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１．平成18年11月中間期の業績（平成18年６月１日～平成18年11月30日）

(1）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11月中間期 2,605 13.3 91 △13.3 61 △40.5

17年11月中間期 2,298 54.6 105 ― 103 ―

18年５月期 5,310 232 220

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11月中間期 67 △34.2 2,438 85 2,294 07

17年11月中間期 102 ― 3,751 03 ― ―

18年５月期 224 8,267 20 ― ―
（注）①持分法投資損益 18年11月中間期 ― 百万円 17年11月中間期 ― 百万円 18年５月期 ― 百万円

②期中平均株式数 18年11月中間期 27,537株 17年11月中間期 27,210株 18年５月期 27,210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）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11月中間期 2,603 1,433 55.1 49,077 22

17年11月中間期 1,594 711 44.6 26,141 91

18年５月期 2,101 833 39.7 30,636 13
（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 29,210株 17年11月中間期 27,210株 18年５月期 27,210株

      ②期末自己株式数 18年11月中間期 ― 株 17年11月中間期 ― 株 18年５月期 ― 株 

(3）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11月中間期 △374 △600 443 515

17年11月中間期 △36 △7 △56 456

18年５月期 171 11 306 1,047

２．平成19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 6,892 190 184

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6,329円24銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間決算期 期末 年間

18年５月期 ― ― ―

19年５月期（実績） ― ―
―

19年５月期（予想） ― ―

 

※　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。
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１．企業集団の状況
 

　当社は、子会社および関連会社を有しておりませんので、事業内容について記載致します。

　当社は、インターネットを活用して顧客企業に最適なインターネット・マーケティングソリューションを提供する“イ

ンタラクティブ・エージェンシー”です。

　当社の事業は、（1）顧客企業のインターネットを活用したマーケティング展開をワンストップで担う「デジタルマーケ

ティング事業」、（2）顧客企業が必要とする費用対効果の高い広告メディア、マーケティングツールを提供する「メディ

ア＆ツール事業」の２つの事業によって構成されております。デジタルマーケティング事業では、ますます高度化・複雑

化する顧客企業のニーズに応えるため、インターネット広告やWebサイト制作など一部のサービスに偏ることなく、イン

ターネット・マーケティングに必要なあらゆるサービスをワンストップで提供しております。そして、メディア＆ツール

事業では、これまで数多くの大手顧客企業に提供してきたデジタルマーケティング事業でのサービスの経験とノウハウに

基づいて、費用対効果の高い商品を自社開発し提供しております。この２つの事業を同時展開することは、デジタルマー

ケティング事業での高度な経験・ノウハウが新たに効率的なメディアやツールを生み出し、それらのメディア・ツールは

単独でも顧客企業のマーケティング成果の向上に貢献すると同時に、デジタルマーケティング事業でのソリューションに

組み込まれることで更に高度で効率的なマーケティングソリューションにつながるという相乗効果を生み出します。当社

はこの２つの事業を通じて顧客企業のマーケティング効果を最大化しつつ、顧客と共に成長するＷｉｎ－Ｗｉｎのビジネ

スモデルを構築しております。

 《※１》メディアレップ（メディア・レプレゼンタディブ）

インターネット上の広告代理店のこと。メディアの代わりに広告枠を開発し、販売する。 
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２．経営方針
(1)会社の経営の基本方針

　 　当社は消費者視点を軸としたデジタルマーケティング・インテグレーションを通じて、顧客企業のインターネット

 　を活用したマーケティング活動を支援することで、消費者にとって便利なインターネット社会の創造に積極的に貢献

 　していくことを経営方針としております。

　　 インタラクティブ・エージェンシーとして、従来のインターネットマーケティングのあり方を根底から変えること

　 で、企業のインターネットマーケティングにおけるROI(投資対効果)の最大化を支援する№１企業を目指しておりま

 　す。ROIの最大化の為に、Webサイト制作、インターネット広告といった個別のサービスを提供するのではなく、顧客

　 にとって必要な各種サービスを全体最適化を図ったうえで、ワンストップで提供しております。

　 

(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長期的かつ総合的な利益還元を重要な経営目標として位置づけており、積極的に利益還元を実

　 施していく方針であります。しかしながら、当面は中期経営計画に基づいた新規事業展開および既存事業の拡大に注

 　力する為の資金需要が予測されることから、内部留保を優先しつつ、株主への利益還元を検討致します。

(3)目標とする経営指標

　 　当社では、売上高と営業利益、営業利益率を重要な経営指標として意識しており、中期的には2009年5月期時点で

 　売上11,200百万円、営業利益850百万円、営業利益率7.6％を目指しております。

　 　

(4)中長期的な会社の経営戦略

　 　中核事業であるデジタルマーケティング事業における期中取引社数を2009年5月期までに500社まで拡大すること

　 で、売上を拡大し、安定化させると同時に、メディア＆ツール事業の自社商品の販売先を拡大する計画でおります。

 　利益面においては、粗利益率の高い自社商品部門であるメディア＆ツール事業の全社売上に対する構成比率を2009年

 　5月期に25％まで高め、全社の営業利益率を2006年5月期の4.4％から7.6％まで引き上げる計画でおります。

(5)会社の対処すべき課題

　 　当社の属するインターネットマーケティング関連の市場は年々拡大し、顧客企業がインターネットマーケティング

 　に投下する予算規模も年々拡大していると考えられます。一方では、顧客企業から求められるサービス水準も高くな

 　り、かつワンストップでの各種施策・サービス提供に対するニーズも拡大していると考えております。当社はこれま

 　でも顧客企業のマーケティング効果を最大化する観点よりワンストップでのサービス提供を推進しておりますが、同

 　様に競合企業もワンストップ化を指向し始めています。従って当社としては、当社の強み・特徴を強く打ち出し、現

 　状の優位性を生かして逸早く顧客数を拡大することが重要な課題であると考えております。

　　 また、利益率を高め、安定的な売上を確保する為に、自社独自の商品部門であるメディア＆ツール事業の売上高構

 　成比率を高めていく必要があると考えております。その為には、既存の商品・サービスの拡販だけでなく、当事業年

 　度に新たに投入致しました、Web2.0時代に対応した大口広告主向けアフィリエイトネットワーク構築サービス

　「M-LINK」のような高収益かつ収益逓増型のサービスを拡販していくことが必要であると認識しております。

　   これらの課題に対処するため、（1）新卒採用を含めた優秀な人材の確保、（2）高い水準の顧客ニーズに適応でき

　 る人材の育成、そのための各種研修制度の充実、（3）会社の拡大・成長を支える経営管理部門の体制拡充を行ってま

 　いります。

(6)親会社等に関する事項

　 当社は、親会社を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
 

(1)経営成績

　 当中間会計期間（平成18年6月1日～平成18年11月30日）における市場環境につきましては、ADSL、FTTH(光ファイ

 バーによる家庭向けのデータ通信サービス）や第三世代携帯電話などのブロードバンドでの常時接続インターネット

 利用者の増加に伴い、EC（電子商取引）市場の拡大およびインターネット広告市場の拡大など、前事業年度に引き続

 き拡大基調にあります。このような環境の中、当社は中期計画に沿って、新規事業の立ち上げ、既存事業の収益力お

 よび営業力の強化を行ってまいりました。また、2006年11月2日には名証セントレックスへ上場致しました。

　その結果、当中間会計期間の売上高は2,605百万円(前中間会計期間比13.3％増）と過去最高を記録、営業利益は91百

 万円（前中間会計期間比13.3％減）、経常利益は61百万円(前会計期間比40.5％減）、中間純利益は67百万円（前中間

 会計期間比34.2％減）となりました。

 

　 (重点施策とその途中経過）

 ①デジタルマーケティング事業における顧客数の拡大

　　 デジタルマーケティング事業において、2009年5月期中の取引顧客数500社を目指しております。前事業度の通期

 　での取引顧客数である238社に対して、当事業年度は、当中間期末時点ですでに216社に達しており、取引顧客数の

 　拡大は順調に推移しております。　　　 

 ②自社商品（メディア＆ツール事業）の強化

　　 広告主のブランド名を用いた広告主独自のアフィリエイトネットワークの構築・運用を代行する「M-LINK」の

　 サービスを開始致しました。当事業年度中に80社でのサービス開始を目標としておりますが、サービス開始から

　 2ヶ月で既に36社から受注しており、順調に顧客開拓が進捗しております。

 ③新卒採用および人材育成

　 　当事業年度より、インターネットマーケティングプランナーの自社内育成を目的とした「メンバーズカレッジ」

　 および次世代のビジネスリーダー育成を目的とした「社長塾」を開始致しました。

 

(2)財政状態

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に株式の発行による収入により前中

間会計期間末に比べ59,387千円増加し、当中間会計期間末には515,567千円となりました。

　当中間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）

　当中間会計期間において営業活動の結果使用した資金は、△374,594千円（前年同期は△36,246千円）となりまし

た。

　これは主に、税引前中間純利益68,305千円、売上債権の増加△194,778千円、その他流動資産の増加△206,511千

円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）

　当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、△600,603千円（前年同期は△7,577千円）となりまし

た。

　これは主に、定期預金の預入による支出△600,000千円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）

　当中間会計期間において財務活動の結果得られた資金は、443,509千円（前年同期は△56,996千円）となりました。

　これは主に、長期借入金の返済による支出△82,000千円、株式発行による収入525,509千円によるものであります。
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　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 
平成17年５月期 平成18年５月期 平成19年５月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 46.3 42.4 44.6 39.7 55.1

時価ベースの自己資本比率（％） ― ― ― ― 138.0

債務償還年数（年） ― 0.7 ― 2.8 ―

インタレスト・カバレッジ・レ
シオ（倍）

― 39.9 ― 36.3 ―

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

（注）１. 平成18年５月期までは非上場であったため、時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。

      ２. 有利子負債は、貸借対照表（中間貸借対照表）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。

      ３. 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書（中間キャッシュ・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。

      ４. 平成17年５月期中間、平成18年５月期中間および平成19年５月期中間は、営業キャッシュ・フローがマイナス

　　　　のため債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。

 

(3)通期の見通し

　 平成19年5月期において当社は、売上高6,892百万円、営業利益234百万円、経常利益190百万円、当期純利益184百万

 円となる見通しです。

(4)事業等のリスク

 　当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には

 主として以下のようなものがあります。なお、本項において将来に関する事項は、別段の記載がない限り中間決算短

 信提出日現在において当社が判断したものであり、不確実性を内在しているため実際の結果と異なる可能性がありま

 す。

①当社の事業を取り巻く環境について

　当社は、デジタルマーケティング事業を中心に事業展開しており、デジタルマーケティングに関するコンサルティン

グ、プランニング等の付加価値の高いサービス、各種マーケティング施策のワンストップ提供等を強みとしております。

しかし、インターネット関連業界は、参入障壁が低く、技術進歩のスピードが速いことから、今後の新規参入、新技術・

サービスの出現等によって当社の強みが消失し、当社主力業務の規模縮小等の可能性があります。

また、デジタルマーケティング事業に関連するWebインテグレーション市場、ネット広告市場は、従来、新興企業が中心

となっておりましたが、昨今は有力企業間でのグループ化が進展しつつあり、既存の大手企業を中心とした業界再編等

により、当社の市場の支配力の低下等の可能性があり、その結果、当社の経営成績に悪影響が及ぶ可能性があります。

　そして、一般に広告市場は景気の動向に左右されやすい傾向があります。インターネット広告は他の広告に比して成

長市場ではありますが、景気動向により成長率が鈍化する可能性があります。従って、わが国経済の景気変動が当社の

経営成績にも影響を及ぼす可能性があります。

②業績推移について

　当社は、新規事業等を積極的に展開してまいりましたが、必ずしも全ての新規事業が計画通りの成果をあげたわけで

はございません。当社は今後も、当社の事業内容を陳腐化させないために、インタラクティブ・エージェンシーとして

の業務に軸足を置いたうえで新規事業の展開を積極的に進めていく予定でありますが、新規事業の開始後、社会のニー

ズに合致しないこととなる場合もありえます。その場合には投資額の回収が困難となり、当社の業績及び財務状況に影

－ 5 －



響を及ぼす可能性があります。

③売上計上の季節性について

　当社の主力事業であるデジタルマーケティング事業は、顧客からホームページ制作業務、広告代理業務等を受託する

受注型の業務が主体であるため、当社の中間・年度決算期末である11月、5月、及び顧客の決算期末の多い3月に売上の

比率が高くなる傾向があります。

④広告業界の取引慣行について

　広告業界の取引慣行として、広告会社は、自己の名と責任でメディア会社等と取引を行うこととなっており、そのこ

とはインターネット広告業界においても変わりはありません。従って、当社は、広告主が倒産等により広告料を支払う

ことが不能となった場合でも、メディア会社等に対しては広告料の支払義務を負うこととなり、広告主の信用リスクを

負担しております。当社は当該信用リスクを極小化させるために、一定の信用力のある優良企業と取引することが通常

ではありますが、当該リスクはなお残ります。

また、広告業界の取引慣行として、一般に、インターネット広告を含めた広告取引に係る契約について契約書その他の

書面が取り交わされることは少ないといえます。これは、広告取引においては取引当事者の信頼関係を基礎として迅速

且つ柔軟に契約の締結・変更に対応する必要性が高いためですが、反面、取引当事者の合意事項について齟齬が生じて

トラブルに発展するリスクがあります。当社は、このリスクを可及的に回避するために、広告取引に当たって顧客に発

注書の提出を要請する等契約内容を書面で残す努力を行っておりますが、顧客によっては発注書の提出要請に応じない

場合もあります。従って、書面化されていない広告取引に係る契約の成立又は内容についてトラブルが発生するリスク

は残ります。

⑤外注の活用について

　当社では、Webインテグレーション部門を中心に外注業者（パートナー企業）を積極的に活用しております。これは、

当社の強みが、収益性の高いコンサルティング、プランニング等のプロジェクトの上流部分にあることから、そこに当

社の経営資源を集中させるためです。現状では、パートナー企業が多数存在するため、代替性のない特定のパートナー

企業に、当社の営業戦略上重要な業務を委託していることはありません。しかしながら、今後特定のパートナー企業に

ついて当社の営業戦略上の重要性が増す可能性があることは否定できず、その場合、そのパートナー企業に不測の事態

が生じ又は市場の逼迫等によりパートナー企業への発注費用が上昇すると、当社の事業及び業績に影響を与える可能性

があります。

　また、当社は、パートナー企業の選定を、その業績、業界での評判、従前の当社との取引関係等を勘案して慎重に

行っており、これに加えて、パートナー企業選定後も、パートナー企業の業務運営の監督及びその提供する成果物の検

収を厳正に行っております。しかし、パートナー企業の提供する成果物に隠れたる瑕疵が存在する可能性がないとはい

えず、当該瑕疵により当社顧客が損害を蒙った場合、当社に対する損害賠償の請求その他の責任追及又は当社の社会的

信用の失墜等によって当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥システムトラブルについて

　当社の業務はコンピューターシステムに依存しており、またインターネット回線を通じての顧客企業との取引もある

ことから、システム障害、自然災害、テロ等によりコンピューターシステムが停止し、又はインターネット回線の接続

が不能となった場合、当社の業務の遂行に支障を来たすリスクがあり、当該リスクが顕在化すると、機会損失の発生、

代金の返還、損害賠償の支払、社会的信用の失墜等を通じて当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦情報セキュリティ及び個人情報保護について

　当社は、システム上の瑕疵、コンピューターウィルス、不正アクセス等に起因するシステム障害、情報の流出・漏洩・

改竄等のリスクを未然に防止して情報セキュリティを確保することにより、顧客の機密情報及び個人情報を適切に保護

することが、当社に対する顧客の信用の根幹をなすものであり、経営上の最重要課題であると考えております。そのた

め、当社は、財団法人日本情報処理協会のプライバシーマークや国際認証企画「ISO/IEC27001」および国内規格

「JISQ27001」を取得し、これらの管理手法に基づく情報の適正管理を継続的に行うことにより情報セキュリティ体制を

構築・運営しております。しかしながら、こうした対策を講じていても、情報セキュリティ体制に完全はなく、新種の

コンピューターウィルスの出現等により、顧客の機密情報又は個人情報の漏洩、改竄が生じる余地が考えられ、その場
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合、当社に対する損害賠償の請求その他の責任追及や当社の社会的信用の失墜等を通じて当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。

⑧法的規制について

　当社のデジタルマーケティング事業に関して、現在のところ、その阻害要因となる直接的な法規制又はインターネッ

ト広告業界の自主規制はありません。しかし、インターネット取引が普及する一方で、インターネット広告を悪用した

犯罪が頻発する等、社会情勢が大きく変化すると、インターネット広告事業等に係る法規制又はインターネット広告業

界の自主規制が強化される可能性があります。現時点でその規制内容を予測することは困難ではありますが、その内容

如何によっては、当社の事業展開に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

　また、広告主を規制する法律としては、不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律等があります。広

告主がこれらの法律は違反しても直ちに広告代理事業者の広告取引が違法となるわけではありませんが、広告代理事業

者である当社の行為が広告主の違法行為を助長するものとして損害賠償の対象となり又は当社の社会的評判が失墜する

リスクがあります。当社は、一定の信用力のある広告主とのみ広告取引を行い、風俗営業に係る広告取引を行わないこ

とを基本方針としており、違法な広告の掲載に関与しないための防止策をとっておりますが、上記リスクが顕在化する

余地がないとはいえません。

　また、当社は既述のように、Webインテグレーション部門を中心に外注業者を積極的に活用しておりますが、当社が小

規模事業者を外注先として選定して取引する場合、当社がその相対的な優越的地位を濫用して代金支払の遅延等を行う

と、下請代金支払遅延等防止法に違反するものとして、公正取引委員会からその是正を勧告され又は原状回復措置を求

められるリスクがあります。当社では現在までこうしたリスクが顕在化した例はなく、また、顕在化しないように契約

管理をしておりますが、当該リスクが完全にないとはいえません。

⑨知的財産権について

　当社は、第三者の特許権、著作権等の知的財産権を侵害することのないように、システム開発、ホームページの制作

等の業務を行っておりますが、当社開発物・制作物の全てにつき特許権等の侵害の有無を厳密に調査することは不可能

であり、当該開発物・制作物が第三者の知的財産権を侵害していない保証はありません。万一、当社が第三者の知的財

産権を侵害した場合には、当該開発物・制作物の使用の差止請求、損害賠償請求、使用許諾料の支払請求等により、当

社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

　⑩人材の確保及び育成について

　当社が、参入障壁が低く、技術進歩のスピードが速いインターネット業界において、高付加価値のサービスの提供を

継続し、拡大するためには、高度な専門的知識・能力を有する人材の確保・育成が最重要課題であります。しかし、イ

ンターネット業界は比較的新しく且つ急成長している業界であることから人材の裾野は広くなく、また、昨今のデジタ

ル業界を中心とした国内全般の好景気により技術者に対する需要が高まっていることから、優秀な人材の中途採用が困

難となっております。当社では、既存の従業員の離職率を抑えることのほか新卒を採用して教育する方針を強めており

ますが、事業拡大の速度に比して新卒採用者の戦力化が遅れる場合、又は育成した社員の離職率が高い場合等には、当

社の経営成績に悪影響が及ぶ可能性があります。

⑪配当政策について

　当社は、株主に対する利益還元を、経営の最重要課題の一つとして位置付けております。しかしながら、今後も剰余

金の処分に当たって、当面は事業拡大のための内部留保の充実に注力する方針です。しかし、事業規模、収益が安定成

長期に入ったと判断された段階で、経営成績、財政状況を勘案しながら、配当等による総合的な株主への利益還元を検

討していく所存であります。ただ、将来の経営成績、財政状況によっては、株主への配当等による利益還元が困難とな

る場合がありえます。

⑫ストックオプションについて

　当社は、長期的な企業価値の向上に対する役員及び従業員等の士気を高める目的等のため、ストックオプションを発

行しております。現在発行し又は今後発行するストックオプションが行使された場合、発行済株式総数が増加し、1株当

たりの株式価値が希薄化する可能性があり、この株式価値の希薄化が株価形成に影響を及ぼす可能性があります。　　

－ 7 －



４．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11月30日）
当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
対前中間
期比

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年５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  456,180   1,115,567    1,047,257   

２　受取手形  23,858   25,376    23,876   

３　売掛金  778,779   952,142    754,593   

４　信託売掛債権  ―   ―    4,550   

５　たな卸資産  112,890   87,315    60,441   

６　未収入金  ―   198,256    ―   

７　その他  27,796   41,683    33,597   

８　貸倒引当金  △18,527   △4,890    △18,064   

流動資産合計   1,380,978 86.6  2,415,451 92.8 1,034,472  1,906,251 90.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１ 69,975   55,474   △14,501 61,865   

２　無形固定資産  5,818   3,618   △2,199 4,642   

３　投資その他の
資産

           

(1）敷金保証金  102,384   102,384    102,384   

(2）その他  35,179   26,238    26,459   

投資その他の
資産合計

 137,564   128,623   △8,940 128,843   

固定資産合計   213,358 13.4  187,716 7.2 △25,642  195,352 9.3

資産合計   1,594,337 100.0  2,603,167 100.0 1,008,830  2,101,603 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年11月30日）
当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
対前中間
期比

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年５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　買掛金  576,992   501,985    541,794   

２　短期借入金  ―   100,000    100,000   

３　１年以内返済
予定長期借入
金

 68,182   152,000    168,000   

４　未払金  110,569   156,128    126,791   

５　賞与引当金  36,944   63,781    57,608   

６　その他 ※２ 26,141   33,727    45,799   

流動負債合計   818,830 51.4  1,007,622 38.7 188,791  1,039,994 49.5

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金  64,000   162,000    228,000   

２　その他  185   ―    ―   

固定負債合計   64,185 4.0  162,000 6.2 97,814  228,000 10.8

負債合計   883,015 55.4  1,169,622 44.9 286,606  1,267,994 60.3

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   500,000 31.4  ― ― ―  ― ―

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金  130,463   ―    ―   

資本剰余金合計   130,463 8.2  ― ― ―  ― ―

Ⅲ　利益剰余金            

１　中間(当期)未
処分利益

 80,588   ―    ―   

利益剰余金合計   80,588 5.0  ― ― ―  ― ―

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  270 0.0  ― ― ―  ― ―

資本合計   711,321 44.6  ― ― ―  ― ―

負債資本合計   1,594,337 100.0  ― ― ―  ― ―
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前中間会計期間末
（平成17年11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５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
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   － －  766,800 29.5 ―  500,000 23.8

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  －   397,263    130,463   

資本剰余金合
計

  － －  397,263 15.2 ―  130,463 6.2

３　利益剰余金            

(1）その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 －   270,633   ― 203,472   

利益剰余金合
計

  － －  270,633 10.4 ―  203,472 9.7

株主資本合計   － －  1,434,697 55.1 ―  833,936 39.7

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  － －  △1,151 △0.0 ―  △326 △0.0

評価・換算差額
等合計

  － －  △1,151 △0.0 ―  △326 △0.0

純資産合計   － －  1,433,545 55.1 ―  833,609 39.7

負債純資産合計   － －  2,603,167 100.0 ―  2,101,603 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

対前中間
期比

前事業年度要約損益計算書
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,298,987 100.0  2,605,570 100.0 306,583  5,310,146 100.0

Ⅱ　売上原価   1,850,312 80.5  2,089,980 80.2 239,667  4,337,050 81.7

売上総利益   448,675 19.5  515,590 19.8 66,915  973,096 18.3

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  342,987 14.9  423,993 16.3 81,006  740,715 13.9

営業利益   105,687 4.6  91,597 3.5 △14,090  232,381 4.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  3,689 0.2  1,245 0.0 △2,444  4,225 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  6,050 0.3  31,335 1.2 25,285  15,694 0.3

経常利益   103,326 4.5  61,506 2.3 △41,820  220,912 4.2

Ⅵ　特別利益 ※３  3 0.0  13,173 0.5 13,169  6,507 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  119 0.0  6,373 0.2 6,254  179 0.0

税引前中間
（当期）純利
益

  103,210 4.5  68,305 2.6 △34,904  227,240 4.3

法人税、住民
税及び事業税

  1,145 0.0  1,145 0.0 0  2,290 0.0

中間（当期）
純利益

  102,065 4.5  67,160 2.6 △34,904  224,950 4.2

前期繰越損失   21,477   ―    ―  

中間未処分利
益

  80,588   ―    ―  
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(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６月１日　至　平成18年11月30日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本準備金

 資本
剰余金
合計

 その他
利益剰余金  利益

剰余金
合計

繰越
利益剰余金

平成18年５月31日　残高
（千円）

500,000 130,463 130,463 203,472 203,472 833,936 △326 833,609

中間会計期間中の変動額

新株の発行 266,800 266,800 266,800   533,600  533,600

中間純利益    67,160 67,160 67,160  67,160

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

      △824 △824

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

266,800 266,800 266,800 67,160 67,160 600,760 △824 599,936

平成18年11月30日　残高
（千円）

766,800 397,263 397,263 270,633 270,633 1,434,697 △1,151 1,433,545

前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金資本準備金

 資本
剰余金
合計

 その他
利益剰余金  利益

剰余金
合計

繰越
利益剰余金

平成17年５月31日　残高
（千円）

500,000 130,463 130,463 △21,477 △21,477 608,985 43 609,028

事業年度中の変動額

当期純利益    224,950 224,950 224,950  224,950

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

      △370 △370

事業年度中の変動額合計
（千円）

― ― ― 224,950 224,950 224,950 △370 224,580

平成18年５月31日　残高
（千円）

500,000 130,463 130,463 203,472 203,472 833,936 △326 833,609
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

対前中間期比

前事業年度要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 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

     

１　税引前中間（当期）
純利益

 103,210 68,305  227,240

２　減価償却費  9,283 7,006  18,546

３　貸倒引当金の増減額  5,937 △13,173  5,474

４　賞与引当金の増減額  △4,600 6,172  16,062

５　受取利息及び受取配
当金

 △672 △134  △961

６　支払利息  2,400 3,136  4,748

７　投資有価証券売却益  △3 ―  △6,507

８　固定資産除却損  100 409  123

９　売上債権の増加額  △258,114 △194,778  △234,909

10　たな卸資産の増減額  △28,110 △26,874  24,337

11　その他の流動資産の
増減額

 14,802 △206,511  4,404

12　仕入債務の増減額  112,026 △39,809  76,980

13　その他の流動負債の
増加額

 12,691 17,544  44,589

14　その他  △1,350 8,090  △955

小計  △32,399 △370,616 △338,216 179,175

15　利息及び配当金の受
取額

 672 117  961

16　利息の支払額  △2,229 △2,950  △4,737

17　法人税等の支払額  △2,290 △1,145  △3,435

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △36,246 △374,594 △338,348 171,964
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前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

対前中間期比

前事業年度要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 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

     

１　有形固定資産の取得
による支出

 △1,135 ―  △1,135

２　定期預金の預入によ
る支出

 ― △600,000  ―

３　投資有価証券の取得
による支出

 △8,160 △603  △24,291

４　投資有価証券の売却
による収入

 14 ―  10,014

５　貸付金の回収による
収入

 2,212 ―  27,392

６　その他の投資による
支出

 △510 ―  △510

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △7,577 △600,603 △593,026 11,470

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

１　短期借入金の増加額  ― ―  100,000

２　長期借入れによる収
入

 ― ―  300,000

３　長期借入金の返済に
よる支出

 △56,996 △82,000  △93,178

４　株式の発行による収
入

 ― 525,509  ―

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △56,996 443,509 500,505 306,822

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 ― ―  ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 △100,820 △531,689 △430,869 490,256

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 557,000 1,047,257 490,256 557,000

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 456,180 515,567 59,387 1,047,257
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１　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）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　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）

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）たな卸資産

商品

　総平均法による原価法

(2）たな卸資産

商品

同左

(2）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

　個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

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

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　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）に基づく定額法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

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）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給見

込額のうち当中間会計期間の負担

額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給見

込額のうち当期の負担額を計上し

ております。

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　中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、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短期的な投資

からなっております。

同左 同左

６　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

　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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間から「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。

 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

　当事業年度から「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会

計基準)

 当事業年度より、「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

833,609千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。

 

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11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「未収入金」（前中間会計期間175千

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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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11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

47,121千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

56,569千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

54,989千円

※２　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、流動負債の「その他」に含めて

表示しております。

※２　消費税等の取扱い

同左

※２　　　　　─────

３　当社は、運用資金の効率的な調整を行

うため取引銀行２行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

　当中間会計期間末における当座貸越契

約及び貸出コミットメントに係る借入金

未実行残高等は、次のとおりであります。

３　当社は、運用資金の効率的な調整を行

うため取引銀行２行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

　当中間会計期間末における当座貸越契

約及び貸出コミットメントに係る借入金

未実行残高等は、次のとおりであります。

３　当社は、運用資金の効率的な調整を行

うため取引銀行２行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。

　当事業年度末における当座貸越契約及

び貸出コミットメントに係る借入金未実

行残高等は、次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミットメン

トの総額

 300,000千円

借入実行残高 ―

差引額 300,000

当座貸越極度額及び貸出コミットメン

トの総額

 300,000千円

借入実行残高 ―

差引額 300,000

当座貸越極度額及び貸出コミットメン

トの総額

 300,000千円

借入実行残高 ―

差引額 300,000

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 672千円

受取手数料 2,500千円

受取利息配当金 134千円 受取利息配当金 961千円

受取手数料 2,500千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 2,348千円

公開準備費用 3,625千円

支払利息 3,136千円

上場準備費用 18,460千円

株式交付費 8,090千円

支払利息 4,748千円

上場準備費用 10,800千円

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益 3千円 貸倒引当金戻入益 13,173千円 投資有価証券売却益 6,507千円

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 119千円 固定資産除却損 409千円

たな卸資産廃棄損 5,964千円

固定資産除却損 179千円

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 8,107千円

無形固定資産 1,175千円

有形固定資産 5,982千円

無形固定資産 1,023千円

有形固定資産 16,194千円

無形固定資産 2,351千円
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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６月１日　至　平成18年11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

 前事業年度末株式数
当中間会計期間増加

株式数

当中間会計期間減少

株式数

当中間会計期間末

株式数

 発行済株式 27,210 2,000 － 29,210

 　　普通株式（注） 27,210 2,000 － 29,210

合計 27,210 2,000 － 29,210

 （注）普通株式の発行済株式数の増加は、株式上場に伴う新株の発行による増加であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計

期間末残高

（千円）
前事業年度末 

当中間会計

期間増加 

当中間会計

期間減少 

当中間会計

期間末 

 提出会社
 平成14年新株予約権　  　普通株式 1,183 － － 1,183 －

 平成16年新株予約権  　普通株式 673 － － 673 －

 平成17年新株予約権（注）１ 　 普通株式 　　518 － 10     508 －

 合計  －  2,374  － 10  2,364 －

（注）１．平成17年新株予約権の減少は、社員の退職に伴う権利失効によるものであります。

２．上表の新株予約権のうち、平成14年新株予約権、平成16年新株予約権は行使期間が到来しておりますが、新株

予約権の行使の条件により、当社が名古屋証券取引所セントレックス市場に上場した平成18年11月２日から６ヶ

月経過後に行使可能となっております。平成17年新株予約権は、行使期間未到来です。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31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

 前事業年度末株式数
当事業年度増加

株式数

当事業年度減少

株式数
当事業年度末株式数

 発行済株式 27,210 － － 27,210

 　　普通株式 27,210 － － 27,210

 合計 27,210 － － 27,210

 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度末

残高

（千円）
前事業年度末 

当事業年度

増加 

当事業年度

減少 
当事業年度末 

 提出会社
 平成14年新株予約権　  　普通株式 1,184 － 1 1,183 －

 平成16年新株予約権  　普通株式 738 － 65 673 －

 平成17年新株予約権 　 普通株式 　　－ 528      10     518 －

 合計  －  1,922  528 76  2,374 －

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

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

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

現金及び預金中間期末残高 456,180千円

現金及び現金同等物中間期末

残高
456,180千円

現金及び預金中間期末残高 1,115,567千円

預入期間が３か月を

超える定期預金

 

△600,000千円

現金及び現金同等物中間期末

残高
515,567千円

現金及び預金期末残高 1,047,257千円

現金及び現金同等物期末残高 1,047,257千円

①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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）

有形固定資産
（器具及び備
品）

64,705 20,758 43,946

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

60,130 16,676 43,453

合計 124,835 37,435 87,400

 

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）

有形固定資産
（器具及び備
品）

109,960 45,262 64,697

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

137,162 42,697 94,465

合計 247,122 87,959 159,162

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）

有形固定資産
（器具及び備
品）

98,644 32,257 66,386

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

85,573 26,519 59,053

合計 184,217 58,776 125,440

(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 30,235千円

１年超 59,454千円

合計 89,689千円

１年内 61,983千円

１年超 101,823千円

合計 163,807千円

１年内 46,883千円

１年超 82,502千円

合計 129,386千円

(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 15,509千円

減価償却費相当額 14,366千円

支払利息相当額 1,869千円

支払リース料 31,427千円

減価償却費相当額 29,183千円

支払利息相当額 2,943千円

支払リース料 37,622千円

減価償却費相当額 35,707千円

支払利息相当額 4,277千円

(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

前中間会計期間末（平成17年11月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①　株式 1,594 2,050 455

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

計 1,594 2,050 455

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 12,055

計 12,055

当中間会計期間末（平成18年11月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①　株式 2,796 1,645 △1,151

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

計 2,796 1,645 △1,151

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 24,093

計 24,093
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前事業年度末（平成18年５月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

①　株式 2,192 1,865 △326

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

計 2,192 1,865 △326

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 24,093

計 24,093

③　デリバティブ取引

前中間会計期間末（平成17年11月30日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成18年11月30日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

前事業年度末（平成18年５月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

④　ストック・オプション等関係

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

　

 

⑤　持分法損益等

前中間会計期間（自　平成17年６月１日　至　平成17年11月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 26,141円91銭 49,077円22銭 30,636円13銭

１株当たり中間（当期）純利益金

額
3,751円03銭 2,438円85銭 8,267円20銭

 潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、新株予約権の残

高がありますが、当社株式が非上

場・非登録であり、期中平均株価

の算出が困難であるため記載して

おりません。

2,294円07銭 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、新株予約権の残

高がありますが、当社株式が非上

場であり、期中平均株価の算出が

困難である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。

項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額     

中間（当期）純利益金額 （千円） 102,065 67,160 224,950

普通株主に帰属しない金額 （千円） ─ ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益 （千円） 102,065 67,160 224,950

期中平均株式数 （株） 27,210 27,537 27,210

     

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
    

 中間（当期）純利益調整額 （千円） ― ― ―

 普通株式増加数 （株） ― 1,738 ―

（うち新株予約権） （株） ― （1,738） ―

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

新株予約権

　株主総会の特別決議日

　平成14年８月27日

　　　　　　 　　1,183個

　平成16年８月26日 718個

　平成17年８月26日 528個

 

─────― 新株予約権

　株主総会の特別決議日

　平成14年８月27日

　　　　　　 　　1,183個

　平成16年８月26日 673個

  平成17年８月26日 518個
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５．制作、受注及び販売の状況

(1）制作実績  

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

デジタルマーケティング事業 965,535 121.3

メディア＆ツール事業 324,684 148.4

合計 1,290,219 127.2

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。

２．上記金額は、製造原価によっております。

(2）広告及び商品の仕入実績  

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

デジタルマーケティング事業 820,388 94.5

メディア＆ツール事業 12,210 122,340.8

合計 832,599 95.9

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。

　　　２．上記金額は、仕入価格によっております。

３．メディア＆ツール事業の金額が前中間会計期間に比べ122,340.8％増加しましたのは、主に、アフィリエイト事

業の拡大に伴う広告仕入の増加によるものであります。

(3）受注状況  

区分 受注高（千円）  前年同期比（％） 受注残高（千円）  前年同期比（％）

デジタルマーケティング事業 2,199,861 104.1 301,672 100.9

メディア＆ツール事業 343,811 118.3 33,115 107.4

合計 2,543,673 105.8 344,787 101.5

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。

２．上記金額は、販売価格によっております。

(4）販売実績  

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

デジタルマーケティング事業 2,223,536 111.0

メディア＆ツール事業 382,034 129.4

合計 2,605,570 113.3

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。

２．前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、

次のとおりであります。

相手先

前中間会計期間
至　平成17年６月1日）

（自　平成17年11月30日

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

SBIイコール・クレジット株式会社 358,808 15.6 300,191 11.5 

－ 24 －


