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１．平成19年2月期の業績（平成18年3月1日～平成19年2月28日） 

(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
19年 2月期 
18年 2月期 

百万円   ％ 
  7,935（ 57.7） 
5,032（ 63.5） 

百万円   ％ 
622（ △7.6） 
673（ 40.8） 

百万円   ％ 
644（ △6.3） 
687（ 51.0） 

 

 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

 
19年 2月期 
18年 2月期 

百万円   ％ 
288（△26.9） 

        394（  57.5） 

円  銭 
2,171.60 
3,076.45 

円  銭 
 2,162.95 
 2,966.77 

％ 
8.5 
13.1 

％ 
13.5 
18.6 

％ 
8.1 
13.7 

 
(注)① 期中平均株式数 19年2月期 132,816株  18年2月期 128,320株  

② 会計処理の方法の変更   無 

③ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 

 (2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年 2月期 
18年 2月期 

百万円 
5,359 
4,148 

百万円 
3,502 
3,312 

％ 
65.3 
79.9      

円   銭 
26,329.17 
24,975.71 

 
(注)① 期末発行済株式数 19年2月期 133,018株  18年2月期 132,628株  

② 期末自己株式数 19年2月期 2株  18年2月期 2株  

 

２．平成20年2月期の業績予想（平成19年3月１日～平成20年2月29日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

中間期 

通 期 

百万円 

4,200 

10,100 

百万円 

△390 

930 

百万円 

△240 

500 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  3,758円89銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり年間配当金 

 中 間 期 末 年 間 
配当金総額 配当性向 

純資産 
配当率 

 
18年 2月期 
19年 2月期 

円  銭 
―  
―  

円  銭 
800  00 
800  00 

円  銭 
800  00 
800  00 

百万円 
   106 

106   

％   
   26.0 

36.8 

％ 
   3.4 

3.1         

20年 2月期（予想） ―  800  00 800  00    

 

 

※記載数値は百万円未満を切り捨てて表示しております。また、上記業績予想につきましては現在当社が入手可能な

情報に基づき作成したもので、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、

１株当たり当期純利益の計算には、平成19年２月期の期末発行済株式数を使用しております。 
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個別財務諸表等 

（１） 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（平成19年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

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   2,017,662   1,431,215  

２．売掛金 ※３  944,273   1,752,627  

３．貯蔵品   20,128   12,251  

４．前払費用   77,456   82,946  

５．繰延税金資産   71,346   99,631  

６．その他 ※３  4,352   44,769  

貸倒引当金   △9,334   △17,663  

流動資産合計   3,125,885 75.4  3,405,777 63.5 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1)建物  143,116   200,638   

減価償却累計額  28,508 114,607  46,761 153,877  

(2)車両及び運搬具  4,775   4,775   

減価償却累計額  4,536 238  4,536 238  

(3)工具器具及び備品  201,737   355,245   

減価償却累計額  77,270 124,466  140,696 214,549  

(4)土地   408   408  

有形固定資産合計   239,721   369,073  

２．無形固定資産        

(1)商標権   1,146   1,014  

(2)電話加入権   425   425  

(3)ソフトウエア   230,956   385,698  

(4)ソフトウエア仮勘定   32,126   12,050  

無形固定資産合計   264,654   399,189  
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前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（平成19年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

３．投資その他の資産        

(1)関係会社株式   108,789   668,789  

(2)長期前払費用   1,902   3,131  

(3)繰延税金資産   11,618   17,459  

(4)敷金   382,433   482,601  

(5)差入保証金   1,800   ―  

(6)保険積立金   11,489   13,768  

(7)長期未収入金   12,606   11,395  

  貸倒引当金   △12,606   △11,395  

投資その他の資産合計   518,033   1,185,750  

固定資産合計   1,022,409 24.6  1,954,013 36.5 

資産合計   4,148,295 100.0  5,359,791 100.0 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金 ※３  44,862   69,005  

２．短期借入金   ―   1,000,000  

３．未払金   176,193   178,729  

４．未払費用   90,645   167,706  

５．未払法人税等   255,281   94,380  

６．未払消費税等   62,790   64,990  

７．預り金   8,422   11,911  

８．前受収益   100,222   145,823  

９．賞与引当金   94,067   117,256  

10．新株引受権   34   ―  

11．その他   1,897   6,535  

流動負債合計   834,417 20.1  1,856,337 34.7 

Ⅱ 固定負債        

１．預り保証金   1,400   1,200  

固定負債合計   1,400 0.0  1,200 0.0 

負債合計   835,817 20.1  1,857,537 34.7 
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前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（平成19年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  1,077,190 26.0  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金   1,499,754   ―  

資本剰余金合計   1,499,754 36.2  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金        

１．当期未処分利益   735,993   ―  

利益剰余金合計   735,993 17.7  ― ― 

Ⅳ 自己株式 ※２  △460 △0.0  ― ― 

資本合計   3,312,477 79.9  ― ― 

負債・資本合計   4,148,295 100.0  ― ― 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   ―   1,080,900 20.2 

２．資本剰余金        

(1)資本準備金   ―   1,503,498  

資本剰余金合計   ― ―  1,503,498 28.0 

３．利益剰余金        

(1)その他利益剰余金        

繰越利益剰余金   ―   918,314  

利益剰余金合計   ― ―  918,314 17.1 

４．自己株式   ― ―  △460 △0.0 

株主資本合計   ― ―  3,502,253 65.3 

純資産合計   ― ―  3,502,253 65.3 

負債・純資産合計   ― ―  5,359,791 100.0 
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（２） 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   5,032,118 100.0  7,935,898 100.0 

Ⅱ 売上原価   337,684 6.7  645,514 8.1 

売上総利益   4,694,434 93.3  7,290,383 91.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．役員報酬  74,520   58,766   

２．給与手当  1,021,201   2,135,126   

３．賞与引当金繰入  94,067   117,256   

４．福利厚生費  148,750   364,783   

５．採用教育費  223,512   256,264   

６．広告宣伝費  1,122,700   1,548,233   

７．貸倒引当金繰入  13,920   13,231   

８．地代家賃  346,187   487,501   

９．旅費交通費  62,450   126,712   

10．減価償却費  63,406   109,373   

11．その他  849,890 4,020,610 79.9 1,450,441 6,667,691 84.0 

営業利益   673,823 13.4  622,691 7.9 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  370   356   

２．受取配当金  3   ―   

３．業務受託料 ※１ 7,999   20,584   

４．その他  5,656 14,029 0.3 8,821 29,762 0.3 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  123   6,766   

２．新株発行費  290   ―   

３．その他  45 458 0.0 1,591 8,358 0.1 

経常利益   687,395 13.7  644,095 8.1 

Ⅵ 特別利益        

１．訴訟和解金  34,902 34,902 0.7 ― ― ― 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 8,554   136,094   

２．関係会社株式売却損 ※３ 14,185 22,740 0.5 ― 136,094 1.7 

税引前当期純利益   699,557 13.9  508,001 6.4 

法人税、住民税及び事業
税 

 346,399   253,703   

法人税等調整額  △41,611 304,787 6.1 △34,125 219,577 2.8 

当期純利益   394,769 7.8  288,423 3.6 

前期繰越利益   341,223   ―  

当期未処分利益   735,993   ―  
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売上原価明細書 

  
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費  14,920 4.4 ― ― 

Ⅱ 原稿制作費 ※２ 322,764 95.6 645,514 100.0 

当期売上原価  337,684 100.0 645,514 100.0 

 （注）※ 原稿制作費は、主に外注加工費及び減価償却費等であり、内訳は次のとおりであります。 

 項目 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日） 

 外注加工費（千円） 127,732 334,289 

 減価償却費（千円） 63,348 68,115 

 
 

（３） 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

 
利益処分計算書 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年５月27日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

    

Ⅰ 当期未処分利益   735,993 

Ⅱ 利益処分額    

配当金  106,102 106,102 

Ⅲ 次期繰越利益   629,890 

    

 
 



7 

株主資本等変動計算書 

当事業年度  (自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 繰越 

利益剰余金 

利益剰余

金合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年2月28日残高 

(千円) 
1,077,190 1,499,754 1,499,754 735,993 735,993 △460 3,312,477 

事業年度の変動額        

 新株の発行(千円) 3,710 3,744 3,744 ― ― ― 7,454 

 剰余金の配当 

(千円) （注） 
― ― ― △106,102 △106,102 ― △106,102 

 当期純利益(千円) ― ― ― 288,423 288,423 ― 288,423 

 株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額(千円) 

― ― ― ― ― ― ― 

事業年度中の変動額

合計(千円) 
3,710 3,744 3,744 182,321 182,321 ― 189,775 

平成19年2月28日残高

(千円) 
1,080,900 1,503,498 1,503,498 918,314 918,314 △460 3,502,253 

 

 新株予約権 純資産合計 

平成18年2月28日残

高 (千円) 
34 3,312,512 

事業年度の変動額   

 新株の発行(千円) ― 7,454 

 剰余金の配当 

(千円) 
― △106,102 

 当期純利益(千円) ― 288,423 

 株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額(千円) 

△34 △34 

事業年度中の変動額

合計(千円) 
△34 189,741 

平成19年2月28日残

高(千円) 
― 3,502,253 

（注）平成 18 年 5 月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

貯蔵品 

 最終仕入原価法 

 

貯蔵品 

同左 

 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        ３年～18年 

車両及び運搬具   ２年 

工具器具及び備品  ２年～15年 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、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

基づいております。 

(3) 長期前払費用 

定額法を採用しております。 

 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        ３年～18年 

車両及び運搬具   ２年 

工具器具及び備品  ２年～20年 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 
４．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(2)  

―――――― 

(1)  

―――――― 

 

(2) 株式交付費 

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒による損

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

可能性を勘案して回収不能見込額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当期負担額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

６．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 

７．その他財務諸表作成のた

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 
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会計処理方法の変更 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

───――── 

 

（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。 

 

(ストック・オプション等に関する会計基準等) 

当事業年度から「ストック・オプション等に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準適用指針第11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、3,502,253

千円であります。 
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追加情報 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

（外形標準課税について） 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9

号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後

に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当事業年度から、法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示方法については実務

対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企

業会計基準委員会平成16年２月13日）に従い、販売費及

び一般管理費として処理しております。 

当事業年度の販売費及び一般管理費に含まれる法人事業

税の付加価値割及び資本割は 17,320千円であります。 

――――― 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 
前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（平成19年２月28日） 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数    普通株式   426,800株 

※１      ―――――――――  

 

発行済株式総数  普通株式   132,630株  

※２ 自己株式 

普通株式            2株 

※２      ―――――――――    

※３ 関係会社に係わるものが次の通り含まれておりま

す。 

売掛金          82,247千円 

※３ 関係会社に係わるものが次の通り含まれておりま

す。 

売掛金          160,295千円 

流動資産（その他）    40,654千円 

買掛金          49,343千円 

未払金          22,471千円 

 
 

（損益計算書関係） 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

※１ 関係会社との取引に係わるものであります。 

 

※１ 関係会社との取引に係わるものであります。 

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 
 

建物 3,446 千円 

工具器具及び備品 1,691 千円 

商標権   407 千円 

ソフトウェア 3,008 千円 

計   8,554 千円 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 
 

建物 18,193 千円 

ソフトウェア 117,900 千円 

計  136,094 千円 

※３ 関係会社であった株式会社なでしこキャリアの当

社保有全株式を、平成18年２月28日をもって第三

者に譲渡しております。  

※３  ―――――――――  

 
 

（株主資本等変動計算書関係） 
当事業年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28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） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式 ２ － － ２ 

合計 ２ － － ２ 
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（リース取引関係） 
EDINET による開示を行うため、記載を省略しております。 
 

（有価証券関係） 
前事業年度（平成 18 年２月 28 日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
 

当事業年度（平成 19 年２月 28 日） 
  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
 
 
（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳            （単位：千円） 

繰延税金資産 

未払事業税             20,317 

賞与引当金             34,243 

貸倒引当金             8,806 

一括償却資産            14,842 

その他                4,755 

 繰延税金資産合計         82,964 

 繰延税金資産の純額        82,964 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳            （単位：千円） 

繰延税金資産 

未払事業税             10,603 

賞与引当金             48,075 

貸倒引当金             11,913 

有形固定資産            29,237 

未払費用               9,173 

その他                 8,089 

 繰延税金資産合計         117,090 

 繰延税金資産の純額        117,090 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 

法定実効税率             40.7% 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され 

ない項目               2.4% 

特別税額控除            △2.6% 

留保金に対する課税          1.9% 

住民税均等割             1.0% 

その他                0.2% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  43.6% 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 

法定実効税率             40.7% 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され 

ない項目               2.7% 

住民税均等割             2.1% 

外形標準課税            △1.1% 

その他               △1.2% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  43.2% 
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（１株当たり情報） 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

１株当たり純資産額 

          24,975円 71銭 

１株当たり純資産額 

          26,329円 17銭 

１株当たり当期純利益 

          3,076円 45銭 

１株当たり当期純利益 

          2,171円 60銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

         2,966円 77銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
           2,162円 95銭 

  

 
(注)１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

 期別 

項目 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

１株当たり当期純利益   

損益計算書上の当期純利益 (千円) 394,769 288,423 

普通株主に帰属しない金額 (千円) ─ ─ 

普通株式に係る当期純利益 (千円) 394,769 288,423 

期中平均株式数(株) 128,320 132,816 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額(千円) ─ ─ 

普通株式増加数(株) 4,744 531 

（うち新株引受権） 

（うち新株予約権） 

(3,918) 

(826)  

(141) 

(390) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

第８回定時株主総会で決

議され、平成17年６月17日

開催の取締役会にて付与

された新株予約権の行使

により発行すべき株式数 

1,121株 

第８回定時株主総会で決

議され、平成17年12月16日

開催の取締役会にて付与

された新株予約権の行使

により発行すべき株式数 

220 株 

 

平成17年7月1日発行 

第２回新株予約権 

926株 

平成17年12月28日発行 

第３回新株予約権 

185株 
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（重要な後発事象） 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

平成18年３月１日開催の取締役会において株式会社ブックデザ

インの株主から株式を取得する株式売買契約書を締結する旨及び

子会社とする旨を決議し、同日付で以下の通り実施いたしました。 

① その旨及び理由 

当該会社は、大手企業をクライアントに広告及びウェブサ

イトの企画・編集等を行うことで高い実績をあげており、

当該会社の株式を取得することは、当社グループのサイト

企画・編集面において高いシナジーの発揮が可能になるた

めであります。 

② 買収した会社の名称、事業内容、規模 

名
称 

株式会社ブックデザイン 

事
業
内
容 

(1)創刊､ﾘﾆｭｰｱﾙなど新ﾒﾃﾞｨｱ（紙・WEB）開発企画 

(2)雑誌記事・広告・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの制作 

(3)WEBｻｲﾄ企画・運営 

(4)書籍編集制作 

資 本 金 10,000千円 (平成18年2月28日現在) 

売 上 高 344,065千円 (平成17年5月期) 

営 業 利 益 7,091千円 (平成17年5月期) 

経 常 利 益 6,020千円 (平成17年5月期) 

当期純利益 4,671千円 (平成17年5月期) 

総 資 産 151,323千円 (平成17年5月31日現在) 

規
模 

株 主 資 本 20,652千円 (平成17年5月31日現在) 

③ 株式取得の時期 

平成18年3月1日 

④ 取得する株式の数、取得価額及び取得後の議決権比率 

  取得する株式数 160株 

取得価額 400,000千円 

取得後の議決権比率 80％ 

―――――――― 

 

  
 



15 

役員の異動 
 
記載が可能となり次第、開示いたします。 

 


