサイト「BroadStar（ブロードスター）http：//www.broadstar.jp/」を

通じ、クリエイターの発掘コンテストの実施やコンテンツ制作における支援活動を引き続き推進し、ク

リエイターの作品が多くの目にふれる機会を創ることにより、新たなクリエイターの発掘やキャリアア

ップの支援を行ってまいります。 

上記に加え、下半期より連結子会社となる株式会社マルチビッツが展開するデザインツールの販売や

コンテンツサプライ・サービスを通じて、クリエイターのビギナーからプロフェッショナルレベルまで、

制作実務の支援を行うことが可能になります。 

このように、クリエイター職への志望や興味といった「入口」部分から、制作実務の「支援」や就職・

独立といったキャリアの「選択肢」に亘る接点を持つ等、クリエイターのキャリアステージに対応した

サービスを展開することが当社グループの戦略の根幹であると考えており、当社グループの訴求力向上

につながると考えております。 

なお、具体的には以下の戦略を展開してまいります。 

 

①派遣・紹介職種の拡大 

 デジタルコンテンツは、今後益々マルチプラットフォームの環境下で利用されることが予想されます。その

ため、クリエイターに求められる職務は多岐に亘ることとなり、新たな職種需要の発生につながると考えてお

ります。 

 当中間会計期間におきましては、企業内ＤＴＰデザイナーの人材派遣サービスや、自動車メーカー向けＣＧ

デザイナーの人材派遣サービスを開始しており、今後も市場の動向を捉え、求められる技術を有するクリエイ

ターの職種を拡大してまいります。 

  

②制作工程における上流職種の拡大 

 デジタルコンテンツの制作工程において、企画立案や予算統括、進行管理等の上流工程を担う職種であるプ

ロデューサーやディレクターは、他の職種に比べて需要が多く、供給が追いつかない状況であります。 

 当社のみならず、市場全体でも慢性的に不足している状況にあるため、当社といたしましては、積極的に当

該職種の開拓を実施してまいります。 

 なお、当中間会計期間におきましては、連結子会社である株式会社インターアクティブデザインや株式会社

バウハウス・エンタテインメントによるＯＪＴ（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）が本格的にスタートし、

同社で実際に業務を行っている経験・実力ともに豊富なディレクターのアシストを受けながら、上流職種であ

るディレクターとしてさまざまな実務プロジェクトで経験を積むことが可能となりました。こうしたディレク

ター職のクリエイターを筆頭に顧客企業で実際にプロジェクトを始動させる際、当社に登録する他のスタッフ

をともに同プロジェクトへ一緒に参画する「チーム派遣」も可能となりました。 

  

③トレーニング機能の拡充 

 圧倒的に不足するクリエイター人口を増加させるためには、コンテンツ制作における基礎的な知識は持って

いるが、実務経験が足りないために就業機会に恵まれない登録スタッフをいかに就業に結びつけるかが重要で

あります。当社の特長の１つであるトレーニングシステムは、制作現場の実務に必要とされる技術を習得する

点において優れておりますが、顧客のニーズは、より実務能力の高いクリエイターを求める傾向にあり、引き

続きＯＪＴを中心としたトレーニング機能の拡充を実施してまいります。 

 

④クリエイターの発掘 

 当社は、平成 17 年６月に財団法人大阪市都市型産業振興センターが大阪市より受託事業として運営していた、

日本最大級のブロードバンドコンテンツマーケットサイト「BroadStar（ブロードスター）http：

//www.broadstar.jp/」を承継し、クリエイターの発掘コンテストの実施やコンテンツ制作の支援活動を行っ

てまいりました。 

 このような活動をさらに推進し、クリエイターの作品が多くの目にふれる機会を創ることにより、新たなク

リエイターの発掘やキャリアアップの支援を行ってまいります。 

  

⑤クリエイターとの接点の構築 

 デジタルコンテンツクリエイターの歴史は、未だ十数年程度でありクリエイターとしての活躍の場は、今後
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益々増加すると考えております。一方、当社とクリエイターとの接点は、現在提供している人材派遣や人材紹

介のサービスが中心であり、さらに継続的な関係を構築できるよう仕組みを作る必要があると考えております。 

 そこで、当社は引き続きクリエイターに向けた様々なステージアップの機会を提供し、接点を増やしてまい

ります。 

 

（6）会社の対処すべき課題 

平成 16 年に経済産業省の諮問機関である産業構造審議会が取りまとめた「新産業創造戦略」では、日

本経済の将来の発展を支える戦略分野の１つに「コンテンツ産業」を挙げております。中でもデジタル

コンテンツの市場は、平成 13 年に 1.9 兆円だった市場規模が、平成 22 年には 7.4 兆円にまで成長する

と予測されております（出所 財団法人デジタルコンテンツ協会「デジタルコンテンツ白書 2004、2005」）。 

 このような市場下において、当社における重要な課題は、次のとおりであります。 

 

①クリエイターの登録チャネルの拡大 

求職者の当社への登録チャネルは大きく分けて３つあります。１つは、当社が掲載する募集媒体から

の登録。２つ目は、既登録者や稼動者からの紹介である、いわゆる「口コミ」によるもの。３つ目は、

当社の兄弟会社であるデジタルハリウッド株式会社を含む、専門学校・大学等との連携による卒業生の

登録があります。 

今日のようにクリエイター人材が不足している環境下では、募集媒体からの登録では同業他社との差

別化が図りにくく、費用対効果があまり認められません。そのため、専門学校や大学等の新卒者や卒業

してまだ実務経験の少ないクリエイターを登録に誘導し、当社内において実務トレーニングやＯＪＴを

施すことによってスキルアップを図り、就業に結びつける方法を継続的に実施することが重要であると

考えております。そのため、専門学校や大学等との連携を引き続き増やしていく方針であります。 

また、平成 17 年 10 月より開始した当社が運営するクリエイティブ業界を対象にしたサイト「With D

（ウィズ ディー）http://wd.dsp.co.jp/」からの登録者の誘導が増加しており、当社への登録チャネ

ルの一つに成長してきております。 

 

②トレーニング機能の拡充 

圧倒的に不足するクリエイター人口を増加させるためには、コンテンツ制作における基礎的な知識は

持っているが、実務経験が足りないために就業機会に恵まれない登録スタッフをいかに就業に結びつけ

るか、ということが益々重要になると考えております。当社の特長の１つであるトレーニングシステム

は、制作現場の実務に必要とされる技術を習得する点において優れており、引き続きトレーニング環境

の拡充や、ＯＪＴによるトレーニングカリキュラムの増加が必要になると考えております。 

したがって、当社内のトレーニングセンターに加え、連結子会社である株式会社インターアクティブデザイ

ンや株式会社バウハウス・エンタテインメントを中心としたＯＪＴ機能の向上に努めてまいります。 

 

（7）親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等       （平成 18 年９月 30 日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決

権所有割合(％)

親会社等が発行する株券が上

場されている証券取引所等 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ

株式会社 
親会社 50.4

株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

 

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係 

 

a）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係

や人的・資本的関係 

  平成 17 年 11 月８日付で実施された当社筆頭株主からの株式異動により、カルチュア・コンビニ

エンス・クラブ株式会社が親会社となり、同社は、平成 18 年９月 30 日現在、当社の議決権の 50.4％

を所有しております。 

  当該株式の異動理由は、同社グループが平成 18 年３月１日に実施した持株会社制への移行を見
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据え、同社グループの人材開発を担う戦略的会社としての機能を有することが目的であります。 

  同社及び同社グループ企業との取引関係はありますが、事業上の依存関係は無く、その取引条件

及び取引条件の決定方針につきましては、一般的取引条件と同様に決定しております。なお、平成

18 年９月 30 日現在、同社及び同社グループ企業より、社外取締役２名、社外監査役１名が平成 18

年６月 26 日開催の当社定時株主総会にて就任しております。 

（役員の兼務状況） 

役職 氏名 親会社等又はそのグループ企業での役

職 

就任理由 

代表取締役社長 藤川 幸廣 ㈱ＣＣＣキャスティング取締役 親会社グループとの人材

開発における情報共有 

社外取締役 高橋 誉則 ㈱ＣＣＣキャスティング取締役（兼）

カルチュア・コンビニエンス・クラブ

㈱執行役員兼人材本部本部長（兼）㈱

ＴＳＵＴＡＹＡ人材本部本部長（兼）

デジタルハリウッド㈱取締役 

親会社グループとの人材

開発における情報共有 

社外取締役 清宮 俊之 ㈱ＴＳＵＴＡＹＡ ＳＴＯＲＥＳ ホ

ールディングス人事部部長（兼）㈱Ｔ

ＳＵＴＡＹＡ ＳＴＯＲＥＳ人事部部

長（兼）㈱ヴァージン・メガストアー

ズ・ジャパン人事部部長 

親会社グループとの人材

開発における情報共有 

社外監査役 谷田 昌広 親会社 カルチュア・コンビニエン

ス・クラブ㈱取締役（兼）執行役員（Ｃ

ＦＯ）（兼）管理本部本部長（兼）管理

本部財務担当オフィサー（兼）㈱アイ・

エム・ジェイ監査役（兼）㈱ＣＣＣキ

ャスティング監査役（兼）㈱ツタヤオ

ンライン監査役（兼）㈱Ｔカード＆マ

ーケティング監査役（兼）ドッグプラ

ネット株式会社監査役（兼）シーシー

シーインベストメント㈱監査役（兼）

㈱すみや監査役（兼）㈱ＴＳＵＴＡＹ

Ａ取締役 

監査機能強化のため 

（注）当社の取締役６名、監査役２名のうち、親会社との兼任役員は社外監査役谷田昌広１名のみで

あります。 

 

b）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やその

グループ企業との取引関係や人的・資本的関係等の面から受ける経営・事業活動への影響等 

  カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、当社の議決権の 50.4％を所有しておりますが、

事業活動を行う上での承認事項等親会社からの制約はありません。 

 

c）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引

関係や人的・資本的関係等の面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等

からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

  当社グループの売上高に占めるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社及び同社グループ

の各事業会社に対する売上比率は 1.1％となっており、依存関係はありません。また、その取引条

件及び取引条件の決定方針につきましては、一般的取引条件と同様に決定しております。 
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d）親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

  カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行

っており、同社からの独立性は確保されていると考えております。 

 

③親会社等との取引に関する事項 

 当社とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社との間の取引につきましては、重要性がないた

め記載を省略しております。 

 

（8）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 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の回復を背景とした設備投資の増加や所得環境の

好転による個人消費の底堅い推移により、景気の回復が鮮明になってまいりました。当業界におきまして

は、デジタルコンテンツの市場拡大に伴う顧客の需要は強く、企業のインターネット関連分野に対する投

資意欲は依然として旺盛な状況にあります。また、ゲーム業界におきましては、次世代ゲーム機向けのタ

イトル制作が本格的に始まっていることから、大手ゲームメーカーにおける制作のアウトソーシングニー

ズが、さらに強まるものと予想されております。 

 このような環境のもと、当社では人材派遣・請負サービスにおける派遣登録者数が、12,945 人（平成 18

年９月 30 日現在）となり、前年同期比 18.0％増となりました。また、派遣稼動者数は 1,073 人（平成 18

年９月 30 日現在）、前年同期比 16.0％増となり、派遣登録者数及び稼動者数共に順調に増加しております。 

 当中間連結会計期間より、企業内ＤＴＰデザイナーの人材派遣サービスや、自動車メーカー向けＣＧデ

ザイナーの人材派遣サービスを開始し、新たな派遣職種の拡大も実施いたしました。加えて、当社連結子

会社である株式会社インターアクティブデザインや株式会社バウハウス・エンタテインメントによるＯＪ

Ｔ（オン・ザ・ジョブ・トレーニング）が本格的にスタートし、同社で実際に業務を行っている経験・実

力ともに豊富なディレクターのアシストを受けながら、上流職種であるディレクターとしてさまざまな実

務プロジェクトで経験を積むことが可能となりました。こうしたディレクター職のクリエイターを筆頭に

顧客企業で実際にプロジェクトを始動させる際、当社に登録する他のスタッフをともに同プロジェクトへ

一緒に参画する「チーム派遣」も可能となりました。 

 これらの結果、当中間連結会計期間の当社単体の業績におきましては、売上高 3,005,990 千円（前年同

期比 19.2％増）、経常利益 70,635 千円（同 16.9％減）、中間純利益 39,439 千円（同 19.7％減）となり、コ

ンテンツ制作事業が連結子会社を中心とした受注活動に積極的にシフトした結果、利益面では平成 18 年 5

月 12 日に発表した中間業績予想とほぼ相違ないものとなりました。なお、中間配当につきましては内部留

保を優先させていただき、同日に発表した見通しのとおり、見送ることといたしました。 

 一方、当中間連結会計期間の連結業績におきましては、売上高 3,186,895 千円（前年同期比 26.4％増）、

経常利益 47,842 千円（同 43.9％減）、中間純利益 14,472 千円（同 70.7％減）となりました。売上高につ

きましては、人材派遣・請負サービスに加えて、コンテンツ制作事業における連結子会社の受注増により

大幅に増加いたしましたが、利益面につきましては、販売費及び一般管理費の増加に加え、連結子会社の

持分変動損失や事務所の統合に伴う固定資産除却損、原状回復費用等の発生等により前年を下回る結果と

なりました。 

 当中間連結会計期間における事業別の売上高は、以下のとおりであります。 
（百万円未満切捨）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 % 百万円 % % 百万円 %

　人材派遣・請負サービス 2,334 92.6 2,718 85.3 16.5 4,845 88.4 

　人材紹介サービス 69 2.7 72 2.3 4.2 148 2.7 

　トレーニングサービス 2 0.1 3 0.1 28.5 5 0.1 

人材コンサルティング事業 2,406 95.4 2,794 87.7 16.1 4,999 91.2 

コンテンツ制作事業 82 3.3 343 10.8 315.0 344 6.3 

　アウトソーシングサービス 26 1.0 39 1.2 49.7 55 1.0 

　その他サービス 6 0.3 9 0.3 54.6 80 1.5 

その他事業 32 1.3 49 1.5 50.7 135 2.5 

合 計 2,521 100.0 3,186 100.0 26.4 5,479 100.0 

平成18年３月期
（前連結会計年度）事業別

平成18年9月中間期
（当中間連結会計期間）

平成17年9月中間期
（前中間連結会計期間） 対前年同期

比増加率
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なお、株式会社デジタルスケープ単体における当中間会計期間の事業別売上高は、以下のとおりであり

ます。 
（百万円未満切捨）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 % 百万円 % % 百万円 %

　人材派遣・請負サービス 2,334 92.6 2,727 90.8 16.8 4,852 90.7 

　人材紹介サービス 69 2.7 72 2.4 4.2 152 2.8 

　トレーニングサービス 2 0.1 3 0.1 33.7 5 0.1 

人材コンサルティング事業 2,406 95.4 2,803 93.3 16.5 5,009 93.6 

コンテンツ制作事業 82 3.3 153 5.1 85.8 209 3.9 

　アウトソーシングサービス 26 1.0 39 1.3 49.7 55 1.0 

　その他サービス 6 0.3 9 0.3 54.7 81 1.5 

その他事業 32 1.3 49 1.6 50.7 136 2.5 

合 計 2,521 100.0 3,005 100.0 19.2 5,355 100.0 

平成18年３月期
（前会計年度）事業別

平成18年9月中間期
（当中間会計期間）

平成17年9月中間期
（前中間会計期間） 対前年同期

比増加率

 
 

①人材コンサルティング事業 

a) 人材派遣・請負サービス 

人材派遣・請負サービスにつきましては、次世代ゲーム機向けの開発がいよいよ本格化し、インターネット

コンテンツの制作需要も引き続き堅調であることから、主力のゲームエンタテインメント職種やＷｅｂソリュ

ーション職種等の人材派遣が増加いたしました。登録者の確保につきましては、一般的な募集媒体からの登録

に加え、当社が運営するクリエイティブ業界を対象にしたサイト「With D（ウィズ ディー） 

http://wd.dsp.co.jp/」からの誘導が増加しており、当社への登録チャネルの一つに成長してきております。

また、登録スタッフと仕事のマッチングにつきましても、社内システムや組織体制の強化を図り、従来に増し

て生産性が向上いたしました。この結果、売上高は2,718,730千円（前年同期比16.5％増）となりました。 

 

b) 人材紹介サービス 

 人材紹介サービスにつきましては、顧客の雇用意欲が堅調であることから、紹介予定派遣に加え有料職

業紹介による斡旋が増加いたしました。この結果、売上高は 72,026 千円（同 4.2％増）となりました。 

 

c) トレーニングサービス 

 トレーニングサービスにつきましては、主に企業向けの研修や派遣登録者向けの有料トレーニングを実

施いたしました。この結果、売上高は 3,718 千円（同 28.5％増）となりました。 

 

②コンテンツ制作事業 

 コンテンツ制作事業につきましては、人材派遣・請負サービスにて取引を行っている顧客からのＷｅｂ

サイトやゲーム・ＣＧの制作受託に加え、連結子会社である株式会社インターアクティブデザインや株式

会社バウハウス・エンタテインメントによる制作受託が増加いたしました。この結果、売上高は 343,406

千円（同 315.0％増）となりました。 

 

③その他事業 

a) アウトソーシングサービス 

アウトソーシングサービスにつきましては、主に電子メールのインバウンド・システム「ＡＣＵＴＯ（ア

キュート）」の販売等を行いました。この結果、売上高は 39,437 千円（同 49.7％増）となりました 

 

b) その他サービス 

その他サービスにつきましては、主に大学生向けの就職支援サービスを行いました。この結果、売上高

は 9,576 千円（同 54.6％増）となりました。なお、第一四半期の開示では、その他サービスに連結子会社
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である株式会社インターアクティブデザインによるシステム開発の売上高を含めて表記しておりましたが、

当該売上高は増加傾向にあり、この傾向は今後も続くことが予想されるため、当中間連結会計期間より独

立区分した「コンテンツ制作事業」に含めて表示しております。 

 

（2）財政状態 

キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は 776,503 千円となり、

前連結会計年度末と比較して 107,857 千円の増加（前年同期は 41,517 千円の使用）となりました。なお、平

成 18 年４月３日、連結子会社である株式会社ウェブ・ワーカーズ（現商号 株式会社インターアクティブデ

ザイン）による株式会社ビューテックラボの合併により、資金が 6,642 千円増加しました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は 118,291 千円（前年同期比 87.1％増）とな

りました。これは主に、税金等調整前中間純利益 32,948 千円、減価償却費 32,972 千円、及び売上債権の減

少 64,080 千円による増加、並びに法人税等の支払 62,990 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） 

当中間連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は 291,667 千円（同 328.1％増）となりました。

これは主に、持分法適用関連会社への貸付 235,000 千円、有形固定資産の取得による支出 12,644 千円及び大

阪デジタルコンテンツファンドへの出資金の払込等 23,778 千円、並びに株式会社ＣＲＡＰＥの株式取得によ

る支出 10,000 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） 

当中間連結会計期間において、財務活動の結果得られた資金は 274,591 千円（前年同期は 36,623 千円の使

用）となりました。これは主に、短期借入金の調達による増加 299,100 千円、配当金の支払に伴う支出 28,472

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、以下のとおりであります。 

　自己資本比率（％） ― ― 53.5 45.0 36.3

　時価ﾍﾞｰｽの自己資本比率（％） ― ― 400.9 321.4 182.8

　債務償還年数（年） ― ― 0.6 2.1 5.7

　インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― 136.6 60.25 21.2

（注）１． 上記指標の算出方法
自己資本比率 ：自己資本／総資産
時価ﾍﾞ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･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２． 各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
３．

４． 株式時価総額は中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数により算出しております。
５．

当社は、平成17年３月期までは中間連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しておりませんので、平成17年３月期は記
載しておりません。

営業キャッシュ・フローは、中間連結（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、中間連結（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、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の利息の支
払額を使用しております。

中間

平成17年３月期 平成18年３月期

中間 期末 中間 期末

平成19年３月期
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（3）通期の見通し 

今後のわが国経済の見通しは、引き続き企業収益の回復による設備投資の増加や個人消費の底堅い推移

により、景気は回復基調にあると想定しております。 

このような状況のもと、デジタルコンテンツ市場は、ブロードバンドの普及による映像・音楽といった

大容量コンテンツのインターネット配信サービスの増加、地上デジタル放送の開始、携帯電話の高品質化

や次世代ゲーム機の普及、ネットワークゲームの浸透等により今後も拡大が見込まれ、デジタルコンテン

ツの制作需要やクリエイターの求人需要は、引き続き堅調に推移するものと考えております。 

そこで当社グループといたしましては、当連結会計年度からスタートする中期経営計画にて、「デジタル

コンテンツ市場において、クリエイター、クライアント、教育機関に対するワンストップ・ソリューショ

ン・プロバイダーとしてオンリーワンの存在となる」ことをビジョンとして掲げ、顧客のあらゆるニーズ

に応えるべく以下の施策を実施してまいります。 

人材コンサルティング事業につきましては、次世代ゲーム機向けの開発がいよいよ本格化し、インター

ネットコンテンツの制作需要も引き続き堅調であることから、主力のゲームエンタテインメント職種やＷ

ｅｂソリューション職種等の拡大を引き続き推進いたします。 

コンテンツ制作事業につきましては、連結子会社である株式会社インターアクティブデザインや株式会

社バウハウス・エンタテインメントによるＷｅｂ、ゲーム・ＣＧの制作受託を積極展開するとともに、登

録スタッフのＯＪＴの場としての機能を充実してまいります。 

あわせて、下期首より連結子会社となる株式会社ワークスコーポレーションが出版する「ＣＧ ＷＯＲ

ＬＤ」や「ＤＴＰ ＷＯＲＬＤ」といった業界専門雑誌に加え、クリエイターの知識及び技術力の向上を

狙った様々な書籍を提供することにより、クリエイティブ業界内でのブランド構築を図るとともに、同様

に下半期より連結子会社となる株式会社マルチビッツが展開する画像・動画・フォント等の素材を中心と

したデザインツールの販売やコンテンツサプライ・サービスを通じて、クリエイターのビギナーからプロ

フェッショナルレベルまで、キャリアステージに対応したサービスを展開してまいります。 

以上の結果、通期の業績見通しは、売上高 8,396 百万円（前年同期比 53.2％増）、経常利益 184 百万円

（同 11.1％増）、当期純利益 89 百万円（同 17.9％増）を見込んでおります。 
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４．中間連結財務諸表等 

① 中間連結貸借対照表 

注記
番号

構成比
（%)

構成比
（%)

構成比
（%)

（資　産　の　部）

Ⅰ　流　動　資　産

1．現金及び預金 697,281 776,503 668,645

2．売掛金 634,632 807,879 831,284

3．たな卸資産 2,605 19,942 933

4. 関係会社短期貸付金 －# 465,000 230,000

5．繰延税金資産 25,421 38,890 33,565

6．その他 66,490 92,548 22,353

   貸倒引当金 △200 △608 △690

流動資産合計 1,426,230 78.3 2,200,156 80.4 1,786,092 79.9

Ⅱ　固　定　資　産

（１）有形固定資産

1．建物 36,742 49,106 44,570 

減価償却累計額 △11,301 25,441 △16,690 32,416 △12,230 32,340

2．器具及び備品 82,095 111,076 101,503 

減価償却累計額 △49,525 32,569 △73,801 37,274 △66,180 35,322

有形固定資産合計 58,011 3.2 69,691 2.6 67,662 3.0 

（２）無形固定資産

1．ソフトウェア ※１ 93,537 130,110 88,993

2．連結調整勘定 7,112 － 9,214

3．のれん －# 15,853 －

4．その他 668 8,273 1,554

無形固定資産合計 101,318 5.6 154,237 5.6 99,762 4.5 

（３）投資その他の資産

1．投資有価証券 73,982 54,993 55,908

2．繰延税金資産 47,654 51,021 49,753

3．敷金保証金 67,275 134,920 129,005

4．保険積立金 43,122 48,510 45,816

5．その他 2,765 28,646 2,392

貸倒引当金 －# △7,284 －

投資その他の資産合計 234,801 12.9 310,808 11.4 282,877 12.6 

固定資産合計 394,132 21.7 534,737 19.6 450,302 20.1

資産合計 1,820,362 100.0 2,734,893 100.0 2,236,395 100.0

区分

（平成17年９月30日）
前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

金額（千円） 金額（千円）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日）

金額（千円）
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注記
番号

構成比
（%)

構成比
（%)

構成比
（%)

（負　債　の　部）

Ⅰ　流　動　負　債

1．短期借入金 20,000 583,000 270,000

2．
14,702 22,196 3,656

3．未払費用 501,624 628,939 545,775

4．未払法人税等 32,401 40,085 63,114

5．賞与引当金 44,858 65,681 53,060

6．役員賞与引当金 －# 8,778 －

7．その他 ※２ 142,756 221,533 194,841

流動負債合計 756,342 41.5 1,570,215 57.4 1,130,447 50.6 

Ⅱ　固　定　負　債

1．長期借入金 ※１ －# 70,265        －

2．退職給付引当金 19,615 22,883 21,019

3．役員退職慰労引当金 67,366 79,022 72,625

固定負債合計 86,981 4.8 172,171 6.3 93,645 4.2 

負債合計 843,323 46.3 1,742,386 63.7 1,224,092 54.8 

（少 数 株 主 持 分）

少数株主持分 2,475 0.2 － －# 4,902 0.2 

（資　本　の　部）

Ⅰ　資　本　金 332,666 18.3 － －# 336,113 15.0 

Ⅱ　資　本　剰　余　金 300,966 16.5 － －# 304,413 13.6 

Ⅲ　利　益　剰　余　金 340,519 18.7 － －# 366,568 16.4 

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 410 0.0 － －# 305 0.0 

資本合計 974,563 53.5 － －# 1,007,400 45.0 

負債・資本合計 1,820,362 100.0 － －# 2,236,395 100.0 

区分 金額（千円）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

金額（千円）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

金額（千円）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

1年以内返済予定
長期借入金
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注記
番号

構成比
（%)

構成比
（%)

構成比
（%)

（純　資　産　の　部）

Ⅰ　株　主　資　本

1．資本金 －# －# 339,413 12.4 － －#

2．資本剰余金 －# －# 307,713 11.3 － －#

3．利益剰余金 －# －# 344,236 12.6 － －#

株主資本合計 －# －# 991,363 36.3 － －#

Ⅱ　評価・換算差額等

  　その他有価証券評価差額金 －# 204 －#

評価・換算差額等合計 －# －# 204 0.0 － －#

Ⅲ　少数株主持分 －# －# 939 0.0 － －#

純資産合計 －# －# 992,507 36.3 － －#

負債、純資産合計 －# －# 2,734,893 100.0 － －#

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）
前中間連結会計期間末

金額（千円）

当中間連結会計期間末

区分 金額（千円） 金額（千円）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
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② 中間連結損益計算書 

注記
番号

Ⅰ 売上高 2,521,729 100.0 3,186,895 100.0 5,479,600 100.0

Ⅱ 売上原価 1,840,503 73.0 2,358,495 74.0 4,042,970 73.8

売上総利益 681,225 27.0 828,400 26.0 1,436,629 26.2

Ⅲ ※1
594,526 23.6 778,287 24.4 1,267,463 23.1

営業利益 86,699 3.4 50,112 1.6 169,165 3.1

Ⅳ 営業外収益

１．受取利息 7 3,409 1,271

２．受取配当金 500 501 500

３．持分法による
投資利益 332 － －

４．その他 144 984 0.0 289 4,199 0.1 457 2,228 0.0

Ⅴ 営業外費用

１．支払利息 479 4,097 1,601

２．持分法による
投資損失 － 2,362 2,029

３．新株発行費 1,903 － 1,904

４．その他 8 2,392 0.0 10 6,469 0.2 238 5,773 0.1

経常利益 85,291 3.4 47,842 1.5 165,620 3.0

Ⅵ 特別利益

貸倒引当金戻入益 220 294 124

損害賠償金 － 220 0.0 6,000 6,294 0.2 － 124 0.0

Ⅶ 特別損失

持分変動損失 － 9,278 －

固定資産除却損 ※2 1,038 5,036 2,474

原状回復費用 － 3,700 －

事務所移転費用 － 2,173 －

その他 － 1,038 0.0 1,000 21,188 0.7 － 2,474 0.0

税引等調整前中間
（当期）純利益 84,473 3.4 32,948 1.0 163,269 3.0

法人税、住民税
及び事業税

29,801 37,645 100,197

法人税等調整額 5,217 35,018 1.4 △6,523 31,122 0.9 △4,498 95,698 1.7

少数株主損失 － － △12,646 △0.4 △7,933 △0.1

中間（当期）
純利益

49,455 2.0 14,472 0.5 75,504 1.4

金額（千円）
百分比
（%)

前中間連結会計期間

自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日

自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日

前連結会計年度の
要約連結損益計算書当中間連結会計期間

自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日

販売費及び一般
管理費

区分
百分比
（%)

百分比
（%)

金額（千円）金額（千円）
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③ 中間連結剰余金計算書 

注記
番号

Ⅰ　資本剰余金期首残高 297,300 297,300 

Ⅱ　資本剰余金増加高

新株予約権の行使による新株の発行 3,666 3,666 7,113 7,113 

Ⅲ　資本剰余金期末（中間期末）残高 300,966 304,413 

Ⅰ　利益剰余金期首残高 338,522 338,522 

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期（中間）純利益 49,455 49,455 75,504 75,504 

Ⅲ　利益剰余金減少高

1. 株主配当金 28,440 28,440 

2. 役員賞与 14,220 14,220 

3. 持分法適用会社の増加に伴う剰余金減少高 4,797 47,457 4,797 47,457 

Ⅳ　利益剰余金期末（中間期末）残高 340,519 366,568 

区分

（資本剰余金の部）

（利益剰余金の部）

自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日

前中間連結会計期間

金額（千円）

前連結会計年度

自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日

金額（千円）

 
 

 

④ 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４月１日　　至　平成18年９月30日） （単位　千円）

評価・換算差
額等

平成18年３月31日残高 336,113 304,413 366,568 1,007,095 305 4,902 1,012,303 

新株の発行 3,300 3,300 6,600 6,600 

剰余金の配当 △28,634 △28,634 △28,634 

役員賞与 △8,170 △8,170 △8,170 

中間純利益 14,472 14,472 14,472 

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）

     　　－ △101 △3,962 △4,064 

3,300 3,300 △22,331 △15,731 △101 △3,962 △19,795 

平成18年９月30日残高 339,413 307,713 344,236 991,363 204 939 992,507 

純資産合計

株主資本
合計

その他有価証
券評価差額金

資本剰余金 利益剰余金

少数株主持分

株主資本

中間連結会計期間中の変動額

中間連結会計期間中の変動額合計

資本金
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1. 84,473 32,948 163,269

2. 減価償却費 21,956 32,972 54,285

3. のれん償却額 － 1,838 －

4. 連結調整勘定償却額 － － 1,023

5. 貸倒引当金の増減額（減少額：△） △220 △294 53

6. 賞与引当金の増減額（減少額：△） △11,062 7,662 △2,860

7. 役員賞与引当金の増加額 － 8,778 －

8. 退職給付引当金の増加額 2,473 1,863 3,878

9. 役員退職慰労引当金の増加額 5,259 6,397 10,518

10. 受取利息及び受取配当金 △507 △3,910 △1,771

11. 支払利息 479 4,097 1,601

12. 持分法による投資損益 △332 2,362 2,029

13. 固定資産除却損 1,038 5,036 2,474

14. 持分変動損失 － 9,278 －

15. 売上債権の増減額（増加額：△） 51,091 64,080 △106,978

16. たな卸資産の増減額（増加額：△） △155 25 4,912

17. 未払金の増減額（減少額：△） 9,381 △52,881 28,366

18. 未払費用の増加額 4,299 85,081 52,433

19. 未払消費税等の増減額（減少額：△） △22,412 388 △9,910

20. 役員賞与の支払額 △14,220 △8,170 △14,220

21. その他 △32,738 △14,681 20,752

小計 98,804 182,874 209,859

 利息及び配当金の受取額 507 3,982 1,759

 利息の支払額 △463 △5,575 △2,177

 法人税等の支払額 △35,609 △62,990 △78,275

営業活動によるキャッシュ・フロー 63,239 118,291 131,165

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 △19,721 △12,644 △36,213

2. 無形固定資産の取得による支出 △18,833 △8,821 △36,393

3. 投資有価証券の取得による支出 － △10,000 △19,000

4.
△2,802 － △148

5. 持分法適用関連会社株式の新規取得
による支出 △23,623 － △23,623

6. 短期貸付による支出 － △235,000 △230,000

7. 敷金支払による支出 △1,106 △5,711 △57,480

8. その他投資による支出 △3,393 △23,778 △6,087

9. その他投資の回収による収入 1,346 4,289 1,737

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,133 △291,667 △407,209

至　平成18年３月31日

金額（千円）

至　平成17年９月30日

金額（千円）

至　平成18年９月30日

前中間連結会計期間

自　平成17年４月１日

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４月１日

当中間連結会計期間

自　平成18年４月１日

区分

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

税金等調整前中間（当期）純利益

金額（千円）
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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 △6,000 299,100 241,000

2. 長期借入金の調達による収入 － 90,000 －

3. 長期借入金の返済による支出 △9,996 △92,636 △21,042

4. 株式の発行による収入 7,333 6,600 14,226

5. 配当金の支払額 △27,960 △28,472 △28,294

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,623 274,591 205,889

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少額：△） △41,517 101,215 △70,153

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 738,798 668,645 738,798

Ⅵ 合併による現金及び現金同等物の増加額 － 6,642 －

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間（期末）残高 697,281 776,503 668,645

前中間連結会計期間
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４月１日 自　平成17年４月１日

当中間連結会計期間

自　平成18年４月１日

至　平成17年９月30日 至　平成18年３月31日

区分 金額（千円） 金額（千円）

至　平成18年９月30日

金額（千円）
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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 

１. (1) 連結子会社の数　　１社 (1) 連結子会社の数　　２社 (1) 連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称

・株式会社クラフテックス ・ ・

・

・

(2) 非連結子会社の名称等 (2) 非連結子会社の名称等 (2) 非連結子会社の名称等

該当事項はありません。 同左 同左

２. (1) (1) (1)

主要な会社の名称 主要な会社の名称 主要な会社の名称

・株式会社ウェブ・ワーカーズ ・株式会社エクステージ ・株式会社エクステージ

・株式会社エクステージ

(2) (2) (2)

該当事項はありません。 同左 同左

株式会社インターアク
ティブデザイン

株式会社エクステージ
他３社につきまして
は、株式会社エクス
テージの株式取得に伴
い、当連結会計年度よ
り持分法適用関連会社
となりました。

前連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

持分法を適用していない
非連結子会社及び関連会
社の名称等

持分法を適用した関連会
社数　４社

株式会社バウハウス・エ
ンタテインメント

株式会社ウェブ・ワー
カーズにつきまして
は、当中間連結会計期
間までは持分法適用関
連会社でしたが、株式
の一部追加取得に伴
い、連結子会社となり
ました。
なお、同社は平成18年
４月３日付で、株式会
社インターアクティブ
デザインに商号変更し
ております。

株式会社バウハウス・
エンタテインメントに
つきましては、株式取
得に伴い、当連結会計
年度より連結子会社と
なりました。
なお、同社は平成18年
３月29日付で、株式会
社クラフテックスより
商号変更しておりま
す。

株式会社ウェブ・ワー
カーズ

持分法を適用していない
非連結子会社及び関連会
社の名称等

持分法の適
用に関する
事項

株式会社クラフテック
スにつきましては、株
式取得に伴い、当中間
連結会計期間より連結
子会社となりました。
なお、みなし取得日を
同社の決算日としてい
るため、当中間連結会
計期間は貸借対照表の
みを連結しておりま
す。

項目 自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

株式会社バウハウス・エ
ンタテインメント

連結の範囲
に関する事
項

前中間連結会計期間

株式会社エクステージ
他３社につきまして
は、株式会社エクス
テージの株式取得に伴
い、当中間連結会計期
間より持分法適用関連
会社となりました。な
お、みなし取得日は当
中間連結会計期間末と
しております。

持分法を適用していない
非連結子会社及び関連会
社の名称等

当中間連結会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

持分法を適用した関連会
社数　５社

持分法を適用した関連会
社数　４社
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３. 連結子会社
の中間決算
日（決算
日）等に関
する事項

４．会計処理基
準に関する
事項

(1) ①有価証券 ①有価証券 ①有価証券
その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券
時価のあるもの 時価のあるもの 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）

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
部純資産直入法によ
り処理し、売却原価
は移動平均法により
算定）

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 時価のないもの 時価のないもの
移動平均法による原
価法

同左 同左

②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産
仕掛品 仕掛品 仕掛品
個別法による原価法 同左 同左

(2) ①有形固定資産 ①有形固定資産 ①有形固定資産

定率法を採用しております。 同左 同左

建物　８～10年
器具及び備品　４～６年

②無形固定資産 ②無形固定資産 ②無形固定資産
定額法を採用しております。 同左 同左

(3) ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金

②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金

当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

すべての連結子会社の中
間期の末日は、中間連結
決算日と一致しておりま
す。

すべての連結子会社の事
業年度の末日は、連結決
算日と一致しておりま
す。

なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。

自社利用のソフトウエア
については、社内におけ
る５年以内の利用可能期
間に基づく定額法により
償却しております。

重要な減価
償却資産の
減価償却の
方法

重要な資産
の評価基準
及び評価方
法

前中間連結会計期間

項目 自　平成17年４月１日

連結子会社である株式会
社クラフテックスの決算
日は８月31日でありま
す。中間連結財務諸表の
作成にあたっては、同決
算日現在の財務諸表を使
用しております。ただ
し、中間連結決算日との
間に生じた重要な取引に
ついては連結上必要な調
整を行っております。

至　平成17年９月30日

親会社では、従業員の賞
与の支払に備えるため、
支給見込額の当連結会計
年度負担額を計上してお
ります。

同左親会社では、従業員の賞
与の支払に備えるため、
支給見込額の当中間連結
会計期間負担額を計上し
ております。

同左同左債権の貸倒れによる損失
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。

重要な引当
金の計上基
準
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③ ③役員賞与引当金 ③

④退職給付引当金 ④退職給付引当金 ④退職給付引当金

⑤役員退職慰労引当金 ⑤役員退職慰労引当金 ⑤役員退職慰労引当金

(4) 重要なリー
ス取引の処
理方法

(5) ① ① ①

②繰延資産の処理方法 ②繰延資産の処理方法 ②繰延資産の処理方法

（会計方針の変更）

新株発行費

同左

親会社では、役員の退職
慰労金の支給に備えるた
め、内規に基づく当連結
会計年度末要支給額を計
上しております。

至　平成17年９月30日

親会社では、役員の退職
慰労金の支給に備えるた
め、内規に基づく当中間
連結会計期間末要支給額
を計上しております。

前中間連結会計期間

新株発行費

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

親会社では、従業員の退
職給付に備えるため、当
中間連結会計期間末にお
ける退職給付債務の見込
額に基づき計上しており
ます。

親会社では、従業員の退
職給付に備えるため、当
中間連結会計期間末にお
ける退職給付債務の見込
額に基づき、当中間連結
会計期間末において発生
していると認められる額
を計上しております。

至　平成18年９月30日

役員賞与は、従来、利益
処分により未処分利益を
減少する処理を行ってお
りましたが、「役員賞与
に関する会計基準」（企
業会計基準第４号　平成
17年11月29日）に基づ
き、当中間連結会計期間
より発生時に費用処理す
る方法に変更しておりま
す。
この結果、従来の方法に
よった場合に比べ、営業
利益、経常利益及び税金
等調整前中間純利益がそ
れぞれ8,778千円減少して
おります。
なお、セグメントに与え
る影響は、当該箇所に記
載しております。

親会社では、役員の賞与
の支給に備えるため、支
給見込額の当中間連結会
計期間負担額を計上して
おります。

項目 自　平成17年４月１日

同左 同左

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理
税抜方式によっておりま
す。

同左 同左

支出時に全額費用として
処理しております。

株式交付費

その他中間
連結財務諸
表作成のた
めの基本と
なる重要な
事項

自　平成18年４月１日

当中間連結会計期間

親会社では、従業員の退
職給付に備えるため、当
連結会計年度末における
退職給付債務の見込額に
基づき計上しておりま
す。

前連結会計年度

自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日
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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

同左同左手許現金、随時引き出し
可能な預金からなってお
ります。

前中間連結会計期間

至　平成17年９月30日
項目 自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

当中間連結会計期間 前連結会計年度
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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の変更 

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

前中間連結会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

　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）を適用してい
ます。
　従来の資本の部の合計に相当する金
額は、991,568千円であります。
　なお、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。

当中間連結会計期間

「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
準委員会 平成15年10月31日 企業会計
基準適用指針第６号)を当連結会計年度
から適用しております。これによる損
益への影響はありません。

連結貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準

「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
準委員会 平成15年10月31日 企業会計
基準適用指針第６号)を当中間連結会計
期間から適用しております。これによ
る損益への影響はありません。

前連結会計年度

 
 

表示方法の変更 

当中間連結会計期間 前連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

（中間連結貸借対照表）

前中間連結会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

　前中間連結会計期間において、
「連結調整勘定償却額」として掲記
されていたものは、当中間連結会計
期間から「のれん償却額」と表示し
ております。

　前中間連結会計期間において、
「連結調整勘定」として掲記されて
いたものは、当中間連結会計期間か
ら「のれん」と表示しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）
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注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 

※１. ※１. ※１.

40,629千円

3,200千円

※２． ※２. ※２. 

担保提供資産及び対応債務
担保に供している資産は、次のと
おりであります。

ソフトウェア

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）(平成17年９月30日）

消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税
等は、相殺のうえ、金額的重
要性が乏しいため、流動負債
の「その他」に含めて表示し
ております。

　同左
消費税等の取扱い

前連結会計年度末

（平成18年３月31日）

対応債務は、次のとおりでありま
す。
長期借入金

 
 

（中間連結損益計算書関係） 

※１. ※１. ※１. 

給与手当　　　  191,172千円 給与手当　　　  246,173千円 給与手当　　　  399,195千円

44,858千円 64,798千円 53,060千円

退職給付費用　  3,651千円 8,778千円 退職給付費用　  6,291千円

5,259千円 退職給付費用　  4,600千円 10,518千円

6,397千円

※２. 固定資産除却損の内訳 ※２. 固定資産除却損の内訳 ※２. 固定資産除却損の内訳
建物除却損　　　 942千円 建物除却損　　　 3,406千円 建物除却損　　　 2,336千円

96千円 1,630千円 138千円

役員退職慰労引
当金繰入額

賞与引当金繰入
額

役員賞与引当金
繰入額

役員退職慰労引
当金繰入額

器具及び備品
除却損

器具及び備品
除却損

器具及び備品
除却損

役員退職慰労引
当金繰入額

至　平成17年９月30日

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日

至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日

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。

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。

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。

賞与引当金繰入
額

賞与引当金繰入
額
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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４月１日　至　平成18年９月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株式数
当中間連結会計期間
増加株式数

当中間連結会計期間
減少株式数

当中間連結会計期間
末株式数

発行済株式

普通株式 28,634 90 － 28,724

    合計 28,634 90 － 28,724

（注）当中間連結会計期間増加株式数は、新株予約権の行使によるものであります。

（単位：株）

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

前連結会計
年度末

増加 減少
当中間連結
会計期間末

平成14年１月10日臨時株主
総会
第１回新株予約権

普通株式 544 － 6 538 －
（注）
１，５

平成16年３月24日臨時株主
総会
第２回新株予約権

普通株式 657 － 84 573 －
（注）
２，５

平成17年６月24日定時株主
総会
第３回新株予約権

普通株式 823 － 6 817 －
（注）
３，４，５

2,024 － 96 1,928 －

（注）目的となる株式の数の変動事由の概要
１．
２．
３．
４．
５．会社法の施行日前に付与された新株予約権であるため、残高はありません。

第１回新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。
第２回新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。
第３回新株予約権の減少は、権利放棄によるものであります。
第３回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

当中間連結
会計期間末
残高

（百万円）

摘要

提出会社
（親会社）

合計

会社名 内訳
目的とな
る株式の
種類

目的となる株式の数（株）

３．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６月26日
定時株主総会

普通株式 28,634 1,000 平成18年3月31日 平成18年6月26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
　　　該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

1． 1． 1．

現金及び預金勘定  　697,281千円 現金及び預金勘定 　　776,503千円 現金及び預金勘定 　　668,645千円

現金及び現金同等物  697,281千円 現金及び現金同等物   776,503千円 現金及び現金同等物   668,645千円

２． ２．

　　　　　　　　　　　　（千円）

流動資産　　　　　 65,135
固定資産　　　　　 62,900

資産合計　　　　 128,036

流動負債　　　　　 54,155 　　　　　　　　　　　　（千円）

固定負債　　　　　 72,953 流動資産　　　　　 114,085

負債合計　　　　 127,108 固定資産　　　　　 31,858

繰延資産　　　　　 228
連結調整勘定　　　 10,237
流動負債　　　　　 △41,740
少数株主持分　　　 △12,835
親会社が保有していた

投資有価証券　　  △34,534

株式の取得価額　　 67,300
現金及び現金同等物 △67,152

連結子会社取得

のための支出 148

至　平成18年３月31日

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

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

至　平成17年９月30日
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

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

当中間連結会計期間に合併し
た㈱ビューテックラボより引
き継いだ資産及び負債の主な
内訳は次のとおりでありま
す。また、合併により増加し
た資本準備金は、927千円であ
ります。

株式の取得により新たに株式
会社ウェブ・ワーカーズ及び
株式会社バウハウス・エンタ
テインメントを連結したこと
に伴う連結開始時の資産及び
負債の内訳並びに株式の取得
価額と取得のための支出（純
額）との関係は次のとおりで

至　平成18年９月30日
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（リース取引関係） 

1. 1. 1.

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

中間期末
残高相当
額

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

中間期末
残高相当
額

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

期末残高
相当額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

器具及
び備品

37,400 22,814 14,586
器具及
び備品

43,872 30,773 13,099
器具及
び備品

36,243 25,967 10,276

２.未経過リース料中間期末残高相当額等 ２.未経過リース料中間期末残高相当額等 ２.未経過リース料期末残高相当額等
未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料中間期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額
１年内 7,929千円 １年内 8,358千円 １年内 7,577千円
１年超 6,765千円 １年超 5,035千円 １年超 3,064千円

合計 14,695千円 合計 13,393千円 合計 10,642千円

３. ３. ３.

4,007千円 5,019千円 8,014千円
3,947千円 4,805千円 7,656千円
62千円 142千円 297千円

４.減価償却費相当額の算定方法 ４.減価償却費相当額の算定方法 ４.減価償却費相当額の算定方法

同左 同左

５.利息相当額の算定方法 ５.利息相当額の算定方法 ５.利息相当額の算定方法

同左 同左

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について）

同左 同左

支払リース料
減価償却費相当額
支払利息相当額

支払リース料
減価償却費相当額
支払利息相当額

支払リース料
減価償却費相当額
支払利息相当額

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

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

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
計額相当額及び中間期末残高相当
額

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

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

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
計額相当額及び中間期末残高相当
額

前中間連結会計期間

自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30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

前連結会計年度

自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日

リース資産に配分された減損損失
はありません。

自　平成18年４月１日

当中間連結会計期間

至　平成18年９月30日

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

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。

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。
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

１.その他有価証券で時価のあるもの

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 133 825 692

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

133 825 692

(1)株式 － － －

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

－ － －

133 825 692

当中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

合計

種類

中間連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超える
もの

中間連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超えな
いもの

小計

小計

 
 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容

　　その他有価証券

　　　非上場株式（千円） 15,000

中間連結貸借対照表計上額
（平成17年９月30日）

 
 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

１.その他有価証券で時価のあるもの

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 133 477 344

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

133 477 344

(1)株式 － － －

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

－ － －

133 477 344

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

合計

種類

中間連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超える
もの

中間連結貸借対
照表計上額が取
得原価を超えな
いもの

小計

小計

 
 
２.時価評価されていない主な有価証券の内容

　　その他有価証券

　　　非上場株式（千円） 35,618

中間連結貸借対照表計上額
（平成18年９月30日）
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

１.その他有価証券で時価のあるもの

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 133 648 515

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

133 648 515

(1)株式 － － －

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

－ － －

133 648 515

当連結会計年度末
（平成18年３月31日）

合計

種類

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の

小計

小計

 
 
２.時価評価されていない主な有価証券の内容

　　その他有価証券

　　　非上場株式（千円） 34,000

連結貸借対照表計上額
（平成18年3月31日）

 
 

 
（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自　平成17年4月１日　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間（自　平成18年4月１日　至　平成18年９月30日）

前連結会計年度（自　平成17年4月１日　至　平成18年３月31日）

当社グループは、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。

当社グループは、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。

当社グループは、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。  
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（セグメント情報） 

１．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4月１日　至　平成17年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「人材コンサルティング事業」の割合がいずれも90％を超
えているため、事業の種類別セグメント情報の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4月１日　至　平成18年９月30日）
（事業区分の変更）

（単位：千円）

人材コンサル
ティング事業

コンテンツ制
作事業

その他事業 計 消去又は全社 連結

　　売上高

（１）外部顧客に対する売上高 2,794,476 343,406 49,013 3,186,895          － 3,186,895 

（２）セグメント間の内部売上
　　　高又は振替高

8,791 19,472          － 28,264 △28,264          －

計 2,803,268 362,878 49,013 3,215,159 △28,264 3,186,895 

　　営業費用 2,734,261 389,165 41,619 3,165,046 △28,264 3,136,782 

　　営業利益又は損失（△） 69,006 △26,287 7,393 50,112          － 50,112 

　従来、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「人材コンサルティ
ング事業」の割合がいずれも90％を超えていたため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、当
中間連結会計期間において、ウェブサイトやゲーム・ＣＧ等、デジタルコンテンツの制作受託に係るコンテンツ制作
サービスの売上高は増加傾向にあり、この傾向は今後も続くことが予想されるため、当中間連結会計期間より当該サー
ビスを「人材コンサルティング事業」から独立区分し、「コンテンツ制作事業」としました。この結果、当社企業グ
ループの事業区分は、「人材コンサルティング事業」「コンテンツ制作事業」「その他事業」の３区分となりました。

（注）１． 事業区分は、事業の内容によっております。
２． 各事業の区分に属する主要な事業の内容

（１）人材コンサルティング事業

（２）コンテンツ制作事業
デジタルコンテンツの制作受託等

（３）その他
上記事業区分に含まれないその他の事業

３． 配賦不能費用はありません。
４． 会計方針の変更（当中間連結会計期間）

デジタルコンテンツ市場への人材供給及びクリエイター・企業向けの有料トレーニングの提供等

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（3）③に記載のとおり、当中間連結会計期間よ
り「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更
に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当中間連結会計期間の営業費用の金額は、「人材コンサルティン
グ事業」が7,995千円、「その他事業」が389千円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。また、
「コンテンツ制作事業」において、営業費用は393千円増加し、営業損失は同額増加しております。

前連結会計年度（自　平成17年4月１日　至　平成18年３月31日）
　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「人材コンサルティング事業」の割合がいずれも90％を超
えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

２．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4月１日　至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間（自　平成18年4月１日　至　平成18年９月30日）

前連結会計年度（自　平成17年4月１日　至　平成18年３月31日）

　前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。

 

３．海外売上高 

前中間連結会計期間（自　平成17年4月１日　至　平成17年９月30日）
前中間連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年4月１日　至　平成18年９月30日）
当中間連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年4月１日　至　平成18年３月31日）
前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。   
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（１株当たり情報） 

１株当たり純資産額 34,147円28銭 １株当たり純資産額 34,520円54銭 １株当たり純資産額 34,896円66銭

1,736円85銭 １株当たり中間純利
益金額

504円21銭 2,360円70銭

1,673円56銭 潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金
額

492円03銭 2,280円54銭

前連結会計年度
自　平成17年４月１日 自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

至　平成18年９月30日 至　平成18年３月31日至　平成17年９月30日

１株当たり中間純利
益金額

１株当たり当期純利
益金額

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金額

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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。 

中間（当期）純利益（千円） 49,455 14,472 75,504

普通株式に帰属しない金額（千
円）

－ － 8,170

（うち利益処分による役員賞与
金）

( － ) ( － ) ( 8,170 )

普通株式に係る中間（当期）純利
益（千円）

49,455 14,472 67,334

期中平均株式数（株） 普通株式　28,474 普通株式　28,702 普通株式　28,523

中間（当期）純利益調整額
（千円）

－ － －

普通株式増加数（株） 1,076 710 1,002

( 1,076 ) ( 710 ) ( 1,002 )

－

前中間連結会計期間
自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日

１株当たり中間（当期）純利益金額

潜在株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益金額

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
利益金額の算定に含めなかった潜在
株式の概要

（うち新株引受権及び新株予約権）

当中間連結会計期間
自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日

新株予約権１種類（新株
予約権の目的となる株式
の数817株）

前連結会計年度
自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日

新株予約権１種類（新株
予約権の目的となる株式
の数823株）
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（重要な後発事象） 

（3）決算期　　９月
（4）従業員数 

（5）資本金額 　④ 従業員数 

（6）売上高 　 　⑤ 資本金額

２．異動の内容及び年月日 （2）異動の内容及び年月日

（1）譲受前の所有株式数　　780株 　① 取得株式数　　　　　　　650株

（所有割合　50.0％） （取得価格　 407,550千円）

（2）取得株式数　　　　　　546株 　② 譲受後の所有株式数　　　650株

（取得価格　2,730万円） （所有割合   　65.0％）

（3）譲受後の所有株式数　1,326株

（所有割合 　85.0％）

資産合計　　　128,036千円
負債合計　　　127,108千円
正味財産合計　  　927千円

前中間連結会計期間
自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日

当該業務の受託を通じた人材
の育成

１.株式譲受の概要
（1）商号
（2）事業内容

株式会社ウェブ・ワーカーズ
Ｗｅｂサイトの企画・制作・運
用・更新等に係る業務の受託

当社は、平成17年９月15日開催の取締役会にお
いて、市場で不足しているディレクター職やデ
ザイナー職の育成支援体制強化を目的として、
㈱アイ・エム・ジェイが保有する㈱ウェブ・
ワーカーズの株式を一部追加取得し子会社化す
ることを決議し、同日、取得契約を締結し、平
成17年10月３日に譲渡を受けました。

前連結会計年度
自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日

当中間連結会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

 当社の連結子会社である㈱ウェブ・ワー
カーズは、Ｗｅｂサイトの制作サービスに
おいてシステムソリューションからコンテ
ンツ制作・運用まで一貫して手掛ける体制
構築を目的として、システム開発及びデジ
タル技術を活かしたコンテンツ制作を行う
㈱ビューテックラボを平成18年４月３日に
吸収合併いたしました。合併後の当社の議
決権比率は、54.3％となっております。
なお、合併に伴い、商号を「㈱インターア
クティブデザイン」に変更いたしました。
また、㈱ビューテックラボから引き継いだ
財産は次のとおりであります。

（1）株式譲受の概要
　① 商号
　② 事業内容

株式会社マルチビッツ
出版・印刷、デザイン業界など、

事業者向けの総合支援事業
３月

当社は、平成18年８月24日開催の取締役会にお
いて、ＤＴＰ市場におけるデジタルデザイン用
コンテンツ、デザインツールのハードウェア・
ソフトウェア及びサプライ品の販売や、全国撮
影サービス、ストックフォトの提供、画像素材
の加工、さらに制作物のオンデマンド印刷やWeb
サイトの制作にいたる一連のデジタルソリュー
ションを顧客企業に提供していく体制構築を目
的として、㈱ミスミグループ本社が保有する㈱
マルチビッツの株式の一部を取得し子会社化す
ることを決議し、平成18年10月６日に譲渡を受
けました。

16名
（平成18年９月末現在）

　③ 決算期　　

㈱ウェブ・ワーカーズによる㈱ビューテックラ
ボの合併

１．㈱マルチビッツの子会社化

インターネットに関する調査
・研究及びコンサルティング

デジタルデザインに関係する

  ㈱ウェブ・ワーカーズの子会社化

13名
（平成17年８月末現在）
78,000千円
（平成17年３月末現在）
204,378千円
（平成16年９月期実績）

50,000千円
（平成18年９月末現在）

２．㈱エクステージの子会社化

当社の持分法適用関連会社である㈱エクステー
ジと同社の子会社である㈱ワークスコーポレー
ション他２社について、平成18年10月の貸付の
実行等により、連結子会社となりました。
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 ５．生産、受注及び販売の状況 

  

（１）生産実績
　　当社が行う事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載に馴染まないため、当該記載を省略してお
ります。  
（２）受注状況
　　当中間連結会計期間における受注状況を事業の部門別に示すと次のとおりであります。

事業部門 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

コンテンツ制作事業 310,377 － 91,470 －

合計 310,377 － 91,470 －
 

（３）販売実績
　　「３.経営成績及び財政状態（1）経営成績」に記載しているため、当該記載を省略しております。  


