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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨て）

売上高
（対前中間期（前年）増減率）

営業利益
（対前中間期（前年）増減率）

経常利益
（対前中間期（前年）増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年９月中間期 840 (△14.1) △218 ( － ) △241 ( － )

平成17年９月中間期 978 (11.1) 79 (△9.7) 51 (△34.8)

平成18年３月期 2,819 (39.1) 256 (82.9) 201 (81.5)

中間（当期）純利益
（対前中間期（前年）増減率）

１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

平成18年９月中間期 △4,428 ( － ) △170 98

平成17年９月中間期 26 (△38.5) 1 68

平成18年３月期 △612 ( － ) △34 19

（注）１．期中平均株式数 平成18年９月中間期 25,897,522株 平成17年９月中間期 15,513,550株 平成18年３月期 17,926,421株

２．会計処理の方法の変更 無

(2）財政状態 （百万円未満切捨て）

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

平成18年９月中間期 6,460 3,110 42.4 105 80

平成17年９月中間期 7,473 4,036 54.0 245 03

平成18年３月期 10,698 6,826 63.8 263 60

（注）１．期末発行済株式数 平成18年９月中間期 25,895,509株 平成17年９月中間期 16,474,619株 平成18年３月期 25,899,109株

２．期末自己株式数 平成18年９月中間期 63,509株 平成17年９月中間期 54,399株 平成18年３月期 59,909株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

　業績予想につきましては、９ページ記載の「（４）通期の見通し」に記載させていただきました理由により、記載して

おりません

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

平成18年３月期 － － －

平成19年３月期（実績） － －
－

平成19年３月期（予想） － －



５．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金 ※２ 1,628,163   1,975,462   2,760,663   

２　売掛金  403,442   498,176   365,353   

３　たな卸資産  106,749   98,659   150,690   

４　前渡金  530,368   289,063   315,912   

５　前払金  ―   555,914   715,410   

６　前払費用  8,215   7,085   10,745   

７　繰延税金資産  92,928   ―   200,490   

８　短期貸付金  847,500   202,500   451,400   

９　未収入金  ―   346,938   88,066   

10　その他  162,592   54,274   8,008   

貸倒引当金  △1,281   △137,624   △19,033   

流動資産合計   3,778,677 50.6  3,890,450 60.2  5,047,708 47.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１ 62,776   69,854   73,627   

２　無形固定資産           

(1）ソフトウェア  246,229   138,780   128,900   

(2）その他  104,937   1,027   18,790   

無形固定資産合計  351,167   139,807   147,690   

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,015,009   1,458,675   2,585,546   

(2）関係会社株式  1,853,209   688,170   1,923,179   

(3）関係会社長期貸
付金 

 ―   824,200   700,000   

(4）長期前払費用  29,109   133,342   69,028   

(5）繰延税金資産  134,699   ―   681,067   

(6）その他  215,786   400,246   428,906   

貸倒引当金  △59,400   △947,144   △484,377   

投資損失引当金  ―   △252,662   △555,004   

投資その他の資産
合計

 3,188,413   2,304,826   5,348,347   

固定資産合計   3,602,357 48.2  2,514,488 38.9  5,569,665 52.1

Ⅲ　繰延資産           

１　新株発行費  35,523   21,276   36,262   

２　社債発行費  56,483   33,889   45,186   

繰延資産合計   92,006 1.2  55,166 0.9  81,448 0.8

資産合計   7,473,040 100.0  6,460,104 100.0  10,698,823 100.0

           

－ 34 －



  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　１年以内償還予定
社債

 100,000   ―   100,000   

２　未払金  296,007   279,990   338,071   

３　未払法人税等  6,334   10,372   16,349   

４　新株予約権  ―   ―   370,260   

５　その他  33,884   58,004   47,186   

流動負債合計   436,226 5.8  348,367 5.4  871,867 8.1

Ⅱ　固定負債           

１　社債  3,000,000   3,000,000   3,000,000   

２　繰延税金負債  ―   1,629   ―   

固定負債合計   3,000,000 40.2  3,001,629 46.5  3,000,000 28.0

負債合計   3,436,226 46.0  3,349,997 51.9  3,871,867 36.2

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,255,400 30.1  ― ―  4,137,120 38.7

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  2,059,200   ―   3,931,920   

資本剰余金合計   2,059,200 27.5  ― ―  3,931,920 36.8

Ⅲ　利益剰余金           

１　中間（当期）未処
理損失

 234,623   ―   873,727   

利益剰余金合計   △234,623 △3.1  ― ―  △873,727 △8.2

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  △17,793 △0.2  ― ―  △339,887 △3.2

Ⅴ　自己株式   △25,371 △0.3  ― ―  △28,471 △0.3

資本合計   4,036,814 54.0  ― ―  6,826,955 63.8

負債・資本合計   7,473,040 100.0  ― ―  10,698,823 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   ― ―  4,137,120 64.1  ― ―

２　資本剰余金            

 (1)資本準備金  ―   3,931,920   ―   

資本剰余金合計   ― ―  3,931,920 60.9  ― ―

３　利益剰余金           

 (1)その他剰余金           

 　 繰越利益剰余金  ―   △5,301,840   ―   

    利益剰余金合計   ― ―  △5,301,840 △82.1  ― ―

４　自己株式   ― ―  △29,728 △0.5  ― ―

株主資本合計   ― ―  2,737,472 42.4  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評
価差額金 

  ― ―  2,375 0.0  ― ―

   評価・換算差額等計   ― ―  2,375 0.0  ― ―

Ⅲ　新株予約権   ― ―  370,260 5.7  ― ―

純資産合計   ― ―  3,110,107 48.1  ― ―

負債純資産合計   ― ―  6,460,104 100.0  ― ―

－ 35 －



(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   978,281 100.0  840,629 100.0  2,819,351 100.0

Ⅱ　売上原価 ※３  582,468 59.5  694,294 82.6  1,733,103 61.5

売上総利益   395,813 40.5  146,334 17.4  1,086,247 38.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

          

１　広告宣伝費  14,784   17,141   32,864   

２　貸倒引当金繰入額  784   ―   871   

３　役員報酬  43,715   38,460   82,603   

４　給料手当  97,746   119,810   198,151   

５　法定福利費  12,998   15,423   27,238   

６　旅費交通費  4,322   4,156   8,542   

７　交際費  12,848   8,667   21,653   

８　支払手数料  83,288   88,322   342,118   

９　地代家賃  10,649   12,716   24,580   

10　消耗品費  3,059   7,491   11,375   

11　減価償却費 ※３ 6,958   15,759   20,621   

12　その他  25,144 316,301 32.4 37,029 364,978 43.4 58,810 829,433 29.4

営業利益又は営業
損失（△）

  79,512 8.1  △218,644 △26.0  256,814 9.1

Ⅳ　営業外収益  ※１  1,898 0.2  9,167 1.1  10,785 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１　社債利息  853   811   1,709   

２　新株発行費償却額  11,841   14,986   29,972   

３　社債発行費償却額  11,296   11,296   22,593   

４　新株予約権発行費  ―   ―   11,478   

５　組合出資損失  ―   4,937   ―   

６　その他  6,396 30,388 3.1 284 32,316 3.9 476 66,229 2.3

経常利益又は経常
損失（△）

  51,022 5.2  △241,793 △28.8  201,369 7.2

Ⅵ　特別利益           

１　投資有価証券売却
益

 118,852   ―   141,830   

２　貸倒引当金戻入益  ― 118,852 12.1 12,594 12,594 1.5 ― 141,830 5.0

           

－ 36 －



  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ 43,939   12,550   43,939   

２　解約違約金  11,000   ―   11,000   

３　事業閉鎖・撤退損
失

 16,922   ―   250,862   

４　子会社株式評価減  ―   683,004   ―   

５　投資有価証券評価
減

 ―   1,923,493   ―   

６　投資損失引当金繰
入額 

 ―   252,662   555,004   

７　本店移転損失  ―   ―   10,153   

８　本店移転損失引当
金繰入額 

 ―   ―   1,244   

９　貸倒引当金繰入額  49,400   593,953   492,540   

10　その他  ― 121,261 12.3 84,000 3,549,663 422.2 ― 1,364,744 48.4

税引前中間純利益
又は税引前中間
（当期）純損失
（△）

  48,612 5.0  △3,778,862 △449.5  △1,021,544 △36.2

法人税、住民税及
び事業税

 594   1,985   1,387   

法人税等調整額  21,885 22,480 2.3 647,265 649,250 77.3 △409,959 △408,572 △14.5

中間純利益又は税
引前中間（当期）
純損失（△）

  26,132 2.7  △4,428,113 △526.8  △612,971 △21.7

前期繰越損失   260,756      260,756  

中間（当期）未処
理損失（△）

  234,623      873,727  

           

－ 37 －



(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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
 

資本準備金

 その他

利益剰余金

 
繰越利益

剰余金

平成18年３月31日残高（千円） 4,137,120 3,931,920 △873,727 △28,471 7,166,842

中間会計期間中の変動額     ―

中間純損失   △4,428,113  △4,428,113

自己株式の取得    △1,257 △1,257

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
    ―

中間会計期間中の変動額合計（千

円）
― ― △4,428,113 △1,257 △4,429,370

平成18年９月30日残高（千円） 4,137,120 3,931,920 △5,301,840 △29,728 2,737,472

 
 評価・換算差額

等

新株予約権  純資産合計

 

その他

有価証券

評価差額

平成18年３月31日残高（千円） △339,887 370,260 7,197,215

中間会計期間中の変動額    ―

 中間純損失   △4,428,113

 自己株式の取得   △1,257

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
342,262  342,262

中間会計期間中の変動額合計（千

円） 
342,262 ― △4,087,108

 平成18年９月30日残高（千円） 2,375 370,260 3,110,107

－ 38 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１　資産の評価基準及び評価

方法

 

(1) 有価証券

①　満期保有目的の債券

　償却原価法によっております。

(1) 有価証券

①　満期保有目的の債券

同左

(1) 有価証券

①　満期保有目的の債券

同左

 

 

②　子会社株式

　移動平均法による原価法に

よっております。

②　子会社株式

同左

②　子会社株式

同左

 

 

 

③　その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算末日の市場価格等

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

算定しております。)によっ

ております。

③　その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算末日の市場価格等

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

より算定しております。)に

よっております。

③　その他有価証券

時価のあるもの

　決算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

定しております。)によって

おります。

 

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

　なお、投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への

出資(証券取引法第２条第２

項により有価証券とみなされ

るもの)については、組合契

約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な最近の決算

書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によって

おります。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 

 

 

 

(2) たな卸資産

①　コンテンツ・仕掛コンテンツ

　個別法に基づく原価法によっ

ております。

　なお、コンテンツについては、

見積回収期間(12ヵ月)にわたり、

会社所定の償却率によって償却

しております。

(2) たな卸資産

①　コンテンツ・仕掛コンテンツ

同左

 

(2) たな卸資産

①　コンテンツ・仕掛コンテンツ

同左

 

 

 

②　商品

　総平均法による原価法によっ

ております。

②　商品

同左

②　商品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　定率法によっております。なお、

取得価額が10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については、

３年均等償却によっております。

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

－ 39 －



 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

 

 

 

(2) 無形固定資産

ソフトウェア

　自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間(５年間)に基づく定額法に

よっております。なお、取得価

額が10万円以上20万円未満の

少額減価償却資産については、

３年均等償却によっております。

(2) 無形固定資産

ソフトウェア

同左

(2) 無形固定資産

ソフトウェア

同左

３　引当金の計上基準

 

(1) 貸倒引当金

　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

能性を検討し、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) 本店移転損失引当金 

　本店移転に伴って発生すると見

込まれる損失見込額を計上してお

ります。

 

 

――――― 

 

(3) 投資損失引当金   

　子会社に対する投資損失に備え

るため、財務状態及び将来の回収

見込み等を勘案して、必要額を計

上しております。 

(3) 投資損失引当金   

同左

 

４　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

５　その他中間財務諸表(財務

諸表)作成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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会計処理の変更

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

(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」

(「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)

を当中間会計期間から適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

―――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する関する会計基準等）

　当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）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

業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準適用指針第８号)を適

用しております。

　従来の「資本の部」に相当する金額

は、2,739,847千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。 

 (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」

(「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)

を当事業年度から適用しておりま

す。 

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

表示方法の変更

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

(中間貸借対照表)

　前中間会計期間において流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「前渡金」(前中間会計期間105,222千

円)については、資産総額の100分の５超となったため、当

中間会計期間より区分掲記しております。

(中間貸借対照表) 

１．前中間会計期間において流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「未収入金」(前中間会計期間294千

円)については、資産総額の100分の５超となったため、当

中間会計期間より区分掲記しております。

 

 

２．前中間会計期間において流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「前払金」(前中間会計期間126,830

千円)については、資産総額の100分の５超となったため、

当中間会計期間より区分掲記しております。 
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追加情報

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

(社債発行費の処理方法)

　社債発行費の処理方法については、

商法施行規則に規定する最長期間(３

年間)で均等償却しております。

　社債発行費の処理方法は、平成14年

３月期において支出時に全額費用処理

しておりましたが、同種の繰延資産項

目である新株発行費の処理方法との整

合性を持たせること、また、社債発行

額が大型化し、かつ、社債発行費が増

大したことに伴い、期間損益をより適

正化するため、当中間会計期間から繰

延資産に計上し、商法施行規則に規定

する最長期間(３年間)で均等償却する

こととしております。

　これにより、従来の方法に比べ営業

外費用は56,483千円減少し、経常利益

及び税引前中間純利益がそれぞれ同額

増加しております。

――――― ―――――

注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度末

(平成18年３月31日)

※１　有形固定資産の

 減価償却累計額
74,430千円

※１　有形固定資産の

 減価償却累計額
98,830千円

※１　有形固定資産の

 減価償却累計額
77,437千円

※２　担保資産 ※２　担保資産 ※２　担保資産

　当座借越契約(借越極度額50,000

千円)の担保として以下のものを供

しております。

　当座借越契約(借越極度額50,000

千円)の担保として以下のものを供

しております。

　当座借越契約(借越極度額50,000

千円)の担保として以下のものを供

しております。

定期預金 30,019千円 定期預金 30,028千円 定期預金 30,028千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

(自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日)

※１　営業外収益のうち主なもの  ※１　営業外収益のうち主なもの  ※１　営業外収益のうち主なもの  

　　　受取利息 1,548千円 　　　受取利息 7,135千円 　　　受取利息 10,273千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

器具備品 316千円

ソフトウェア 222千円

ソフトウェア仮勘定 43,400千円

計 43,939千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

ソフトウェア 12,550千円

計 12,550千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

器具備品 316千円

ソフトウェア 222千円

ソフトウェア仮勘定 43,400千円

計 43,939千円

※３　減価償却実施額 ※３　減価償却実施額 ※３　減価償却実施額

有形固定資産 8,594千円

無形固定資産 27,834千円

有形固定資産 13,696千円

無形固定資産 23,141千円

有形固定資産 22,378千円

無形固定資産 71,846千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　　　　　（注） 59,909 3,600 ― 63,509

合計 59,909 3,600 ― 63,509

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,600株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

（リース取引）

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券）

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

　尚、当中間会計期間末については、中間連結財務諸表の注記事項として記載しております。

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年３月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 245円03銭

１株当たり中間純利益 １円68銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
１円66銭

１株当たり純資産額 105円80銭

１株当たり中間純損失 △170円98銭

１株当たり純資産額 263円60銭

１株当たり当期純損失 △34円19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、１株当たり中

間純損失が計上されているため、記

載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、１株当たり当期純

損失が計上されているため、記載して

おりません。

（注）１株当たり中間純利益又は中間（当期）純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△）（千円）
26,132 △4,428,113 △612,971

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間純利益又は中間（当

期）純損失（△）　　（千円）
26,132 △4,428,113 △612,971

期中平均株式数（株） 15,513,550 25,897,522 17,926,471

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

 

旧商法第280条

ノ19に基づく新

株引受権

60個

新株予約権 2,677個

転換社債型新株

予約権付社債
300個

 

旧商法第280条

ノ19に基づく新

株引受権

9個

新株予約権 24,924個

転換社債型新株

予約権付社債
300個

 

旧商法第280条

ノ19に基づく新

株引受権

10個

新株予約権 25,066個

転換社債型新株

予約権付社債
300個
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（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　平成17年12月７日開催の当社取締役会において、以下のように第三者割当増資及び有償新株予約権の発行の決

議をしております。

１　第三者割当増資

①　株式の種類及び数 普通株式　9,000,000株  

②　発行価格及び発行価格のう

ち資本へ組入れる額

１株当たり　380円

（うち資本へ組入れる額190円）

 

③　発行総額 3,420,000千円  

④　発行スケジュール 申込日　　平成17年12月26日

払込期日　平成17年12月27日

 

⑤　配当起算日 平成17年10月１日  

⑥　割当先及び株式数 モビーダ・ホールディングス㈱ 7,500,000株

 アジアングルーヴ㈱ 1,100,000株

 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 400,000株

⑦　資金使途 事業開発及び事業提携資金  

２　有償新株予約権

①　新株予約権の目的となる株

式の種類及び数

当社普通株式　24,000個  

②　新株予約権の目的となる株

式の数及び新株予約権価格

（うち資本へ組入れる額）

並びに払込総額

24,000,000株

（新株予約権１個につき1,000株）

新株予約権１個当たり15,000円

（うち資本へ組入れる額8,000円）

360,000千円

 

③　発行スケジュール 申込日　　平成17年12月26日

払込期日　平成17年12月27日

 

④　割当先及び割当数 モビーダ・ホールディングス㈱ 13,000個

 アジアングルーヴ㈱ 7,000個

 ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ 4,000個

⑤　新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本へ組入れ

る額

１株当たり　395円

（うち資本へ組入れる額198円）

 

⑥　新株予約権の行使により株

式を発行する場合の株式の

発行総額

9,480,000千円  

⑦　新株予約権の行使期間 平成17年12月28日から平成19年12月27日まで  

⑧　資金使途 事業開発及び事業提携資金  

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　該当事項はありません。  

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日） 

　該当事項はありません。 
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６．生産受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社はインターネットでのデジタルコンテンツ配信事業やデジタル加工・制作事業、並びに企業の行っているITビ

ジネスにおけるｅ－Ｃommerce（ＥＣ）市場の「One to One」マーケティングに対するソリューション提供を主体とす

る会社であり、生産実績を測定することが困難なため、生産実績の記載をおこなっておりません。

(2）受注実績

　当社は受注生産を行っていないため、受注状況の記載はしておりません。

(3）販売実績

事業別売上高明細表

事業別

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前年中間
期増減

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 金額（千円） 構成比（％）

デジタルコンテン

ツ配信事業
715,424 73.1 489,259 58.2 226,164 1,411,277 50.1

デジタル加工・制

作事業
614 0.1 1,315 0.2 701 6,461 0.2

物販事業 222,057 22.7 30,175 3.6 △191,881 1,332,298 47.3

その他事業 40,185 4.1 319,878 38.0 279,692 69,313 2.5

合計 978,281 100.0 840,629 100.0 △137,652 2,819,351 100.0

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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