
平成19年２月期 決算短信（連結） 平成19年４月17日

上場会社名 株式会社クリーク・アンド・リバー社 上場取引所 大証ヘラクレス市場

コード番号 4763 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.cri.co.jp)

代　　表　　者  役職名 代表取締役社長  氏名 井川　幸広

問合せ先責任者  役職名 取締役副社長  氏名 福田　浩幸 ＴＥＬ　（０３）４５５０－００１１

決算取締役会開催日 平成19年４月17日

米国会計基準採用の有無 無

１　19年２月期の連結業績（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

(1）連結経営成績  

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年２月期 14,186 (22.9) 425 (44.0) 350 (36.6)

18年２月期 11,545 (26.5) 295 (52.6) 256 (△18.7)

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年２月期 22 (△84.5) 97 71 97 38 0.8 6.0 2.5

18年２月期 142 （―） 633 51 625 96 4.9 4.8 2.2

（注）①持分法投資損益 19年２月期 △39百万円 18年２月期 △30百万円

②期中平均株式数（連結） 19年２月期        225,640株 18年２月期 225,080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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態  

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

19年２月期 5,915 3,108 49.0 12,844 83

18年２月期 5,773 2,892 50.1 12,827 75

（注）期末発行済株式数（連結） 19年２月期        225,830株 18年２月期 225,460株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

19年２月期 845 △538 △85 2,384

18年２月期 367 318 379 2,155

(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 ７社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 ２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） ２社 持分法（新規） ―社 （除外） ─社

２　20年２月期の連結業績予想（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

百万円 百万円 百万円

中間期 7,000 50 30

通　期 16,000 650 300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　1,328円43銭

＊　業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な不確定

要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値とは異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠

して投資等の判断を行なうことは差し控えください。
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１．企業集団の状況
　株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下、当社という）グループは、映像・ゲーム・広告・出版・Web・モバイル

等のさまざまなクリエイティブ分野において、企画・制作を行なうクリエイター・エージェンシー事業をコアビジネス

として展開しております。平成19年２月28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。

会社名 事業内容

株式会社クリーク・アンド・リバー社 エージェンシー事業、教育事業、出版事業　等

株式会社シー・アンド・アール* その他の事業 

CREEK ＆ RIVER KOREA Co., Ltd** エージェンシー事業（海外）

CREEK ＆ RIVER TAIWAN Co., Ltd*** エージェンシー事業（海外）

株式会社ティー・オー・ピー** エージェンシー事業

株式会社メディカル・プリンシプル社** エージェンシー事業、教育事業、出版事業

株式会社Ｃ＆Ｒ総研** 教育事業

株式会社オープンマジック** エージェンシー事業

株式会社リーディング・エッジ社*** エージェンシー事業

有限会社ＢＳプロジェクト ** エージェンシー事業

有限会社ＡＳプロジェクト ** エージェンシー事業

株式会社メディカルスタンダード社 **** エージェンシー事業

　（注）　* 親会社　** 連結子会社　*** 持分法適用関連会社　**** 持分法非適用関連会社　

　当社グループは、「人の能力を阻害している社会の様々な要因を取り除き、最大限に人の叡智を解き放つ」ことを統括

理念とし、グループ全体で企業価値の向上に努めております。

　グループの中核をなす当社は、「クリエイターの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッショ

ンとし、クリエイティブ・マネジメントからコンテンツ・マネジメント、更にはライツ・マネジメントまで、あらゆるク

リエイティブ領域において独創的なサービスを提供するクリエイター・エージェンシーとして活動しております。対象と

なる領域は、エンタテインメント業界・マスコミ業界・広告業界・一般産業界等において制作される映画・ＴＶ・ゲーム・

広告・出版・Web・モバイル等、コンテンツに関わる全てのクリエイティブ領域となります。

　事業拠点は国内のみならず、韓国・台湾・米国に子会社・関連会社・支社を設立し、サービスのグローバル化を図って

おります。平成19年２月28日現在、36,610人のクリエイター及び1,057社の制作プロダクションにまでパートナーが拡大。

世界各地で活躍するプロフェッショナル・クリエイターあるいは制作プロダクションに、世界の大舞台で活躍できる環境、

一生涯プロフェッショナルとして活躍できる環境を提供し続けることを使命と考えております。

　また、クリエイターの付加価値を高めるため、スキルアップ・キャリアアップを目的としたトレーニング・カリキュラ

ムの開発・運営にも力を入れております。株式会社Ｃ＆Ｒ総研では、地域独自のクリエイター育成活動の支援を行なうな

ど、グループ一体となった運営を行なっております。

　更に、クリエイターの権利を保護し、資産化するライツ事業への取り組みも本格化しております。コンテンツ制作者に

より多くの利益還元を目指し、企画毎に著作権を一元管理する会社を設立、匿名組合出資に基づいた新たな仕組みによる

映画製作を実現しました。ベストセラーの盲導犬物語『ベルナのしっぽ』の映画化に伴い有限会社ＢＳプロジェクトを設

立。次いで『赤い鯨と白い蛇』の映画化に伴い有限会社ＡＳプロジェクトを設立し、両映画は、それぞれ平成18年秋に劇

場公開をいたしました。

　また、クリエイティブの分野で蓄積したノウハウを活かし、その領域を他の専門分野へも拡大しております。ドクター・

エージェンシーとして着実に認知度を向上させ、業界における一定の地位を確立した株式会社メディカル・プリンシプル

社。ＩＴエンジニアに関するエージェンシー事業を展開する株式会社リーディング・エッジ社。今後も、スペシャリスト・

エージェンシーを他の専門分野へも積極的に展開し、グループ事業の拡大に努めてまいります。
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　事業の系統図は次のとおりです。

事業系統図
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、「人の能力を阻害している社会の様々な要因を取り除き、最大限に人の叡智を解き放つ」ことを

統括理念とし、安定的な成長を続け、「株主」「クリエイター」「クライアント」「従業員」等あらゆるステークホ

ルダーから信頼される企業グループとして、社会的責任を果たしていくことを経営目標としております。

　グループの中核をなす当社は、「クリエイターを支援することで、人と社会の豊かさを創生する」ことをビジョン

として掲げ、「クリエイターの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」を追求しております。コン

テンツ産業育成が国家的戦略となる中で、クリエイティブ・マネジメントからコンテンツ・マネジメント、更にはラ

イツ・マネジメントまで、あらゆるクリエイティブ領域において独創的なサービスを提供し続けることで、日本経済

活性化の一翼を担っていきたいと考えております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主価値の向上と株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しております。利益配分につきましては、

より一層の成長加速と経営環境の変化に耐え得る経営基盤充実のための内部留保とのバランスを考慮しつつ実施する

ことを基本方針としております。

　当事業年度も１株につき100円の配当を予定しております。なお、当該利益配当の実施につきましては、定時株主総

会における承認可決を前提といたします。　

(3）目標とする経営指標

　当社は、収益力の向上を図るために売上高経常利益率を経営指標とすると共に、キャッシュ・フローを重視してお

ります。中長期的には更に、資本の効率性及び収益性を重視した総資産利益率を目標指標として経営を行なってまい

りたいと考えております。

(4）中期的な会社の経営戦略

　当社グループは、「人の能力を阻害している社会の様々な要因を取り除き、最大限に人の叡智を解き放つ」ことを

統括理念とし、クリエイティブ業界、医療業界、ＩＴ業界など、マーケットごとに専門的な組織を構築し、受託・請

負ニーズ及び人材ニーズに対応しております。

　グループの中核をなす当社は、「エージェンシー事業」「教育・出版事業」「ライツ事業」の３つの事業を密接に

リンクさせ、あらゆるクリエイティブ領域において独創的なサービスを提供することを目指しております。

　エージェンシー事業に関しては、引続き売上高成長性を維持しつつ、利益率の向上を図ってまいります。特に、近

年拡大している大型アウトソーシング事業を積極的に推進し、更なる利益率の向上を目指してまいります。また、ブ

ロードバンド化の進展やワンセグ放送の開始など、コンテンツを取り巻く環境が劇的に変化していく中で急速に膨ら

んでいるコンテンツ制作ニーズに対応すべく、組織体制を見直し、機動力を高めてまいります。

　また、クリエイターの生涯価値の向上は当社の企業価値向上に資するとの考え方の下、教育・出版事業を通じて、

クリエイターに対し実践的なトレーニング・カリキュラムの運営や情報提供を引続き積極的に行なってまいります。

　更に、クリエイターの持つ権利を資産化するライツ事業を本格的に展開し、当社の根幹事業に確立してまいります。

製作した映画原作の書籍化を皮切りに、出版関連事業も強化してまいります。

　また、当社のエージェンシーモデルを韓国・台湾に展開すべく設立した海外現地法人は、事業基盤の更なる強化を

目指しつつ、グループ企業が連携して共同事業モデルの構築に努めてまいります。

　なお、当社グループの規模拡大に伴い増大するリスクに未然に対処するため、法令遵守、リスク管理の徹底と内部

統制機能の充実を更に進めてまいります。また、適宜業務フローの整備・改善を行ない、正確・迅速な業務処理を進

め、効率的な資産管理とキャッシュ・フローの管理に努めてまいります。
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(5）会社の対処すべき課題

　クリエイティブ業界におけるデジタル化と通信技術の急激な変化は、新たなサービスと膨大なコンテンツの需要を

生み出しています。更に、通信のブロードバンド化や放送との融合はあらゆる産業界に影響を及ぼし、そこでのコン

テンツの重要性は飛躍的に高まりつつある状況です。そしてクライアントのニーズは、クオリティとコストパフォー

マンスの両立、更には高度なカスタマイズにまで拡大しております。

　当社グループはこうした環境の下、マーケットの新たな課題やニーズの変化に迅速かつ的確に対応するために、次

の諸施策に取り組んでおります。

 

①　クリエイターネットワークの拡大・育成

　クライアントのコンテンツ・ニーズの拡大により、優秀なクリエイターの確保・育成は、当社の事業拡大におけ

る基盤となるものと認識しております。当社では、３万人を超えるクリエイターに国内外の仕事の情報を提供し、

またクリエイターの生涯価値を高めるための教育の場を提供するなど、さまざまな施策を展開しております。今後

は更に、新たな人材の確保とキャリアアップを支援するため、クリエイティブの専門教育やWebを活用した戦略的コ

ミュニケーション等を積極的に行なってまいりたいと考えております。

②　クリエイティブ領域におけるアウトソーシング体制の高度化

　近年大量のコンテンツ制作ニーズを抱えるクライアントより、継続的かつ確実な納品体制と制作効率の大幅な改

善を期待するニーズが増加していることを受け、アウトソーシング事業の受注拡大を図っております。東京・大阪

の専用拠点にて、これまでに蓄積したノウハウを活用し、更なるアウトソーシング体制の高度化・効率化を進めて

まいります。

③　人材確保及び社内教育制度の充実

　当社では、質の高いサービスの提供を維持しつつ、今後も継続的な業容拡大を続けていくために、中途・新卒を

問わず優秀な人材の積極的な採用が必要であると考えております。また、人員の増加に併せ、定期的な社内研修の

実施など、教育制度のより一層の充実に努めてまいります。

　　④　情報管理体制及び内部管理体制の強化

　当社では、３万人を超えるクリエイターネットワークと、1,000社を超えるパートナープロダクション、約3,000

社のクライアントとの取引があることから、情報管理は経営の重要課題と認識しております。中核となる当社では、

平成18年５月にプライバシーマーク認定を取得するなど、より一層の情報管理体制の強化に努めております。また、

情報セキュリティ分野のみならず、内部管理体制の一層の充実を図るとともに、コンプライアンスの強化に努めて

まいります。　

 

(6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社グループは、企業としての社会的責任を自覚しつつ、社会の持続的な発展に貢献していくことで企業価値を

より一層高めるため、経営機構における監督機能を強化するとともに、透明性の確保、迅速な業務執行体制の確立

を図っております。　

　また、コンプライアンス経営の徹底を重視し、内部統制システムの整備に努めることで、ステークホルダーから

高い評価を得られ、社会から信頼される企業としてコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。

②　会社の機関の内容　

　当社は、監査役制度採用会社として、取締役会による代表取締役の業務執行状況の監督、監査役及び監査役会に

よる監査を軸に経営監視の体制を構築しております。月次の取締役会の運営につきましては、社内取締役４名、社

外取締役２名の合計６名で構成し、公正な経営の実現を目指しております。

　一方、監査役会は社外監査役４名で構成され、内１名が常勤監査役となり社外監査役を積極的に採用することで

経営監督機能の充実を図り、取締役の業務執行について厳正な対応を行なっております。

　また、社内取締役を含む執行役員で構成する執行役員会を毎月２回開催し、十分に議論を行ない、取締役会審議

事項の予備的な審議の充実及び経営意思決定が的確かつ迅速に行なえる体制を整備しております。

　法律顧問としては、安部総合法律事務所と顧問契約を締結し、積極的にコンプライアンスの適正確保に努めてお

ります。

　なお、当社の社外取締役及び社外監査役ともに特記すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係は

ありません。
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③　内部統制システム整備の状況

　経営監督機能が適正かつ効率的に遂行されることを目的に、内部統制システムの整備を進めております。内部統

制の基本目的は、①経営戦略への貢献、②業務の有効性と効率性の確保、③財務報告の信頼性の確保、④関連法規

の遵守等であり、当社グループの経営管理全般の整備・運用状況を検証・評価しております。また、監査役会・内

部統制部門・監査法人の三様監査の連携を図り、より適正な内部統制システムの構築と整備に努めており、以下の

内部統制システムを構築しております。

（イ）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、監査役制度採用会社として、取締役会による代表取締役の業務執行状況の監督、監査役及び監査役

会による監査を軸に経営監視の体制を構築し、公正な経営の実現を目指しております。

（ロ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程の定めに従い、文書又は電磁的媒体に記録し、保存

をしております。取締役及び監査役から閲覧の要請があった場合には、文書管理規程に従い、これに速やかに

対応しております。また、情報の管理については、情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に

関する基本方針を定めて対応しております。

（ハ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社を取り巻く法律や規則は、民法、会社法、労働基準法、労働者派遣法、下請法など多数存在し、監督官

庁の命令・指導等もあります。更には、営業活動や市場競争の公正さ、職場環境、証券市場での取引など多く

の面で高い企業倫理が求められるようになっております。

　当社のリスク管理体制は、代表取締役自らが中心となり、管理グループにて「内部監査規程」に基づき内部

監査を実施しております。この内部監査結果に基づき、取締役の職務執行の「コンプライアンス体制」「リス

ク管理体制」「ＣＳＲ体制」の適切性の確保を行なうものとしております。

　また、当事業年度中には、個人情報保護の観点から、プライバシーマークを取得し、情報の取扱いに関する

体制を整備しております。

（ニ）取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

　当社は、社内取締役を含む執行役員で構成する執行役員会を毎月２回開催し、十分に議論を行ない、取締役

会審議事項の予備的な審議の充実及び経営意思決定が的確かつ迅速に行なえる体制をとっております。

（ホ）会社ならびに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、毎月１回開催される取締役会において、経営の重要事項の意思決定や経営状況の把握を行なってお

り、監査役会の厳正な監督の下、迅速かつ適正な審議を行なっております。また、当社グループ各社に関する

グループ会議を毎月１回実施しており、業務執行の意思決定と報告を行なっております。　

（ヘ）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて、監査役の業務補助のた

め内部監査規程に基づき監査役スタッフを置くこととしております。

（ト）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　当社の社外取締役及び社外監査役ともに特記すべき利害関係はありません。

（チ）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

　当社は、内部監査規程に基づき、経理監査、組織及び制度監査、業務監査を行ない、経営の合理化・効率化

及び業務の適正な遂行を図っております。

　また、監査役は、常に取締役会に出席し、適宜、意見の表明を行ない、経営状況の把握、法令遵守等の監査

を行なっております。

　それぞれの監査結果については相互に内容を検討し、会計監査人とも意見交換を行ないながら、効率的・効

果的監査のため、相互連携を図っております。
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(7）会社の情報開示に関する施策

　当社は、経営の透明性向上のため、ディスクロージャーの充実を図り、広報活動に加え、四半期ごとの業績開示や

適時プレス発表を行なうほか、当社ホームページ上にＩＲ情報の開示やニュース・リリースを行なう等、積極的な情

報開示に努めております。

(8）関連当事者との関係に関する基本方針

　親会社である株式会社シー・アンド・アールの役員として井川幸広、福田浩幸、中村明、田中最代治の４名が兼務

しております。また、その他関係会社の株式会社サガンドリームスの役員として、井川幸広が兼務しております。し

かし、金銭貸借・保証・被保証関係はございません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や企業の設備投資の増加、雇用環境の改善が見られ、個人

消費も回復基調にある等、緩やかな拡大傾向が持続しました。

　一方、クリエイティブ業界におきましては、デジタル技術の革新、ブロードバンド化の進展、ワンセグ放送の開始

等、コンテンツマーケットの拡大とともに、あらゆる領域へのコンテンツ制作ニーズが急速に膨らんでいます。　

　このような環境の下、当社は「クリエイターの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」を２大ミッ

ションとして、事業展開を行なってまいりました。平成19年２月28日現在、36,610名のクリエイター及び1,057社のプ

ロダクション企業にまでそのパートナーを拡大し、日本最大規模のクリエイティブ・ネットワークを縦横無尽に組み

合わせ、クライアントのコンテンツ制作及び人材ニーズに最適なソリューションの提供に努めてまいりました。また、

クライアントの増大するコンテンツ制作業務を支援するため、制作工程を一括して受託するアウトソーシング事業を

積極的に推進してまいりました。

　更に、「人の能力を阻害している社会の様々な要因を取り除き、最大限に人の叡智を解き放つ」ことをグループ統

括理念とし、韓国を中心とした海外事業や、クリエイティブ以外の専門分野での事業拡大も着実に進展いたしました。

  特にアウトソーシング事業が大きく拡大し、売上高・営業利益・経常利益は着実な成長を実現し、利益率も向上い

たしました。一方で、事業計画の進捗に遅れが生じている連結子会社株式会社オープンマジック及び持分法適用関連

会社株式会社リーディング・エッジ社について、株式評価損や、減損会計の適用による特別損失を計上したことによ

り、当期純利益が前連結事業年度を下回ることとなりました。

　その結果、当連結会計年度の売上高は14,186,975千円（前年同期比122.9％）、経常利益350,735千円（前年同期比

136.6％）、当期純利益22,048千円（前年同期比15.5％）となりました。

①　エージェンシー事業

　映像制作及び映像技術分野では、コアクライアントであるＴＶ局等の人材ニーズに応えるとともに、ＴＶ番組の

企画・調査から制作までを一貫して行なうメディアリサーチバンクを中心に、ＴＶ番組等の制作請負案件の受注を

拡大しました。また、一般企業向けの映像制作や、Web・モバイルと連動したクロスメディアのニーズにも積極的に

対応いたしました。

　ゲーム分野では、次世代ゲーム機関連の開発需要が堅調であることから、プロジェクト毎に制作・人材ニーズに

的確に応えることで高い評価を獲得し、大手ゲームメーカーからの継続性の高い大型請負案件を受託、事業を拡大

しております。

　今後は、ブロードバンド化やワンセグ放送の開始など、コンテンツを取り巻く環境が劇的に変化していく中で急

速に膨らんでいるコンテンツ制作ニーズに機動的に対応すべく、組織体制を一層強化してまいります。

　一般ビジネス分野では、多様化するクライアントのWeb、広告・出版等の様々なコンテンツ制作需要に応える制作

請負ビジネスと人材支援ビジネスが着実に伸長しております。特に、制作業務を一括して受託するアウトソーシン

グ拠点Ｃ＆Ｒクリエイティブ・センター銀座では、従来より手掛ける大手ショッピングサイト開設・運営支援の一

環として、ストア運用サービスやモバイルストア制作サービスを新たに開始しました。また、Ｃ＆Ｒクリエイティ

ブ・センター大阪では、ギフト業界大手のカタログ制作を継続的に受託するなど、制作工程を一括して受託するア

ウトソーシング事業が大きく拡大いたしました。更に、クリエイター向けの情報発信サイト「CREATIVE VILLAGE」

では、登録数が平成19年２月末現在で42,000名を超え、当サイト開設後７ヶ月間で大幅に登録数を増やしておりま

す。

　連結子会社株式会社メディカル・プリンシプル社においては、「民間医局」をコンセプトにドクター・エージェ

ンシー事業を展開しております。大学医局・医師・医療施設を繋ぐ的確なサービスに対する認知度向上に伴い、登

録ドクター数が順調に増加しております。また、中四国支社の新設により、仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福

岡にその事業エリアを拡大いたしました。平成18年11月には、地域医療を支援するWebサイト「KOMPAS」を、平成19

年１月には、医師と医学生のためのSNSコミュニティサイト「M-PARK」（エムパルク）をスタートさせるなど、サー

ビスの充実化も図っております。

　連結子会社株式会社オープンマジックでは、通販業界大手のコミュニティサイトに関する企画・開発を行ない、

平成18年10月にオープンする等、コンテンツに関わるシステム開発において、サービス提供範囲を拡大しておりま

す。
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　また、ＩＴエンジニアのエージェンシー事業を展開する、持分法適用関連会社株式会社リーディング・エッジ社

は、一層拡大しているＩＴ分野における人材ニーズへの対応を強化するため、世界最大規模のＩＴ情報関連プロバ

イダーであるインターナショナル・データ・グループ（IDG）の日本法人、株式会社アイ・ディ・ジー・ジャパンと

平成19年１月末日にＩＴエンジニアのキャリアアップを支援する情報提供サービスならびに人材関連サービスを共

同で推進していくことに関して基本合意いたしました。これに基づき、株式会社リーディング・エッジ社は、情報

提供サービス及び、派遣・紹介を含む人材関連サービスの運営等を積極的に実施していく予定です。

　海外事業では、韓国・台湾・米国において、それぞれの国に適応した分野での活動を展開しております。特に、

韓国では約50のチャンネルに毎月約700名のスタッフを派遣する等、現地法人による主要ＴＶ局との取引が順調に拡

大しております。また、12名のトップクリエイターの専属マネジメントを行なう等、放送映像分野を中心に大きく

業績を伸ばしております。更に、作家等を講師とするＡＤ講座やシナリオ講座を開催し、クリエイターの生涯価値

の向上向けた積極的な取り込みを行なっております。

　ライツ事業では、クリエイターの権利を保護し、資産化する事業への取り組みも本格化しております。コンテン

ツ制作者により多くの利益還元を目指し、企画毎に著作権を一元管理する会社を設立し、匿名組合出資に基づいた

新たな仕組みによる映画製作を実現しました。連結子会社有限会社ＢＳプロジェクトによる『ベルナのしっぽ』は

平成18年９月より、連結子会社有限会社ＡＳプロジェクトによる『赤い鯨と白い蛇』は平成18年11月より、それぞ

れ劇場公開いたしました。また、『赤い鯨と白い蛇』は第４回ベストシネマ賞（財団法人日本ファッション協会）

を受賞するなど高い評価をいただいております。

　これらの結果、エージェンシー事業は売上高13,819,102千円（前年同期比123.2％）となりました。

②　教育・出版事業

　教育事業は、クリエイターのキャリアアップを図り、生涯価値を高めることを目的としたトレーニング・カリキュ

ラムの運営や各種セミナーを開催しております。連結子会社株式会社メディカル・プリンシプル社では、医学生や

研修医のための臨床研究病院合同セミナー「レジナビフェア」を全国各地で開催しております。更に、ハワイ大学

と業務提携契約を締結し、医師・病院経営者・研修医・医学生を対象とし、セミナーや臨床実習の機会提供を開始

しております。

　また、連結子会社株式会社Ｃ＆Ｒ総研では、中央省庁・自治体より受託したコンテンツ産業に関するリサーチ業

務が業績に貢献しております。

　これらの結果、教育事業は売上高291,512千円（前年同期比115.4％）となりました。

　出版事業は、エージェンシー事業を補完する宣伝・サービス媒体として、プロフェッショナル・クリエイターの

ための情報誌「DIRECTOR'S MAGAZINE」、及びドクターのヒューマン・ドキュメント誌である「DOCTOR'S 

MAGAZINE」を出版しております。また、クリエイターの優れた企画を発掘し作品化するために、出版事業を本格的

に開始し、第一作目として企画・製作した映画『赤い鯨と白い蛇』の書き下ろし原作小説を平成18年11月に出版い

たしました。本格的な事業立ち上げにより、取次店を通じて、広く書籍を流通させることが可能となり、また、著

者と共同で出版に関わった編集者にも利益が還元される仕組みを取り入れております。今後は、当社に登録してい

る３万名を超えるクリエイターから集まる企画を元に、当社がきめ細かいマーケティングを行なった上で出版形態

や販売戦略を決定し、作品化に向けたサポートを行なってまいります。

　これらの結果、出版事業は売上高76,360千円（前年同期比104.9％）となりました。
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(2）財政状態

　当連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フロー845,110千円、投資活動

によるキャッシュ・フロー△538,592千円及び財務活動によるキャッシュ・フロー△85,822千円により、前連結会計期

間末に比べ228,639千円増加し2,384,550千円となりました。

（営業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・フローは、税金等調整前当期純利益177,714千円、減価償却費243,541千円、投資有価

証券評価損105,508千円等から、845,110千円の収入となりました（前連結会計期間は367,598千円の収入）。

（投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出△287,713千円、無形固定資産の取得による

支出△119,964千円により△538,592千円の支出となりました（前連結会計期間は318,853千円の収入）。

（財務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・フローは、短期借入金の減少額△104,965千円、長期借入金の返済による支出△430,413

千円が長期借入れによる収入460,000千円を上回り、△85,822千円の支出となりました（前連結会計期間は379,688千

円の収入）。

(3）連結財政状態のトレンド

決算年月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月

自己資本比率 56.6％ 50.1％ 49.0％

時価ベースの自己資本比率 170.7％ 231.2％ 136.7％

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 504.5％ 312.0％ 126.8％

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 8.5 22.8 38.4

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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

＊各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

＊キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は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。なお、営業キャッシュ・フロー及び利払いは、

連結キャッシュ・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。
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(4）次期の見通し

　今後のわが国の経済の先行きは、企業収益の好調さを背景に、引続き景気の回復基調は持続していくものと見込ま

れます。

　一方、当社を取り巻く環境は、コンテンツ・ニーズ、人材ニーズ共に旺盛で、しかもその表現手法は、Webとモバイ

ル、ＴＶ、広告・出版等様々な媒体が融合し、ますますデジタルコンテンツの需要拡大が継続するものと見込まれま

す。

　このような状況の下、当社は、クリエイター及びクライアントと更なるコミュニケーションを深め、的確な企画提

案と新たなソリューションの提供により、エージェンシー事業をより一層強化してまいります。特に、増大するアウ

トソーシングニーズに対応すべく、更なる受注体制の高度化・効率化を進めてまいります。

　また、教育・出版事業におきましては、オリジナル講座の開催や「DIRECTOR'S MAGAZINE」、クリエイター向け情報

発信サイト「CREATIVE VILLAGE」等による情報提供を通じ、クリエイターのスキルアップ・キャリアアップを支援し、

クリエイティブ業界における人材の発掘・養成・トレーニングを推進してまいります。

 　更にプロフェッショナル・エージェンシー・グループとしてより一層の成長を図るため、グループ管理体制を強化

し、シナジー効果を高めてまいります。順調に成長を続ける連結子会社CREEK & RIVER KOREA Co.,Ltdにおいては、放

送局との関係を強化し、人材派遣事業の更なる成長を目指すとともに、今後の事業拡大に向けて教育事業にも積極的

に取り組んでまいります。連結子会社株式会社メディカル・プリンシプル社においては、医師に対するキャリアコン

サルティング事業をより一層強化していくとともに、医療機関の持つ様々なニーズに対するソリューションの提供に

取り組んでまいります。また、持分法適用関連会社株式会社リーディング・エッジ社では、株式会社アイ・ディ・

ジー・ジャパンとの連携を深め、ＩＴエンジニアのキャリア・アップを積極的に支援してまいります。更に、クライ

アントのコンテンツニーズをＩＴの面からサポートしていくことを目指し、当社とのシナジー効果を追求してまいり

ます。

　以上の結果、連結業績といたしましては、売上高16,000百万円（対前期比12.7％増加）、経常利益650百万円（対前

期比85.7％増加）、当期純利益300百万円（対前期比1263.6％増加）を見込んでおります。

　また、単体業績につきましては、売上高12,500百万円（対前期比11.0％増加）、経常利益600百万円（対前期比

32.5％増加）、当期純利益250百万円（対前期比987.0％増加）を見込んでおります。

(5）次期の資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する見通し

　次期連結会計年度においては、営業収入などキャッシュ・フローの増大に努めてまいります。

　また、戦略事業分野につきましては、積極的に投資配分を行なってまいります。総資産は、売上高の増加に伴う売

上債権の増加に加え、基幹システムの改修や、Webを活用したコミュニケーションツールの拡充などにより、増加する

ことが予想されますが、資産・負債・純資産それぞれの構成に大きな変化は見込んでおりません。

　（注）　業績予測及び将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであり、潜在的なリ

スクや様々な不確実要素が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は、記述され

ている将来見通しとは異なる可能性があることをご承知おきください。

－ 12 －



４．事業の概況等に関する特別記載事項
　当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を掲載しております。また、必ずしも事業展開

上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断において重要と考えられる事項については、投資家に対す

る情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その

発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、本株式に関する投資判断は、以下の特別記載事項及び本項以

外の記載事項を、慎重に検討した上で行なわれる必要があると考えられます。また、以下の記載は本株式への投資に関

するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点ご留意下さい。

(1）当社の事業内容について

①　情報の管理について

　当社には、３万人を超えるクリエイターネットワークと、1,000社を超えるパートナープロダクション、約3,000

社のクライアントとの取引があることから、情報の管理には十分留意しており、個人情報保護の管理責任者を置き、

個人情報保護の重要性について社員に対する社内教育を実施する等、管理体制強化に努めております。

　しかしながら、技術変化の速度は非常に速く、当社が採用しているネットワークにおけるデータやプログラムの

保護及びプライバシー保護に関する対策にも関わらず、外部からの不正アクセス等による個人情報等の流出の可能

性は存在します。また、全社員への教育の実施にも関わらず人的ミスや管理ミスによる個人情報等の流出の可能性

も存在します。個人情報等の流出が発生した場合、当社に対する何らかの形による損害賠償の請求、訴訟その他責

任追及がなされる可能性があります。また、これらの追求が社会的な問題に発展し当社及び当社のシステムが社会

的信用を失う可能性があり、当社の事業活動に影響を及ぼし、当社の業績に影響を与える可能性があります。また、

当社は個人情報保護関連法等の関連諸法令を遵守し、個人情報の取扱いに留意しておりますが、法令の解釈・適用

の状況によっては、新たな対応策が必要となり、事業の遂行に影響を及ぼす可能性があります。　 

 平成18年12月、Webサイトの制作に関連し、当社が受託した業務において使用したパソコン内に残されていた未削

除の個人情報、お客様情報、その他業務に係る情報が、ファイル交換ソフト「Winny」のネットワーク上に流出して

いたことが判明いたしました。現時点では、情報の不正使用等の事実は報告されておりませんが、このような事態

を引き起こしたことを真摯に受け止め、今後は情報管理のさらなる強化、社員及び委託するクリエイターへの教育

の徹底を図り、今回の様な情報流出問題の再発防止に万全を期すため、以下の対策を講じ、信頼回復に努めており

ます。

（イ）Winny 等のファイル交換ソフトの検索と除去の実施

（ロ）ファイル交換ソフトのインストール禁止の徹底

（ハ）不要となった個人情報（過去に制作した原稿等を含む）の適切な廃棄

（ニ）従業員・業務委託クリエイターに対する個人情報の取扱いについての再教育

②　知的財産権について

　当社はコンテンツの制作・管理・流通・販売及びコンテンツの権利に関わる業務等を直接的及び間接的に行なっ

ております。著作権等の知的財産権について当社では第三者の権利を侵害しないよう留意し、調査を行なっており

ますが、当社の調査範囲が十分でかつ妥当であるとは保証できません。万一、当社が第三者の知的財産権をそうと

は知らずに侵害した場合には、当該第三者より損害賠償請求及び使用差止請求等を提訴される可能性ならびに当該

知的財産権に関する対価の支払等が発生する可能性があります。一方、当社が所有する知的財産権につきましても

第三者に侵害される可能性は存在します。こうした場合、当社の事業活動に影響を及ぼし、当社の業績に影響を与

える可能性があります。

③　法的規制について

　当社グループは、一般労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の許可を取得しております。今後において当該許可

に関する、あるいは新たな直接的規制を受けるような現行法令の変更、新法令の制定等により、当社グループの事

業が制約される可能性があります。そのような場合には、当該規制に対応するためにサービス内容の変更やコスト

が増加する等、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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④　システムについて

　当社グループの事業は、イントラネット・インターネットによる通信ネットワークによる業務処理が増大してお

ります。内部情報管理規程に基づき、社内システムの定期的点検の実施及びセキュリティ面の強化を進め事故のな

いよう万全を期してはおりますが、コンピュータウイルスの侵入・停電・自然災害・各種システムトラブル等の発

生によりシステムダウンが発生した場合、及び当該システムの復旧に時間を要する事態が発生した場合は、接続中

断や情報データの消失等により一時的に制作活動や流通・管理業務が滞り、当社グループの事業活動に影響を及ぼ

し、将来的事業展開及び当社の業績に影響を与える可能性があります。

 ⑤　各種プロジェクトについて

　当社のコンテンツに関わる事業は、派遣・請負から大規模アウトソーシング事業等急速に多様化・大型化が進展

しております。従いまして、クライアントの根幹の事業に関わることが多くなり、クライアントにとっても重要性

が高まっております。

　情報の取扱いやクオリティやコストなどのプロジェクト・マネジメントは十分に行なっているものの、万一、予

定された事業展開が果たせない場合は、当社グループの事業活動に影響を及ぼし、当社の業績に影響を与える可能

性があります。また、その原因が当社に起因するものである場合は、当社に対する何らかの形による損害賠償の請

求、訴訟その他の責任追及がなされる可能性があります。

(2）会社組織について

事業計画及び人材について

　現在、当社は、事業計画及び予算計画に基づき事業環境に変化が生じた場合にも柔軟な対応が可能となるべく、慎

重に人材の獲得・確保・育成やシステム開発等営業及びマネジメントの増強とサービスインフラの充実を進めており

ます。優秀な人材の獲得・確保・育成のために成果報酬制度、ストックオプション制度の導入や教育制度の充実等の

施策を実施しております。しかしながら、今後退職者の増加や採用の不振等必要な人材を確保することができない場

合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、経済環境の悪化等大きな事業環境変化が急激

に生じた場合には、短期間の営業成績では吸収が困難となり、一時的に販管費率が上昇する等業績に影響を与える可

能性があります。

(3）関係会社について

①　海外関係会社について

　当社は海外関係会社として連結子会社１社、持分法適用関連会社１社を有し、当社のノウハウを活用して各国の

事業環境に合わせたエージェンシー事業を展開しております。しかし、これらの経営組織や事業基盤の脆弱さや、

各国の経済環境の変化や制度の変更等による事業環境の変化から計画どおりの事業展開が果たせない可能性があり

ます。その場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

②　連結子会社株式会社メディカル・プリンシプル社について

　連結子会社株式会社メディカル・プリンシプル社は有料職業紹介事業の許可を取得し、勤務医のエージェンシー

事業を展開し業績を拡大しておりますが、法令の変更、制定や経済環境の変化、他社競合等により現状計画どおり

の事業展開が果たせない可能性があります。その場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

③　連結子会社株式会社オープンマジックについて

　連結子会社株式会社オープンマジックは、広告・出版、商業印刷、Webに関するシステムの導入・構築運営及び

パッケージソフトの販売業務を行なっておりますが、経済環境の変化、他社競合、人材流出等から現状の計画どお

りの事業展開が果たせない可能性があります。その場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

④　連結子会社株式会社Ｃ＆Ｒ総研について

　連結子会社株式会社Ｃ＆Ｒ総研は、デジタルコンテンツ、メディアコンテンツ等の分野に関する調査・研究・開

発を行なっておりますが、官公庁等からの受注が多いため、案件が決算期をまたぎ、検収が行なえない等現状の事

業展開が果たせない可能性があります。その場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

－ 14 －



 ⑤　その他の連結子会社について

　連結子会社株式会社ティー・オー・ピーは、エージェンシー事業としてトップクリエイターを支援し、コンテン

ツ制作や著作権管理を行なっております。また、連結子会社有限会社ＢＳプロジェクト、連結子会社有限会社ＡＳ

プロジェクトは、コンテンツ制作者に、より多くの利益還元を目指し、企画毎に著作権を一元管理することを目的

に設立しました。映画等の制作において、予測しがたい自然現象等により意図した撮影ができず、撮影延期や撮り

直し等の理由により、制作費が予算を超過し利益を圧迫することによって損失が生じることがあります。この場合、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、常にクオリティの高い映像コンテンツの創出を心掛

けておりますが、それら全てが映像視聴者の嗜好に合致するとは限りません。期待収益が確保できなかった場合に

は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（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   2,155,911   2,417,550  

２　受取手形及び売掛金   1,711,301   1,638,172  

３　たな卸資産   166,394   20,683  

４　繰延税金資産   51,413   66,872  

５　その他   162,240   187,551  

６　貸倒引当金   △20,020   △23,173  

流動資産合計   4,227,241 73.2  4,307,657 72.8

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1) 建物及び構築物  91,017   213,465   

減価償却累計額  46,640 44,376  43,783 169,681  

(2) 機械装置及び運搬具  2,234   2,461   

減価償却累計額  1,973 260  2,461 0  

(3) その他  308,735   420,500   

減価償却累計額  170,728 138,006  192,675 227,825  

有形固定資産合計   182,643 3.2  397,507 6.7

２　無形固定資産        

(1) 連結調整勘定   161,288   ─  

(2) のれん   ─   80,139  

(3) ソフトウェア   381,598   370,606  

(4) その他   66,196   53,313  

無形固定資産合計   609,083 10.5  504,059 8.6

３　投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※１  361,365   209,195  

(2) 長期貸付金   85,533   89,524  

(3) 敷金保証金   ─   383,827  

(4) 繰延税金資産   42,946   41,344  

(5) その他   348,057   78,277  

(6) 貸倒引当金   △83,741   △96,048  

投資その他の資産合計   754,163 13.1  706,121 11.9

固定資産合計   1,545,890 26.8  1,607,688 27.2

資産合計   5,773,131 100.0  5,915,345 100.0
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前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　営業未払金   851,157   809,840  

２　短期借入金   204,965   100,000  

３　１年内返済予定長期借入
金

  362,318   301,260  

４　未払法人税等   2,991   161,801  

５　保証履行引当金   35,770   36,331  

６　その他   411,920   478,660  

流動負債合計   1,869,122 32.4  1,887,893 31.9

Ⅱ　固定負債        

１　社債   300,000   300,000  

 ２　長期借入金   279,614   370,259  

３　退職給付引当金   52,889   62,140  

４　その他   187,175   186,127  

固定負債合計   819,678 14.2  918,526 15.5

負債合計   2,688,800 46.6  2,806,419 47.4

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   192,185 3.3  ─ ─

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  1,028,610 17.8  ─ ─

Ⅱ　資本剰余金   1,867,700 32.4  ─ ─

Ⅲ　利益剰余金   △6,767 △0.1  ─ ─

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   1,411 0.0  ─ ─

Ⅴ　為替換算調整勘定   1,190 0.0  ─ ─

資本合計   2,892,145 50.1  ─ ─

負債、少数株主持分及び
資本合計

  5,773,131 100.0  ─ ─
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前連結会計年度

（平成18年２月28日）
当連結会計年度

（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
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   ─ ─  1,034,313 17.5

２　資本剰余金   ─ ─  1,873,403 31.6

３　利益剰余金   ─ ─  △7,265 △0.1

　　株主資本合計   ─ ─  2,900,452 49.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  ─ ─  △2,814 △0.0

２　為替換算調整勘定   ─ ─  3,112 0.0

　　評価・換算差額等合計   ─ ─  297 0.0

Ⅲ　新株予約権   ─ ─  9,902 0.2

Ⅳ　少数株主持分   ─ ─  198,273 3.4

純資産合計   ─ ─  3,108,925 52.6

負債純資産合計   ─ ─  5,915,345 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（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   11,545,776 100.0  14,186,975 100.0

Ⅱ　売上原価   8,407,335 72.8  10,304,727 72.6

売上総利益   3,138,441 27.2  3,882,247 27.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,842,705 24.6  3,456,297 24.4

営業利益   295,736 2.6  425,949 3.0

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息配当金  7,724   3,339   

２　投資有価証券売却益  16,057   1,126   

３　為替差益  4,296   1,054   

 ４　その他  5,345 33,423 0.2 9,005 14,524 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息  17,941   20,778   

２　持分法による投資損失  30,163   39,357   

３　貸倒引当金繰入額  2,500   ─   

４　その他  21,805 72,410 0.6 29,602 89,738 0.6

経常利益   256,749 2.2  350,735 2.5

Ⅵ　特別利益        

１　貸倒引当金戻入益  12,627   2,432   

２　その他 ※４ 931 13,558 0.1 3,146 5,578 0.0

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※２ 182   ─   

２　固定資産除却損 ※３ 947   3,393   

３　投資有価証券評価損  44,607   105,508   

４　臨時償却費  12,220   12,220   

５　本社移転費用  ─   57,417   

６　減損損失  ※５ ─   73,508   

７　その他 ※６ ― 57,957 0.5 2,529 254,576 1.8

匿名組合損益分配前税金
等調整前当期純利益

  212,350 1.8  101,737 0.7

匿名組合損益分配額   2,562 0.0  75,977 0.6

税金等調整前当期純利益   214,913 1.8  177,714 1.3

法人税、住民税及び事業税  58,914   165,227   

法人税等調整額  △15,091 43,823 0.4 △10,958 154,268 1.1

少数株主利益   28,497 0.2  1,397 0.0

当期純利益   142,592 1.2  22,048 0.2
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,863,218

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１　増資による新株の発行  4,481 4,481

Ⅲ　資本剰余金期末残高   1,867,700

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △149,360

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　当期純利益  142,592 142,592

Ⅲ　利益剰余金期末残高   △6,767

    

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本 評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主持

分
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

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日残

高（千円）
1,028,610 1,867,700 △6,767 2,889,543 1,411 1,190 2,602 ― 192,185 3,084,331

当連結会計年度中の

変動額

新株の発行

（千円）
5,703 5,703  11,407   ―   11,407

剰余金の配当

（千円）（注）
  △22,546 △22,546   ―   △22,546

当期純利益

（千円）
  22,048 22,048   ―   22,048

株主資本以外の項

目の当連結会計年

度中の変動額（純

額）

（千円）

   ― △4,226 1,921 △2,304 9,902 6,087 13,685

当連結会計年度中の

変動額合計

（千円）

5,703 5,703 △497 10,909 △4,226 1,921 △2,304 9,902 6,087 24,594

平成19年２月28日残

高（千円）
1,034,313 1,873,403 △7,265 2,900,452 △2,814 3,112 297 9,902 198,273 3,108,925
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　税金等調整前当期純利益  214,913 177,714

２　減価償却費  145,313 243,541

３　減損損失  ─ 73,508

４　株式報酬費用  ─ 9,902

５　連結調整勘定償却額  53,500 ─

６　のれん償却額  ─ 59,266

７　臨時償却費  12,220 12,220

８　持分法による投資損失  30,163 39,357

９　貸倒引当金の増加額又は
減少額(△）

 △14,707 14,585

10　賞与引当金の減少額  △8,433 ─

11　退職給付引当金の増加額  2,730 7,828

12　保証履行引当金の増加額  14,575 561

13　受取利息配当金  △7,724 △3,339

14　支払利息  17,941 20,778

15　為替差損益  △2,933 △1,170

16　投資有価証券売却益  △16,057 △1,126

17　持分変動利益  ― △3,146

18　固定資産売却損  182 ―

19　固定資産除却損  947 3,393

20　投資有価証券評価損  44,607 105,508

21　関係会社株式売却損  ― 2,529

22　売上債権の増加(△）又
は減少額

 △241,172 57,981

23　たな卸資産の増加(△）
又は減少額

 △69,696 88,025

24　仕入債務の増加額又は減
少額(△)

 282,359 △51,773

25　その他の資産の増加額  △122,285 △67,612

26　その他の負債の増加額  302,185 55,326

小計  638,631 843,860

27　利息及び配当金の受取額  8,983 3,387

28　利息の支払額  △16,119 △22,022

29　法人税等の支払額  △263,896 △23,269

30　法人税等の還付額  ― 43,153

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 367,598 845,110
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前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　定期預金の預入による支
出

 △303,000 △73,000

２　定期預金の払戻による収
入

 936,560 40,000

３　投資有価証券の取得によ
る支出

 △1,450 △8,000

４　投資有価証券の売却によ
る収入

 24,564 9,400

５　関係会社株式の取得によ
る支出

 △4,500 ─

６　関係会社株式の売却によ
る収入

 300 1,762

７　有形固定資産の取得によ
る支出

 △89,735 △287,713

８　有形固定資産の売却によ
る収入

 7 ─

９　無形固定資産の取得によ
る支出

 △210,201 △119,964

10　貸付金の貸付けによる支
出

 △3,705 △12,854

11　貸付金の回収による収入  64,392 8,196

12　その他の投資による支出  △100,042 △243,666

13　その他の投資による収入  5,665 147,247

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 318,853 △538,592

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又は
減少額(△)

 195,425 △104,965

２　長期借入による収入  200,000 460,000

３　長期借入金の返済による
支出

 △324,700 △430,413

 ４　社債の発行による収入  300,000 ─

５　株式の発行による収入  8,963 11,407

６　配当金の支払額  ─ △21,851

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 379,688 △85,822
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前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（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） 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 6,411 7,944

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

 1,072,552 228,639

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,083,358 2,155,911

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

 2,155,911 2,384,550
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　 ９社

主要な連結子会社の名称

CREEK & RIVER KOREA Co.,Ltd.

株式会社ティー・オー・ピー

CREEK & RIVER AMERICA Inc.

CREEK & RIVER AMERICA LLC.

株式会社メディカル・

プリンシプル社

株式会社Ｃ＆Ｒ総研

株式会社オープンマジック

 有限会社ＢＳプロジェクト

 有限会社ＡＳプロジェクト

　平成17年４月27日に有限会社ＢＳプロ

ジェクト、平成17年11月４日に有限会社

ＡＳプロジェクトを設立したことから、

当連結会計年度より連結の範囲に含めて

おります。

(1) 連結子会社の数　　 ７社

主要な連結子会社の名称

CREEK & RIVER KOREA Co.,Ltd.

株式会社ティー・オー・ピー

株式会社メディカル・

プリンシプル社

株式会社Ｃ＆Ｒ総研

株式会社オープンマジック

有限会社ＢＳプロジェクト

有限会社ＡＳプロジェクト

 

 

　子会社CREEK & RIVER AMERICA Inc.、

CREEK & RIVER AMERICA LLC.は当連結会

計年度中に清算結了したことから、当連

結会計年度より連結の範囲から除外して

おります。

(2) 非連結子会社はありません。 (2)　　　 　　　同左

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社の数　２社

主要な関連会社の名称

CREEK & RIVER TAIWAN Co.,Ltd.

株式会社リーディング・エッジ社

(1) 持分法適用の関連会社の数　２社

主要な関連会社の名称

CREEK & RIVER TAIWAN Co.,Ltd.

株式会社リーディング・エッジ社

(2）持分法を適用していない関連会社

（有限会社ワーカービー）は、従来より

当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要

性が乏しいため、持分法の適用範囲から

除外しておりましたが、当連結会計年度

において、第三者割当により持分比率が

低下したため、関連会社ではなくなって

おります。

　また、平成17年10月31日に設立した株

式会社メディカルスタンダード社は当期

純利益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性が乏

しいため、持分法の適用範囲から除外し

ております。

(2）持分法を適用していない関連会社

（株式会社メディカルスタンダード社）

は、従来より当期純利益及び利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性が乏しいため、持分法の

適用範囲から除外しております。

(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社の

事業年度に係る財務諸表を使用しており

ます。

(3)　　　　　　 同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、株式会社Ｃ＆Ｒ総研、

有限会社ＢＳプロジェクト及び有限会社Ａ

Ｓプロジェクトは連結決算日と一致し、株

式会社オープンマジックは、当連結会計年

度において決算期を10月31日から２月28日

に変更したことにより、連結決算日は一致

しております。その他５社の決算日は12月

31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、その

他の５社については連結決算日との差は

３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の

事業年度に係わる財務諸表を基礎として連

結を行なっております。ただし、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なっております。

　また、株式会社メディカル・プリンシプ

ル社は、当連結会計年度において決算期を

６月30日から12月31日に変更したことによ

り、当連結会計年度における会計期間は平

成17年３月１日から平成17年12月31日まで

の10ヶ月間となっております。

　連結子会社のうち、株式会社Ｃ＆Ｒ総研、

株式会社オープンマジック、有限会社ＢＳ

プロジェクト及び有限会社ＡＳプロジェク

トは連結決算日と一致しております。その

他３社の決算日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、その

他の３社については連結決算日との差は

３ヶ月以内であるため、当該連結子会社の

事業年度に係わる財務諸表を基礎として連

結を行なっております。ただし、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なっております。

 

４　会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

(イ) その他有価証券

時価のあるもの

  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、売却原価は総平均法により

算定）

(イ) その他有価証券

時価のあるもの

  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、売却原価は総平均

法により算定）

時価のないもの

　総平均法による原価法を採用しており

ます。

　なお、投資事業組合（投資事業有限責

任組合含む）への出資に係る会計処理は、

組合の資産、負債、収益及び費用を出資

持分割合に応じて計上しております。

時価のないもの

同左

(ロ) デリバティブ取引

時価法

（ただし、特例処理の要件を満たして

いる場合には、特例処理によっており

ます。）

(ロ) デリバティブ取引

同左

(ハ) たな卸資産

商　品　移動平均法による原価法

仕掛品　個別法による原価法

貯蔵品　最終仕入原価法による

　　　　原価法

(ハ) たな卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法を、

また、在外連結子会社は当該国の会計基

準の規定に基づく定額法を採用しており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　建物及び構築物　　　３～15年

　機械装置及び運搬具　　　５年

　その他（器具備品）　２～15年

（追加情報）

　新本社移転計画に伴い、除却予定の建

物等について、耐用年数を除却予定時ま

での期間に変更しております。この結果、

臨時償却費12,220千円を特別損失に計上

しております。

(イ) 有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

(ロ) 無形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定額法を、

また、在外連結子会社は当該国の会計基

準の規定に基づく定額法を採用しており

ます。

　なお、ソフトウェア（自社利用）につ

いては社内における見込利用可能期間

（３～５年間）により定額法を採用して

おります。

(ロ) 無形固定資産

同左

 

(3）重要な繰延資産の処理

方法

(イ) 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(ロ) 株式交付費

─────── 

 

(ハ) 社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(ニ) 創立費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(イ) 新株発行費

───────

 

(ロ) 株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。 

(ハ) 社債発行費

同左

 

(ニ) 創立費

同左

 

(4）重要な引当金の計上基

準

(イ) 貸倒引当金

　債権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、回収不能見込

額を計上しております。

(イ) 貸倒引当金

同左

(ロ) 賞与引当金

　当社及び連結子会社は従業員に対して

支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき計上しております。

(ロ) 賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（追加情報）

　当社及び連結子会社は、賞与のうち年

２回支給する給与加算額はその支給対象

期間が会計期間に一致しているため、引

当金の計上はありません。賞与のうち業

績連動部分については、当連結会計年度

における支給見込はありません。

 

(ハ) 退職給付引当金

　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。

(ハ) 退職給付引当金

同左

(ニ) 保証履行引当金

　コンサルティング委嘱契約の保証履行

に備えるため、保証履行実績率により保

証履行見込額を計上しております。

(ニ) 保証履行引当金

同左

(5）重要なリース取引の処

理方法

　当社及び連結子会社はリース物件の所有

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、在外連結子会社は主と

して通常の売買取引に準じた会計処理に

よっております。

同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

(イ) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。

(イ) ヘッジ会計の方法

同左

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金利息

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(ハ) ヘッジ方針

　当社は、借入金の金利変動リスクを回

避する目的で金利スワップ取引を行なっ

ており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎

に行なっております。

(ハ) ヘッジ方針

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法

　リスク管理方針に従って、以下の条件

を満たす金利スワップを締結しておりま

す。

1)金利スワップの想定元本と長期借入金

の元本金額が一致している。

2)金利スワップと長期借入金の契約期間

及び満期が一致している。

3)長期借入金と金利スワップの金利改定

条件が一致している。

4)金利スワップの受払い条件がスワップ

期間を通して一定である。

　従って、金利スワップの特例処理の要

件を満たしているので、連結決算日にお

ける有効性の評価を省略しております。

(ニ) ヘッジ有効性評価の方法

同左

５　その他連結財務諸表作成

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

６　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

７　連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行なっております。

───────

８　のれんの償却に関する事

項

─────── 　のれんの償却については、５年間の均等

償却を行なっております。

９　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分又は損失処理について、連結会計年度中

に確定した利益処分又は損失処理に基づい

て作成しております。

───────

10　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

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取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左
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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

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

───────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

  当連結会計年度から「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」の合計に相当する金額は2,900,749

千円であります。

  なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結財務諸表

は改正後の連結財務諸表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）

  当連結会計年度から「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」（企業会計基準適

用指針第６号  平成15年10月31日）を適用しておりま

す。

  これにより税金等調整前当期純利益は73,508千円減少し

ております。

  なお、減損損失累計額につきましては改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 ─────── （ストック・オプション等に関する会計基準等）

  当連結会計年度から「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  最終改正

平成18年５月31日  企業会計基準適用指針第11号）を適用

しております。

  これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益が9,902千円減少しております。

  なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

────── （連結貸借対照表）

 １  「敷金保証金」は、前連結会計年度まで、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度において、資産の総額の100分の５を超

えたため区分掲記しております。

  なお、前連結会計年度における「敷金保証金」の金

額は287,415千円であります。

 ２   連結財務諸表規則の改正に伴い、前連結会計年度に

おいて「連結調整勘定」として掲記されていたものは、

当連結会計年度から「のれん」として表示しておりま

す。

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

 　   連結財務諸表規則の改正に伴い、前連結会計年度に

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、当連結会計年度から「のれん償却額」として

表示しております。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

外形標準課税制度の導入について 

　「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日以降

に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当連結会計期間から「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についての実務上

の取扱い」（平成16年2月13日企業会計基準委員会実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しております。

   この結果、販売費及び一般管理費が12,681千円円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、それ

ぞれ12,681千円減少しております。

───────

─────── (株主資本等変動計算書に関する会計基準等)

　当連結会計年度から「株主資本等変動計算書に関する会

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６号)及び「株主資本等変動計算書に関する会

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９号)を適用しておりま

す。

　財務諸表等規則の改正により、当連結会計年度から「株

主資本等変動計算書」を作成しております。

　また、前連結会計年度まで作成しておりました「連結剰

余金計算書」は、本改正により廃止され、当連結会計年度

からは作成しておりません。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年２月28日）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 155,701千円 投資有価証券（株式）       65,700千円

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式225,460株であ

ります。

※２　当社の発行済株式総数は、普通株式225,830株であ

ります。

  

　３　保証債務

下記のとおり、債務保証しております。

 

相手先名 金額 種類

大日本印刷㈱ 4,085千円

子会社取引先㈲エス・

パブリッシングの買掛

金債務、手形債務

 

　３　保証債務

下記のとおり、債務保証しております。

 

相手先名 金額 種類

大日本印刷㈱      3,866千円

子会社取引先㈲エス・

パブリッシングの買掛

金債務、手形債務
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　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。

※１　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。

給料手当 848,894千円

退職給付引当金繰入額 12,602

保証履行引当金繰入額 35,835

貸倒引当金繰入額 10,431

地代家賃 202,758

給料手当    1,081,616千円

退職給付引当金繰入額 8,417

保証履行引当金繰入額 36,331

貸倒引当金繰入額 24,847

地代家賃 338,972

※２　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※２　　　　　　　　──────

有形固定資産（その他） 182千円     

※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

有形固定資産（その他） 947千円

  

有形固定資産（その他）    3,393千円

  

※４　特別利益のうち「その他」の内容は次のとおりであ

ります。

※４　特別利益のうち「その他」の内容は次のとおりであ

ります。

新株引受権戻入益 900千円

持分変動利益 31

持分変動利益    3,146千円

  

※５　　　　　　　────── ※５　減損損失

  （1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類

東京都千代田区 遊休 ソフトウェア

東京都千代田区 ─ のれん

  （2）減損損失の認識に至った経緯

   （ソフトウェア）

        当該資産につき、当連結会計年度中においてサー

ビス提供が終了したことにより、当該用途に使用す

る資産の帳簿価額の回収可能性が認められないこと

となったため、帳簿価額全額を減損いたしました。

   （のれん）

        株式取得時に検討した事業計画において、当初想

定していた収益が見込めなくなったことから、当該

投資先に対するものについては、全額減損損失とし

て認識しております。

  （3）減損損失の内訳

ソフトウェア 51,626千円

のれん 21,882千円 

合    計 73,508千円 

  （4）資産のグルーピングの方法

　当社グループは管理会計上の事業所等を単位とし

て資産のグルーピングを行なっております。ただし、

遊休資産については個別にグルーピングを行ない、

提出会社の本社管理部門に係る資産等は共有資産と

しており、より大きなグルーピングで評価しており

ます。

※６　             ────── ※６　特別損失のうち「その他」の内容は次のとおりであ

ります。

子会社株式売却損    2,529千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

１  発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 225,460 370 ─ 225,830

合計 225,460 370 ─ 225,830

 （注）  普通株式の発行済株式総数の増加370株は、新株予約権の権利行使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） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成14年５月28日定時株主総

会ストック・オプション

（注）１，４

普通株式 390 － 130 260 －

平成16年５月27日定時株主総

会ストック・オプション

（注）１，４

普通株式 4,010 － 995 3,015 －

平成17年５月25日定時株主総

会ストック・オプション

（注）２，３

普通株式 － 2,250 － 2,250 9,902

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 4,400 2,250 1,125 5,525 9,902

 （注）１ 平成14年５月28日及び平成16年５月27日の新株予約権の当連結会計年度減少額は、新株予約権の権利行使

          と権利喪失によるものです。

       ２ 平成17年５月25日の新株予約権の当連結会計年度増加額は、新株予約権の発行によるものです。

       ３ 上表の新株予約権のうち平成17年５月25日の新株予約権は、権利行使期間（権利行使期間  平成22年６月１

          日から平成24年５月31日）が未到来となっております。

       ４ 平成14年５月28日及び平成16年５月27日の新株予約権は、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。

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５月25日

定時株主総会
普通株式 22,546 100 平成18年２月28日 平成18年５月26日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

定時株主総会
普通株式 22,583 利益剰余金 100 平成19年２月28日 平成19年５月25日

（注）平成19年５月24日開催予定の定時株主総会において議案として付議する予定であります。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１　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

１　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

(平成18年２月28日) (平成19年２月28日)

現金及び預金勘定 2,155,911千円

現金及び現金同等物 2,155,911

現金及び預金勘定   2,417,550千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
33,000

現金及び現金同等物 2,384,550
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１　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

 器具備品 その他 計

取得価額相当
額(千円)

53,429 95,533 148,963

減価償却累計
額相当額
(千円)

15,101 22,110 37,211

期末残高相当
額(千円)

38,328 73,423 111,752

 器具備品 その他 計

取得価額相当
額(千円)

66,654 119,353 186,008

減価償却累計
額相当額
(千円)

27,538 44,482 72,020

期末残高相当
額(千円)

39,115 74,871 113,987

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 29,077千円

１年超 84,606

合計 113,684

１年内       36,982千円

１年超 79,854

合計 116,836

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 15,895千円

減価償却費相当額 14,553

支払利息相当額 1,839

支払リース料       39,577千円

減価償却費相当額 36,565

支払利息相当額 3,928

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

利息相当額の算定方法

同左

 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内 1,385千円

１年超 2,530

合計 3,915

 ２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年以内      1,225千円

１年超 1,315

合計 2,541
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②　有価証券

前連結会計年度(平成18年２月28日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価

(千円)

連結貸借対照表計上額

(千円)

差額

(千円)

連結貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

(1) 株式 10,400 12,780 2,380

(2) 債券    

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 10,400 12,780 2,380

連結貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券    

①　国債・地方債等 ― ― ―

②　社債 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 10,400 12,780 2,380

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)

24,564 16,057 ―

３　時価のない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 192,883
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当連結会計年度(平成19年２月28日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価

(千円)

連結貸借対照表計上額

(千円)

差額

(千円)

連結貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

(1) 株式 400 405 5

(2) 債券    

①　国債・地方債等 ─ ─ ─

②　社債 ─ ─ ─

③　その他 ─ ─ ─

(3) その他 ─ ─ ─

小計 400 405 5

連結貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

(1) 株式 10,000 5,250 △4,750

(2) 債券    

①　国債・地方債等 ─ ─ ─

②　社債 ─ ─ ─

③　その他 ─ ─ ─

(3) その他 ─ ─ ─

小計 10,000 5,250 △4,750

合計 10,400 5,655 △4,745

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)

─ ─ ─

３　時価のない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 137,840

 （注）上記の取得原価は減損処理後の金額であります。なお、当連結会計年度中において減損処理を行ない、投資有価証

券評価損48,000千円を計上しております。
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(1) 取引の内容

　当社グループが利用しているデリバティブ取引は、金

利スワップ取引であります。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行なわない方針

であります。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

　デリバティブ取引は、借入金利等の将来の金利市場に

おける利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

なっております。

(3) 取引の利用目的

同左

①　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金の利息

 

 

 

 

 

②　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行なっており、ヘッジ対象の識別は個別

契約毎に行なっております。

 

 

③　ヘッジ有効性評価の方法

　リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利

スワップを締結しております。

 

 

1)金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が

一致している。

 

2)金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一

致している。

 

3)長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致し

ている。

 

4)金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して

一定である。

 

　従って、金利スワップの特例処理の要件を満たして

いるので、決算日における有効性の評価を省略してお

ります。

 

(4) 取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しております。

　なお、取引先は高格付を有する金融機関に限定してい

るため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係わるリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、社内ルー

ルに従い、経理部が決済担当役員の承認を得て行なって

おります。

(5) 取引に係わるリスク管理体制

同左
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２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行なっておりますが、ヘッジ

会計を適用しておりますので、注記の対象から除いており

ます。

　該当事項はありません。

④　退職給付

１　採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２　退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

(平成18年２月28日)
当連結会計年度

(平成19年２月28日)

退職給付債務(千円) 52,889 62,140

退職給付引当金(千円) 52,889 62,140

３　退職給付費用及びその内訳

 
前連結会計年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

退職給付費用(千円) 12,602 8,417

退職給付引当金繰入額(千円) 12,602 8,417

４　退職給付債務の計算基礎

　当社グループは、退職給付債務の計算に当たり簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載

しておりません。
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⑤　ストック・オプション等

当連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

１  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

第１回（平成14年）
ストック・オプション

第２回（平成16年）
ストック・オプション

第３回（平成17年）
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社及び当社子会社の取締

役、監査役及び従業員79名

当社及び当社子会社の取締

役、監査役及び従業員58名

当社取締役、従業員（契約

社員、派遣社員を含む）17

名及び取引先９名及び１社

ストック・オプション数 普通株式  3,500  株 普通株式  4,470  株 普通株式  2,250  株

付与日 平成15年１月24日 平成16年９月22日 平成18年５月23日

権利確定条件

  権利確定日において当社

又は当社子会社の取締役、

監査役、従業員の地位にあ

ること。

  権利確定日において当社

又は当社子会社の取締役、

監査役、従業員の地位にあ

ること。

  権利確定日において当社

又は当社子会社の取締役、

監査役、従業員又は顧問の

地位にあること。

  また、取引先は権利確定

日においても、当社及び当

社子会社との取引関係が良

好に継続していること。

対象勤務期間
対象勤務期間は付されてお

りません。

対象勤務期間は付されてお

りません。

対象勤務期間は付されてお

りません。

権利行使期間
平成16年６月１日から平成

19年５月31日

平成18年６月１日から平成

20年５月31日

平成22年６月１日から平成

24年５月31日

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

第１回（平成14年）
ストック・オプション

第２回（平成16年）
ストック・オプション

第３回（平成17年）
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 ― 4,010 ―

付与 ― ― 2,250

失効 ― 225 ―

権利確定 ― 3,785 ―

未確定残 ― ― 2,250

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 390 ― ―

権利確定 ― 3,785 ―

権利行使 100 270 ―

失効 30 500 ―

未行使残 260 3,015 ―
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②　単価情報

第１回（平成14年）
ストック・オプション

第２回（平成16年）
ストック・オプション

第３回（平成17年）
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 9,850 38,600 63,709

行使時平均株価　　　　　（円） 45,070 42,585 ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― 21,566

２  ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された平成17年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以

下のとおりであります。

 ①　使用した評価方法　　　　　ブラック・ショールズ式

 ②　主な基礎数値及び見積方法

第３回（平成17年）
ストック・オプション

株価変動性（注）１  74.03％

予想残存期間（注）２  5.03年

予想配当（注）３   100円／株

無リスク利子率（注）４  1.31％

 （注）１  予想残存期間における直近株式の日次ヒストリカル・ボラティリティに基づき算定しております。

　　　　　　　

 ２  合理的な見積りが困難であるため、各権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して

見積もっております。

 ３  平成18年２月期の配当実績によっております。

 ４  予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

３  ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、失効数の見積りは行なっておりません。 

４  連結財務諸表への影響額

販売費及び一般管理費のその他　　9,902千円
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⑥　税効果会計

前連結会計年度
(平成18年２月28日)

当連結会計年度
(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の内

訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内

訳

繰延税金資産  

未払事業税 601千円

未払事業所税損金不算入 5,385

貸倒引当金損金算入超過額 24,167

退職給付引当金超過額 17,271

一括償却資産損金算入限度超過額 3,031

投資有価証券評価損 8,489

保証履行引当金 14,558

繰越欠損金 2,357

その他 20,623

繰延税金資産合計 96,486

繰延税金負債  

未収還付事業税 △1,157

その他有価証券評価差額金 △968

繰延税金負債合計 △2,125

繰延税金資産の純額 94,360

繰延税金資産  

未払事業税    13,993千円

未払事業所税損金不算入 5,925

貸倒引当金損金算入超過額 28,457

退職給付引当金超過額 16,638

一括償却資産損金算入限度超過額 4,251

投資有価証券評価損 4,444

保証履行引当金 14,786

繰越欠損金 69,289

その他 25,159

繰延税金資産小計 182,946

評価性引当額 △74,728

繰延税金資産合計 108,217

繰延税金負債  

繰延税金負債合計 ─

繰延税金資産の純額 108,217

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な項目別の内訳

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な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

(調整)  

持分法による投資損失 5.7

連結調整勘定の償却額 10.1

交際費等永久に損金算入されない

項目
6.4

住民税均等割等 3.1

ＩＴ投資促進税制による税額控除 △2.0

評価性引当額 △42.6

その他 △1.0

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
20.4

法定実効税率 40.7％

(調整)  

持分法による投資損失 9.0

のれんの償却額 31.7

交際費等永久に損金算入されない

項目
8.1

住民税均等割等 3.8

ＩＴ投資促進税制による税額控除 △6.5

留保金課税 4.0

評価性引当額 △3.0

その他 △1.0

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
86.8
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日)

 
エージェン
シー事業
(千円)

教育事業
(千円)

出版事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 11,220,347 252,635 72,793 11,545,776 ― 11,545,776

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
18,100 2,525 ― 20,625 (20,625) ―

計 11,238,448 255,160 72,793 11,566,402 (20,625) 11,545,776

営業費用 10,229,336 195,580 135,457 10,560,374 689,666 11,250,040

営業利益又は営業損失(△) 1,009,112 59,579 △62,663 1,006,027 (710,291) 295,736

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
      

資産 3,315,529 287,623 76,384 3,679,537 2,093,593 5,773,131

減価償却費 109,892 6,728 2,048 118,669 26,644 145,313

資本的支出 248,768 11,307 3,458 263,534 54,605 318,140

　（注) １　事業区分は、サービスの種類、性質及び販売市場の類似性等を考慮して区分しております。

２　各事業の主な内容

(1) エージェンシー事業　……　エージェントサービス、プロデュースサービス

(2) 教育事業　……　講習会、セミナー等の開催

(3) 出版事業　……　雑誌製作

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は 710,291千円であり、その主なものは、

親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,093,593千円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び共通部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度(自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日)

 
エージェン
シー事業
(千円)

教育事業
(千円)

出版事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 13,819,102 291,512 76,360 14,186,975 ─ 14,186,975

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
56,002 ─ ─ 56,002 (56,002) ─

計 13,875,104 291,512 76,360 14,242,977 (56,002) 14,186,975

営業費用 12,654,298 237,805 166,568 13,058,673 702,352 13,761,025

営業利益又は営業損失(△) 1,220,806 53,706 △90,207 1,184,304 (758,355) 425,949

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 3,279,137 229,743 68,469 3,577,349 2,337,996 5,915,345

減価償却費 272,395 8,355 1,973 282,724 20,083 302,807

減損損失 73,508 ─ ─ 73,508 ─ 73,508

資本的支出 341,797 18,604 8,595 368,997 86,063 455,061

　（注) １　事業区分は、サービスの種類、性質及び販売市場の類似性等を考慮して区分しております。

２　各事業の主な内容

(1) エージェンシー事業　……　エージェントサービス、プロデュースサービス

(2) 教育事業　……　講習会、セミナー等の開催

(3) 出版事業　……　雑誌製作

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は758,355千円であり、その主なものは、

親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,337,996千円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び共通部門に係る資産等であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日)

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度(自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日)

日本
（千円）

韓国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 12,697,557 1,489,417 14,186,975 ─ 14,186,975

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 221 501 723 (△723) ─

計 12,697,778 1,489,919 14,187,698 (△723) 14,186,975

営業費用 11,539,226 1,462,496 13,001,723 759,302 13,761,025

営業利益 1,158,552 27,422 1,185,975 (△760,025) 425,949

Ⅱ　資産 2,640,284 277,497 2,917,782 2,997,563 5,915,345

　（注）１　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額は 760,025千円であり、その主なものは、

親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(2,997,563千円)の主なものは、親会社での余資運用資金

(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び共通部門に係る資産等であります。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度(自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日)

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度(自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日)

韓国 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,489,417 1,489,417

Ⅱ　連結売上高（千円） ─ 14,186,975

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.5 10.5

　（注）１　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度(自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日)

　該当事項はありません。

当連結会計年度(自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日)

(1) 親会社及び法人主要株主等

    該当事項はありません。

(2) 役員及び個人主要株主等

    該当事項はありません。

(3) 子会社等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員の兼
任等
（人）

事業上の
関係

関連会社 

株式会社

リーディン

グ・エッジ

社 

東京都

千代田区 
225,000

IT技術者の

エージェン

ト業務、経

営者や管理

者の紹介事

業及びシス

テム案件の

開発・運

用・技術

サービス 

32.4 兼任１名

システム

関連業務

の委託

ソフトウェ

ア開発 
61,829

未払金 61,510

システムサ

ポート 
58,918

　（注）１　上記金額のうち、取引金額には消費税は含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

    当社と関連を有しない、他の当事者と同等の条件によっております。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

当連結会計年度
(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 12,827円75銭       12,844円83銭

１株当たり当期純利益 633円51銭    97円71銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 625円96銭

 

 

 

　当社は、平成17年10月20日付で普通

株式１株につき普通株式５株の割合で

株式分割を行ないました。前期首に当

該株式分割が行われたと仮定した場合

における(１株当たり情報)の各数値は

以下のとおりであります。

１株当たり純資産額　12,209円26銭

１株当たり当期純損失 　126円55銭

  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

純損失であるため記載しておりません。

   97円38銭

 

 

 

　（注）　１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)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。

 
前連結会計年度

(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

当連結会計年度
(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金額   

当期純利益 142,592千円        22,048千円

普通株主に帰属しない金額 ―千円 ─千円

普通株式に係る当期純利益 142,592千円        22,048千円

普通株式の期中平均株式数 225,080株        225,640株

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数 2,717株      756株

（うち新株予約権） （2,717株） （756株）

　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

―――――― 

  平成17年５月25日定時株主

総会決議による新株予約権と

なるストック・オプション（株

式の数2,250株）

  なお、これらの概要は「ス

トック・オプション等」の注

記に記載のとおりであります。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 １　本店移転

　当社グループ（当社、株式会社メディカル・プリンシプ

ル社を除く国内連結子会社全て及び国内持分法適用関連会

社）は、業容の拡大と業務の一層の効率化を図るために平

成18年５月に東京都千代田区へ本店移転を行ないました。

　本店移転に伴い、敷金保証金及びオフィス環境整備のた

めの什器・備品の購入及び工事のため、約500,000千円の支

出を見込んでおります。 

─────── 

 ２　新株予約権の発行

　当社は、平成17年５月25日開催第15回定時株主総会及び

平成18年５月９日開催の取締役会決議に基づき、次のよう

にストックオプションを目的とする新株予約権を発行いた

しました。

新株予約権の発行日 平成18年５月23日

 新株予約権の数（個） 450

新株予約権の目的となる株式の種

類 
 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

（株） 
2,250

新株予約権行使時の１株当たり払

込金額（円） 
 63,709（注）

新株予約権を行使することができ

る期間 

平成22年６月１日～

平成24年５月31日 

 （注）新株予約権の行使時の１株当たり払込金額は新株予約権を発行す

る日の属する月の前月の各日の株式会社大阪証券取引所における

当社普通株式の普通取引の最終価格の平均値に1.05を乗じた金額

を適用して決定したものです。

─────── 
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