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1.  21年5月期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期 11,431 △2.8 2,126 15.7 2,039 21.1 1,181 34.9
20年5月期 11,756 4.6 1,838 277.5 1,684 246.3 875 ―

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年5月期 106.40 105.40 31.9 24.0 18.6
20年5月期 79.91 79.87 31.0 20.6 15.6

（参考） 持分法投資損益 21年5月期  ―百万円 20年5月期  ―百万円

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

21年5月期 8,313 4,187 50.4 376.77
20年5月期 8,673 3,227 37.2 290.71

（参考） 自己資本   21年5月期  4,187百万円 20年5月期  3,227百万円

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

21年5月期 1,202 △257 △880 3,457
20年5月期 2,186 △217 △456 3,454

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年5月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 166 18.8 5.8
21年5月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 166 14.1 4.5
22年5月期 

（予想）
― 7.50 ― 7.50 15.00 11.9

3.  22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

5,900 2.2 1,100 △0.2 1,050 △0.5 600 0.3 53.98

通期 12,200 6.7 2,600 22.3 2,500 22.6 1,400 18.5 125.96
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(注) 詳細は、9ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、25ページ「連結財務諸表のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期 11,844,000株 20年5月期 11,844,000株
② 期末自己株式数 21年5月期  730,200株 20年5月期  742,500株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年5月期の個別業績（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期 8,916 △8.6 1,875 29.8 1,790 18.3 1,017 41.9
20年5月期 9,754 12.1 1,445 456.2 1,513 340.5 716 ―

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
円 銭 円 銭

21年5月期 91.61 90.75
20年5月期 65.43 65.40

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

21年5月期 8,547 3,928 46.0 353.46
20年5月期 9,178 3,151 34.3 283.85

（参考） 自己資本 21年5月期  3,928百万円 20年5月期  3,151百万円

2.  22年5月期の個別業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は、現在得られている各種情報から判断した将来情報です。当社および連結子会社における一般的な状況、景気および産業動向の変化等によ
るリスクや不確実性を含んでおります。上記業績予想の前提条件などに関する事項については、8ページ「事業等のリスク」をご覧下さい。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

4,600 1.1 1,000 △0.3 900 △4.7 500 △10.3 44.98

通期 9,500 6.5 2,100 12.0 2,300 28.5 1,300 27.8 116.97

－ 2 －



気象市場は、全世界で6,000億円以上の市場規模はあると認識しており、今後も先進国はもちろ

ん、アジア、南米などの国々の経済発展によってグローバルな潜在市場は成長し続けると考えていま

す。また、世界的な気候変動への関心の高まりや、個人がどこでも自由にコンテンツを交信できるネ

ット社会の急速な発展等に下支えされながら、気象コンテンツに対するニーズはますます高まると見

込んでいます。  

 当社では、「67億人サポーターとともに」という夢のもと、“全世界の競合（官営サービスを含

む）から、サポーターに 初に選ばれる会社を目指して”を方針とした中期ビジョン（当期より３ヵ

年）に基づいた計画に取り組んでいます。当期（23期）は、中期ビジョンの初年度として、前期に確

立したグローバルビジネスモデルを基盤に、中期ビジョンの下記テーマに取り組んできました。 

 ① 市場面－重点事業のやり抜き  

  ・海事気象（航海気象/VP、石油気象/P、海上気象/M）のやり抜き  

  ・交通気象（道路気象/RD、鉄道気象/R、航空気象/SKY）のやり抜き  

  ・分衆市場（BtoS市場）の立ち上げ  

 ② エリア展開－重点地域（23期・24期 欧州、25期 北米・南米）  

 ③ 革新的なサービスおよびサービスを実現する技術、インフラ展開への取り組み  

  

こうした取り組みの結果、売上面では、世界経済の鈍化の中で、重点事業である海事気象、交通気

象、モバイル・インターネット事業が、価値創造サービスを中心に売上成長しました。海事気象の中

でも海運会社向け航海気象が、荷動きの鈍化に伴い既存顧客売上の一部に影響が出たものの、こうし

た時期だからこそ安全運航管理に加えコスト管理を重視したＴＦＭＳ（Total Fleet Management 

Service）への契約切替、新規受注が拡大し、引き続き成長しました。また、海事気象に続くグロー

バル市場を視野に入れた交通気象では、道路気象、鉄道気象、航空気象がそれぞれサービス提供エリ

ア、対象を拡大しました。一方で、BtoS市場の重点事業では、ゲリラ雷雨をはじめ、個人サポーター

との交信型の新しい気象サービスの利用が広がったモバイル・インターネットが成長しました。 

 こうした結果、売上面では、重点事業を中心にトールゲート型売上（継続的なコンテンツサービ

ス）が引き続き成長しましたが、放送局向けシステムインテグレーションをはじめとする注文受注型

サービスの戦略的減少や海外売上における為替換算差により、売上全体で11,431百万円（前年同期比

2.8％減）となりました。  

 また、利益面については、革新的なサービスを実現するための投資を積極的に行う一方で、収益性

の高いトールゲート型売上が増加したことなどにより、営業利益2,126百万円（前年同期比15.7%

増）、経常利益2,039百万円（前年同期比21.1%増）、純利益1,181百万円（前年同期比34.9%増）と増

益となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

1) 当期の概況
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2) 市場別の状況 

当連結会計期間における市場別売上高は以下の通りです。 

  

 
  

 BtoB市場は、海・空・陸の23の市場の中で、当社の起源でありまた世界的に民間気象市場が確立

している海事気象（航海気象、石油気象、海上気象）と、世界的なニーズや期待が高く、次なるグロ

ーバル市場への展開を視野に入れた交通気象（道路気象、鉄道気象、航空気象）の２つの分野を重点

事業として位置づけ、注力しています。  

  海運向け航海気象は、運航の安全性、経済性、環境への負荷を 適化するTFMS（Total Fleet 

Management Service）を全世界の主要な海運会社すべてに提供することを目指しています。  

  TFMSは、世界経済の減速という時期だからこそ、安全性と経済性を実現するサービスとして海運会

社からの関心が高く、既存顧客のTFMS契約への切替やタンカー会社等の新規契約が増加しています。 

  一部のスポット契約や荷動きの鈍化による既存顧客への影響は多少あるものの、航海気象は引き続

き好調で、海事気象全体で前年同期より5.0％売上成長しました。 

 もうひとつの重点事業である交通気象（道路気象、鉄道気象、航空気象）では、価値創造型サービ

スを提供することにより、それぞれサービス提供対象を拡大しました。道路気象では、高速道路全長

の約７割に加え、首都高速道路・本四連絡道にもサービスを拡大しました。鉄道気象では、東日本全

域の基幹路線に加え、当期より初めて新幹線（西日本エリア）にサービスを提供開始しました。航空

気象では、中国の三大航空会社すべてにサービス提供を拡大し、本格的なグローバル展開に向け順調

に成長しました。こうした結果、交通気象の売上は前年同期より11.4%成長しました。 

  BtoB市場全体の売上は、重点事業である海事気象、交通気象が継続的に成長したことにより、

6,115百万円と前年同期に比べ3.3％成長しました。 

  

昨年夏、従来の気象観測・予測では捉えきれなかった「ゲリラ雷雨」に対して、当社では、個人サ

ポーターからの感測レポートをもとに、ゲリラ雷雨の発生を注意喚起する「ゲリラ雷雨メール」を提

供し、多くの参加と大きな反響を呼びました。花粉感測器「ポールンロボ」、「さくらプロジェク

ト」、地震などの揺れを感測する「Yure Station」など個人サポーターが参加する、携帯やインター

ネットを使った新しいネットワーク型のコンテンツを次々と展開しました。 

 また、直感的な操作が特徴のi-Phone「ウェザーニュース タッチ」は、10日間で10万ダウンロー

ドを突破する記録的なアプリとなり、高い関心を集めました。さらに、3月に開始した「SOLiVE24」

は、サポーターとともに創る双方向型の気象番組を24時間、PCデスクトップ上に展開する、放送と通

信の融合した従来にないコンテンツとして、利用者を増やしています。 

市場区分
前連結会計年度

（自 平成19年６月１日
 至 平成20年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年６月１日
 至 平成21年５月31日)

増減率

百万円 百万円 ％

BtoB市場 5,922 6,115 3.3

BtoS市場 5,834 5,316 △8.9

合  計 11,756 11,431 △2.8

【BtoB（企業・法人）市場】

【BtoS（個人）市場】
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こうしたサポーター参加型の独自のコンテンツサービスと自社メディアを中心としたマーケティン

グの強化により、モバイル・インターネットの売上は前年同期に比べて11.3％成長しました。一方

で、モバイル・インターネットを中心としたトランスメディア展開を加速するために、放送局向けシ

ステムインテグレーションなどの注文受注型サービスを戦略的に減少させたことにより、BtoS市場全

体の売上は、5,316百万円と前年同期に比べ8.9％減少しました。 

  

＜海事気象＞実現すれば大幅な航路の短縮が見込める北極海航路での安全な運航を支援するために、

世界の海氷を把握・予測する「グローバルアイスセンター」を運営開始しました。2009年3月には、

北極海航路サービスの具体的な第一歩とも言える、サハリン２プロジェクトのＬＮＧ船にIce 

Routeing（氷海航行計画）サービスの提供を始めました。また、海氷の監視と温室効果ガスを感測す

る超小型衛星打ち上げ（2010年予定）に向けた準備も本格的に進んでいます。 

＜交通気象＞近年、被害が増加している局地的な強風、強雨への対応サービスを実現するために、オ

クラホマ大学等と連携して超小型レーダーネットワーク「CASA」の開発を本格的に開始し、昨冬は冬

季の強風、雪に対する試験運用を行いました。今年夏は、交通機関の企業サポーターとともに、「ゲ

リラ雷雨」の捕捉、対応策への展開を目指した、より具体的な試験運用を予定しています。 

＜分衆の立ち上げ（BtoS市場）＞個人・コミュニティの方々と協力し、地域に気象感測機を設置し、

地域のサポーターときめ細かなデータを共有し、自助・共助による減災サービスをともにつくってい

く試み「減災ラボ」を、千葉県柏市、新潟市をはじめ各地で開始しました。 

  

  

 

当社では、サービス開発、マーケティング、サービス運営をグローバルセンター（日本）に集約し

て、重点事業の展開にあわせて直販を主体として販売を行うグローバルビジネスモデルを進めてきま

した。その結果、重点事業である海事気象が世界的に成長しました。一方で、日本などにおいてBtoS

市場の注文受注型サービスを戦略的に減少させました。なお、前年同期と比べ為替の影響により、

380百万円（3.2％）程度が売上の減少要因となっています。 

【中期的な革新的サービスに向けた取り組み】

3) 地域別の状況

所在地別

前連結会計年度 当連結会計年度
増減（自 平成19年６月１日  

  至 平成20年５月31日）
（自 平成20年６月１日  

  至 平成21年５月31日)

外部売上高
営業利益 

又は損失(△）
外部売上高

営業利益 
又は損失(△）

外部売上高
営業利益 

又は損失(△）

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

日本 9,024 1,969 8,975 2,030 △ 49 61

欧州 1,507 △ 218 1,379 △ 21 △ 127 197

アジア・豪州 786 △ 72 742 △ 4 △ 44 67

北米 438 60 334 53 △ 103 △ 6

計 11,756 1,737 11,431 2,058 △ 324 320

消去又は全社 ─ 100 ─ 67 ─ △ 32

連結 11,756 1,838 11,431 2,126 △ 324 288

－ 5 －



重点市場として注力している航海気象、道路気象及びモバイル・インターネットサービスが引き続

き成長しましたが、放送局向けシステムインテグレーションなど注文受注型サービスを戦略的に減少

させたことにより、外部売上高は8,975百万円（前年同期比0.5%減）、営業利益は2,030百万円（前年

同期1,969百万円）と増加しました。 

当期の重点エリアとして、チーム・ヨーロッパ体制（欧州をひとつの地域として捉え、販売スタッ

フが国を越えて重要な新規顧客の獲得に集中する体制）で取り組みました。その結果として、航海気

象が堅調に成長する一方で、注文受注型サービスが減少したことなどにより、外部売上高は1,379百

万円（前年同期比8.5%減）、営業利益は21百万円の損失（前年同期218百万円の損失）となりまし

た。 

新規顧客を獲得した航海気象を中心に順調に推移し、外部売上高は742百万円（前年同期比5.6%

減）、営業損益は4百万円の損失（前年同期72百万円の損失）となりました。 

販売体制を整備する中で、注文受注型サービスが減少したことなどにより、外部売上高は334百万

円（前年同期比23.6%減）、営業利益は、53百万円（前年同期60百万円）となりました。 

  

当社では、経営理念「サポーター価値創造」のもと、官営サービスも含めてサポーターから 初に選

ばれる会社を目指して、中期ビジョン（3.(4)「中長期的な経営戦略」参照）に基づいた計画を進めて

います。次期（2010年5月期）は、この中期ビジョンの2年目として、海事気象、交通気象、BtoS市場

（モバイル、インターネット中心）といった重点事業への集中、革新的な価値創造型サービスおよびサ

ービスを実現する技術、インフラ整備に取り組みます。 

 こうした取り組みの結果として、2010年5月期は、売上12,200百万円、営業利益2,600百万円、経常利

益2,500百万円、純利益1,400百万円と見込んでいます。 

  

【日本地域】

【欧州地域】

【アジア・豪州地域】

【北米地域】

4) 次期の見通し
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1）資産、負債および純資産の状況 

 当期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて360百万円減少し、8,313百万円となりました。負

債は、社債の発行による収入を、借入金の返済に充てたほか、前期および当中間期の法人税等の支払

などにより、前連結会計年度末に比べて1,320百万円減少し、4,126百万円となりました。また、純資

産は、前期末の配当166百万円および中間配当83百万円を行う一方で、純利益1,181百万円を計上した

ことなどにより、前連結会計年度末に比べて960百万円増加し、4,187百万円となりました。これらに

より、自己資本比率は50.4％となっております。 

  

2）キャッシュ・フローの状況 

 
  

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2,036百万円を計上し、法人税等

の支払など債務の減少があるものの、1,202百万円の収入となりました。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253百万円などにより、257百万円の支出となりました。また、財

務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入を、借入金の返済に充てたほか、前期末

の配当および中間配当の支払などにより880百万円の支出となりました。これらに現金及び現金同等

物に係る換算差額61百万円を減じた結果、現金及び現金同等物の当期末残高は3,457百万円となりま

した。 

  

 キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いづれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）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。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象にしております。 

（注５）平成17年５月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フ 

 ローがマイナスであるため記載しておりません。 

(2) 財政状態に関する分析

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年６月１日  

  至 平成20年５月31日）

（自 平成20年６月１日  

  至 平成21年５月31日）

百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,186 1,202

投資活動によるキャッシュ・フロー △217 △257

財務活動によるキャッシュ・フロー △456 △880

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22 △61

現金及び現金同等物の期中増減額 1,490 2

現金及び現金同等物の期末残高 3,454 3,457

平成17年5月期 平成18年5月期 平成19年5月期 平成20年5月期 平成21年5月期

自己資本比率（％） 44.0 31.8 31.5 37.2 50.4

時価ベースの自己資本比率（％） 120.5 98.0 76.6 166.1 164.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ─ 290.9 668.6 154.9 229.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ─ 26.7 9.3 38.7 23.5
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当社では、「67億人のサポーターとともに」という夢とそれに向かって進めていく事業に共感いただ

ける多くのステークホルダーに支えられることを志向して、中長期的に株主サポーターを15万人に拡大

したいと考えております。 

 利益配分につきましては、経営理念にある「高貢献、高収益、高分配」の考えのもと、長期的な視点

から、気象を通じて従来と違った価値を生み出していくサービスおよび技術、インフラ構築への積極的

な配分、企業体質強化のための内部留保、株主サポーターへの還元を、その時々の経営成績を勘案して

決定する方針をとっています。 

 当社の第3成長期は、グローバルな気象コンテンツ市場が成長市場であり、当社のトールゲート型ビ

ジネスモデル（継続的コンテンツサービス）は、売上成長とともに利益が増加するモデルであることか

ら、売上成長を重要な経営指標であると認識し、配当を売上成長に連動したかたちで考えております。

 当期（2009年5月期）は、トールゲート型ビジネスモデルの定着に伴い、中間配当を1株あたり7.5円

実施し、期末配当については1株あたり7.5円とし、年間15円と予定しております。 

 また、次期（2010年5月期）は、事業計画の進捗状況に応じて対処する予定ですが、現時点では当期

と同様に、中間および期末ともに１株あたり7.5円、年間15円と予定しております。 

  

当社グループの事業には、気象情報コンテンツの提供、ＢＳデジタル・データ放送等、気象業務

法、放送業法等の公的規制を受ける事業が含まれます。今後、予測できない大幅の規制変更が行わ

れ、その変化に当社グループが対応できない場合、当社グループの事業に影響が及ぶ可能性があり

ます。 

当社グループは、日本に本社を置き事業運営を行っているため、当社連結子会社の存在する海外

各地域における外貨建て財務諸表を連結財務諸表作成のために円換算しております。従って為替レ

ートの変動により円換算後の経営成績の表示に影響が発生する可能性があります。また、金利等の

変動は当社の資金調達コストの変動を通じて当社グループの損益に影響を及ぼします。 

 当社グループは海外14の連結子会社（北米１社、欧州５社、アジア・豪州８社）を有します

が、これらの連結子会社が存在する各国での予期せぬ公的規制の変更、テロ、戦争、その他予期し

得ない政治・経済上の変動により、当社グループの経営成績、財務状況に影響が及ぶ可能性があり

ます。 

当社グループはコンピューターウィルスやハッカーの侵入、攻撃に対し、 善の防衛手段を講じ

るとともに、お客様情報等の個人情報の漏洩に関しては、セキュリティ・ポリシーの設定や、アク

セス権限の管理により対応する一方で、社員のコンプライアンス意識の徹底を図っていますが、常

識を超えた予期せぬウィルスによる攻撃等が行われた場合、当社グループの事業に影響が及ぶ可能

性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

①日本における気象業務法、放送業法等、公的規制の変更

②為替相場・金利等、金融市場の変動

③海外展開にかかわる、公的規制、テロ、戦争、予期し得ない政治・経済上の変動

④コンピューターウィルスや情報の漏洩等、情報にかかわるリスク
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当社及び主要な関係会社の位置づけを事業系統図によって示すと、次のとおりであります。当社の企業グ

ループは当社および子会社16社から構成され、全世界の気象予報に基づく企業等向けの問題解決型コンテン

ツサービス、およびトランスメディア（携帯電話、インターネット、BS放送、ケーブル放送、地上波放送、

ラジオ）による個人・分衆向けの感動共有型コンテンツサービスなどを営んでおります。 

  

 

2. 企業集団の状況
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＜関係会社の状況＞ 

 
(注)１ 特定子会社に該当しております。 

    ２ 株式会社ダブリュエックス二十四及び株式会社ウィズ ステーションについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く） 

 の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 

 
    ３ 平成19年６月22日開催の臨時取締役会において、Weathernews Deutschland GmbHを解散することを決議し、Weathernews Deutschland 

GmbH i.L.に商号変更しております。 

  

名称 住所 資本金
主要な事業
の内容

議決権の
所有割合 
又は 

被所有割合

関係内容

(連結子会社)
％
  

100.0
株式会社ダブリュエックス二十四

(注)１、２

東京都 

港区

千円

400,200
総合気象情報サービス

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(５名)。

株式会社ウィズ ステーション
(注)１、２

千葉県 

千葉市美浜区

千円

100,000

個人向け気象情報サービ

ス
100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(４名)。

WEATHERNEWS AMERICA INC.
(注)１

アメリカ 

オクラホマ

米ドル

81,644
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(３名)。

WEATHERNEWS U.K. LTD.     
イギリス 

ロンドン

英ポンド

272
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(４名)。

Weathernews Deutschland GmbH i.L.
(注)３

ドイツ 

フランクフルト

千ユーロ

235
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

Weathernews Benelux B.V.
オランダ 

スースト

千ユーロ

180
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(５名)。

WEATHERNEWS ITALIA S.P.A.
イタリア 

ミラノ

千ユーロ

250
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(４名)。

WEATHERNEWS FRANCE SAS 
フランス 

ル・クレムラン 

・ビセートル

千ユーロ

50
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(３名)。

・資金援助あり。

WEATHERNEWS AUSTRALIA PTY. LTD.
オーストラリア 

シドニー

千豪ドル

30
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(３名)。

WEATHERNEWS HONG KONG LIMITED 
香港 

ワンチャイ

千香港ドル

1,594
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(２名)。

・資金の借入あり

WEATHERNEWS MALAYSIA SDN. BHD.
マレーシア 

クアラルンプール

千マレーシア

・リンギット

4,100
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(２名)。

・資金援助あり。

Weathernews Korea Inc.
韓国 

ソウル

千韓国ウォン

653,000
総合気象情報サービス 97.7

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(４名)。

・資金援助あり。

Weathernews Shanghai Co, Ltd. 
哲紐咨信息咨詢（上海）有限公司

中国 

上海

米ドル

140,000
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(１名)。

WEATHERNEWS TAIWAN LTD. 
緯哲気象股份有限公司

台湾 

台北

千台湾ドル

10,000
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(４名)。

・資金の借入あり

Weathernews Nepal Pvt. Ltd.
ネパール 

カトマンズ

千ネパール・

ルピー

3,200
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(２名)。

Weathernews India Pvt. Ltd.
インド 

ムンバイ

千インド・

ルピー

7,000
総合気象情報サービス 100.0

・当社より気象コンテンツを供給している。

・役員の兼任関係あり(２名)。

(株)ダブリュエックス二十四 (株)ウィズ ステーション

主な損益情報等 ①売上高 3,732,163千円 5,127,387千円

②経常利益 205,874千円 △50,570千円

③当期純利益 106,293千円 △36,512千円

④純資産額 1,060,688千円 58,885千円

⑤総資産額 1,460,979千円 1,226,593千円
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当社グループは、「サポーター価値創造」＝“株主、お客様、コミュニティ、社員といった当社グル

ープを支援していただいているすべての「サポーター」とともに（with the supporter）、価値を創造

し続けること”を経営理念としています。 

 これを実現するために、『ＡＡＣ (Aggressively Adaptable Company＝会社全体を市場に攻撃的に順

応させること)』を企業経営の基本として、個人の価値観やメディアの多様化、社会環境の変化をしっ

かり見据え、これらの変化に対し迅速かつ柔軟に、時代に先行してお客様に順応したいと考えておりま

す。そして、当社および連結子会社の社員一人ひとりが、イニシアティブと相互信頼こそが も大切な

個人の動機づけであるという考えのもと、会社のビジョン・方針を共有し、自分自身で目標を定めて自

分をリードするとともに、自らの能力と仲間の能力をいかんなく発揮すること－『ＭＭＣＬ(My & My 

Colleague Leader＝私と仲間が起業家)』によって会社運営（自律分散統合型経営）を実施していくこ

とを目指しています。 

当社では、成長市場である気象コンテンツ市場においてトールゲート型ビジネスモデル（継続的コン

テンツサービス）のもと売上成長＝企業成長となり、利益の確保が実現することから、中期的に売上成

長を経営指標として重視しています。BtoB（法人向け）市場は、重点事業は 低でも前年比10%以上、

BtoS（個人向け）市場は、前年比20%以上（モバイル・インターネット中心）の成長を目標としていま

す。 

当社グループの基本コンセプトは、（気象から気候変動、環境に関する）あらゆるコンテンツを、官

営サービスに依存することなく、自らが主体的にデータから配信まで提供する「フルサービス・ウェザ

ーカンパニー」となることであり、これを目指してきました。そして、これに加え、およそ気象が有意

義なコンテンツとなりうるあらゆる分野においてサービスを提供することができる「Full Services

（フルサービシズ）」となり、多くの新しい市場とサービスの立ち上げを目指しています。当社グルー

プが実現すべきミッションは以下の4つであると捉えております。 

<１>全世界67億人の一人ひとりとともに、 多、 速、 新の気象コンテンツサービスを創造・提 

    供する世界 強・ 大の「気象コンテンツ・メーカー」になること。 

<２>気象コンテンツ市場のフロントランナーとして、独創的に新たな市場を創造しながら、「サポ 

    ーター価値創造」と企業価値の 大化を実現すること。 

<３>サポーター（個人、企業）が感測、予報、配信に参加する世界初の双方向型の気象情報交信ネ 

    ットワーク「WITHステーション」を本格的に軌道に乗せ、従来の気象のあり方を革新的に変え 

    ること。 

<４>気象をベースに、気候変動、そして環境問題まで領域を広げ、サポーター（個人、企業）とと 

  もに、新たな価値創造（事づくり）を、実現すること。 

  

当社では、経営理念「サポーター価値創造」のもと、気象はもちろん気候変動も視野に入れた“全世

界の競合（官営サービス含む）から、サポーターに 初に選ばれる会社を目指して”、中期ビジョン

（2008年6月－2011年5月の3ヵ年）に基づいた計画を進めています。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 会社の対処すべき課題

(4) 中長期的な会社の経営戦略
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  中期ビジョンは以下の通りです。  

海におけるサービスは、国を超えた気象に対するニーズが高く、当社でも創業以来、世界に先駆

けサービスを提供し、グローバルに市場を創造してきました。海事気象の中心となる航海気象は、

全世界の海運市場に向けて、安全性、経済性、環境への対応など運航にかかわる課題をトータルに

支援するTFMS(Total Fleet Management Service）の販売をグローバルで拡大することによって全

世界80％以上の圧倒的なシェアを目指します。また、石油気象、海上気象は、航海気象の価値創造

サービスをベースにした新たなサービスを構築し、グローバルな販売を拡大します。 

交通気象は、重要な社会インフラとして気象に関するニーズが世界的に高く、グローバル市場を

先に見据え、従来の発想を超えた価値創造型サービスにより市場を創造していきます。道路気象で

は、サービスの高度化を通じて、日本の高速道路9,700kmすべてにサービス提供エリアを拡大して

いきます。鉄道気象では、強風・強雨などの気象リスクに対する運行規制を支援することにより、

日本の基幹路線20,000kmへのサービス提供を目指します。航空気象は、航海気象に続き、官営を超

えた気象サービスを好調なアジアをはじめ本格的にグローバル展開します。  

モバイル、インターネット、BS、CATVを通して、気象コンテンツをサポーターとともに、リアルタ

イムに交信するトランスメディア戦略を本格的に展開するとともに、減災、通勤、ドライバー、スポ

ーツ、そして環境といった、ある目的をもったサポーターを大衆ではなく、あえて「分衆」と位置づ

け、この新しい分衆市場を立ち上げていくことによってサポーターを拡大します。  

中期的に、BtoB市場、BtoS市場の重点事業を加速していくために、従来にない革新的なサービスお

よびサービスを実現するための技術、インフラの構築に取り組みます。  

海事気象では、海氷の減少著しい北極海を航海する際の航路支援サービスPolar Routeingの実現に

向けて、北極海を中心にした世界の氷の状況把握、予測するグローバルアイスセンター、北極海の海

氷および温室効果ガスを感測する超小型衛星打ち上げをサポーターや大学等とともに取り組みます。 

交通気象では、短時間、局地的な強雨、強風による気象リスクに対応するために、超小型ドップラ

ーレーダーシステム“CASA”構築を、交通機関の企業サポーター、オクラホマ大学とともに取り組み

ます。また、独自数値予測システム“OWN”の高度化、千葉大学との連携によるリモートセンシング

技術に取り組みます。  

BtoS市場では、減災、通勤、ドライバー、スポーツ、環境といった分衆市場を立ち上げるために、

当社ではこれまでも従来とは全く違う新しい気象サービスのあり方として、サポーター自らが感測す

ることで、気象サービスを単に受動的に受ける対象から、自らが主体的にコンテンツ創りに参加する

分衆へと変化していくという気象サービスのパラダイムシフトを果敢に展開していく計画です。その

ために企業、個人サポーターが参加する感測ネットワークの構築に取り組みます。 

4) 直販を中心としたグローバル販売体制の強化とエリア展開 

当社独自のグローバルビジネスモデルの次元をさらに高めるために、重点事業の戦略的な展開に合

わせた、直販を中心としたグローバル販売体制の強化を行います。エリア展開は、重点事業である海

事気象をやり抜くために、23期（2009年5月期）、24期（2010年5月期）は、欧州を重点エリアに位置

1) BtoB市場－重点市場（海事気象、交通気象）のやり抜き  

①海事気象（航海気象/VP、石油気象/P、海上気象/M）のやり抜き 

②交通気象（道路気象/RD、鉄道気象/R、航空気象/SKY）のやり抜き 

2) BtoS市場－分衆市場の立ち上げ 

3) 革新的なサービスおよびサービスを実現する技術、インフラへの取り組み 
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づけ、25期（2011年5月期）は、アメリカ（北米、南米）に集中します。 

＜売上目標＞  BtoB市場－重点市場（海事気象、交通気象）は10%以上成長 

        BtoS市場－20%以上成長（モバイル・インターネット中心） 

＜営業利益率＞ 20% 

＜配当＞    業績に応じた配当 

5) 会社全体の中期目標

－ 13 －



4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,454,208 3,457,099 

受取手形及び売掛金 1,964,234 1,916,847 

たな卸資産 166,321 － 

仕掛品 － 9,764 

原材料及び貯蔵品 － 38,682 

繰延税金資産 111,661 80,403 

その他 174,952 235,988 

貸倒引当金 △56,002 △60,670 

流動資産合計 5,815,376 5,678,114 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※2 1,390,968 ※2 1,416,760 

減価償却累計額 △521,551 △587,115 

建物及び構築物（純額） 869,416 829,644 

工具、器具及び備品 ※2 3,952,991 ※2 3,925,891 

減価償却累計額 △3,248,488 △3,291,712 

工具、器具及び備品（純額） 704,502 634,179 

土地 ※2 384,677 ※2 384,677 

リース資産 － 19,012 

減価償却累計額 － △6,488 

リース資産（純額） － 12,524 

建設仮勘定 19,204 20,267 

その他 17,399 31,630 

減価償却累計額 △10,970 △13,733 

その他（純額） 6,428 17,896 

有形固定資産合計 1,984,229 1,899,190 

無形固定資産 

ソフトウエア 388,858 297,145 

その他 33,965 30,742 

無形固定資産合計 422,824 327,887 

投資その他の資産 

繰延税金資産 161,956 122,600 

その他 ※1 290,225 ※1 286,325 

貸倒引当金 △940 △608 

投資その他の資産合計 451,241 408,317 

固定資産合計 2,858,295 2,635,395 

資産合計 8,673,672 8,313,509 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年５月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 156,866 116,970 

1年内返済予定の長期借入金 ※2 1,035,180 ※2 798,150 

1年内償還予定の社債 40,000 140,000 

リース債務 － 20,487 

未払金 580,576 410,396 

未払法人税等 670,369 440,301 

関係会社整理損失引当金 18,044 － 

その他 605,846 348,433 

流動負債合計 3,106,882 2,274,738 

固定負債 

社債 600,000 910,000 

長期借入金 ※2 1,711,950 ※2 913,800 

リース債務 － 19,396 

退職給付引当金 3,344 2,832 

その他 24,082 5,308 

固定負債合計 2,339,377 1,851,337 

負債合計 5,446,260 4,126,076 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,706,500 1,706,500 

資本剰余金 978,833 979,444 

利益剰余金 1,111,484 2,043,088 

自己株式 △547,699 △538,621 

株主資本合計 3,249,118 4,190,411 

評価・換算差額等 

為替換算調整勘定 △21,706 △2,978 

評価・換算差額等合計 △21,706 △2,978 

純資産合計 3,227,411 4,187,433 

負債純資産合計 8,673,672 8,313,509 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

売上高 11,756,873 11,431,905 

売上原価 ※2 7,213,989 ※2 5,923,562 

売上総利益 4,542,883 5,508,342 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 2,704,634 ※1, ※2 3,381,835 

営業利益 1,838,248 2,126,507 

営業外収益 

受取利息 29,333 10,066 

その他 8,910 5,087 

営業外収益合計 38,244 15,153 

営業外費用 

支払利息 56,544 51,108 

社債発行費 － 9,539 

為替差損 118,785 39,842 

その他 17,001 2,148 

営業外費用合計 192,331 102,639 

経常利益 1,684,161 2,039,022 

特別利益 

固定資産売却益 ※3 1,735 － 

新株引受権戻入益 6,992 － 

事業改革費用戻入益 ※4 58,243 － 

貸倒引当金戻入額 9,839 － 

特別利益合計 76,811 － 

特別損失 

固定資産除却損 20,968 2,191 

関係会社整理損失引当金繰入額 37,000 － 

特別損失合計 57,968 2,191 

税金等調整前当期純利益 1,703,003 2,036,830 

法人税、住民税及び事業税 810,607 785,127 

法人税等調整額 16,741 70,313 

法人税等合計 827,348 855,441 

当期純利益 875,654 1,181,389 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,706,500 1,706,500 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,706,500 1,706,500 

資本剰余金 

前期末残高 1,029,491 978,833 

当期変動額 

自己株式の処分 △50,657 610 

当期変動額合計 △50,657 610 

当期末残高 978,833 979,444 

利益剰余金 

前期末残高 317,220 1,111,484 

当期変動額 

剰余金の配当 △81,391 △249,784 

当期純利益 875,654 1,181,389 

当期変動額合計 794,263 931,604 

当期末残高 1,111,484 2,043,088 

自己株式 

前期末残高 △731,682 △547,699 

当期変動額 

自己株式の処分 183,983 9,077 

当期変動額合計 183,983 9,077 

当期末残高 △547,699 △538,621 

株主資本合計 

前期末残高 2,321,529 3,249,118 

当期変動額 

剰余金の配当 △81,391 △249,784 

当期純利益 875,654 1,181,389 

自己株式の処分 133,325 9,688 

当期変動額合計 927,588 941,292 

当期末残高 3,249,118 4,190,411 

評価・換算差額等 

為替換算調整勘定 

前期末残高 100,887 △21,706 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△122,594 18,728 

当期変動額合計 △122,594 18,728 

当期末残高 △21,706 △2,978 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 100,887 △21,706 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△122,594 18,728 

当期変動額合計 △122,594 18,728 

当期末残高 △21,706 △2,978 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

新株予約権 

新株引受権 

前期末残高 6,992 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△6,992 － 

当期変動額合計 △6,992 － 

当期末残高 － － 

新株予約権合計 

前期末残高 6,992 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△6,992 － 

当期変動額合計 △6,992 － 

当期末残高 － － 

純資産合計 

前期末残高 2,429,409 3,227,411 

当期変動額 

剰余金の配当 △81,391 △249,784 

当期純利益 875,654 1,181,389 

自己株式の処分 133,325 9,688 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △129,586 18,728 

当期変動額合計 798,002 960,021 

当期末残高 3,227,411 4,187,433 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 1,703,003 2,036,830 

減価償却費 567,812 469,631 

受取利息及び受取配当金 △29,573 △10,878 

支払利息 56,544 51,108 

社債発行費 － 9,539 

固定資産除却損 20,968 2,191 

新株引受権戻入益 △6,992 － 

事業改革費用戻入益 △58,243 － 

関係会社整理損失引当金繰入額 37,000 － 

売上債権の増減額（△は増加） △126,581 47,718 

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,025 117,875 

仕入債務の増減額（△は減少） △113,748 △39,895 

その他 435,973 △481,922 

小計 2,560,188 2,202,199 

利息及び配当金の受取額 30,055 10,878 

利息の支払額 △56,350 △51,249 

トランスメディア事業改善費の支払額 △8,400 － 

事業改革費用の支払額 △39,125 － 

法人税等の支払額 △299,969 △959,721 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,186,397 1,202,108 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △232,749 △253,214 

無形固定資産の取得による支出 △71,867 △10,278 

敷金及び保証金の差入による支出 △12,568 △1,875 

敷金及び保証金の回収による収入 21,147 6,152 

長期未収入金の回収による収入 70,030 － 

その他 8,993 1,840 

投資活動によるキャッシュ・フロー △217,011 △257,375 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入 600,000 － 

長期借入金の返済による支出 △1,068,080 △1,035,180 

社債の発行による収入 － 490,460 

社債の償還による支出 △40,000 △90,000 

配当金の支払額 △81,994 △248,323 

自己株式の売却による収入 133,325 9,688 

その他 － △6,812 

財務活動によるキャッシュ・フロー △456,748 △880,167 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,038 △61,673 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,490,598 2,890 

現金及び現金同等物の期首残高 1,958,170 3,454,208 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 

5,439 － 

現金及び現金同等物の期末残高 3,454,208 3,457,099 
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該当事項はありません。 

  

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【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19年６月１日 
 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数     16社

主要な連結子会社名は、「２.

企業集団の状況」に記載している

ため、省略いたしました。

なお、営業の開始に伴い、当連結

会計年度より、新たにWeathernews 

Nepal Pvt. Ltd.  を連結の範囲に

含めております。

また、会社設立により、当連結会

計年度より、新たにWeathernews 

India Pvt. Ltd. を連結の範囲に含

めております。

なお、WEATHERNEWS DANMARK A/ 

S については、清算結了しておりま

すが、清算結了時までの損益計算書

を連結しております。

(1) 連結子会社の数     16社

主要な連結子会社名は、「２.

企業集団の状況」に記載している

ため、省略いたしました。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

  主要な非連結子会社名

Oceanroutes(S.E.A.)LIMITED

WEATHERNEWS BRASIL 

METEREOLOGIA LTD.

WNI PHILIPPINES INCORPORATED

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う額)

等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためで

あります。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

  主要な非連結子会社名

Oceanroutes(S.E.A.)LIMITED

WEATHERNEWS BRASIL 

METEREOLOGIA LTD.

WNI PHILIPPINES INCORPORATED

(連結の範囲から除いた理由)

同左

２ 持分法の適用に関する事項 持分法を適用していない非連結

子会社３社および株式会社ジオス

フィアジャパン他関連会社１社

は、それぞれ当期純損益及び利益

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

ないため、持分法の適用範囲から

除外しております。

同左
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項目

前連結会計年度 

(自 平成19年６月１日 

 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年６月１日 

 至 平成21年５月31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、偉哲紐咨信

息咨詢（上海）有限公司の決算日

は12月31日であり、連結財務諸表

の作成に当たっては、３月31日に

仮決算を実施しております。

また、Weathernews Nepal Pvt. 

Ltd.の決算日は７月15日であり、

連結財務諸表の作成に当たって

は、３月31日に仮決算を実施して

おります。

その他の在外連結子会社の決算

日は３月31日であり、連結財務諸

表の作成に当たっては、当該会社

の決算日の財務諸表を使用してお

ります。 

連結決算日との間に生じた重要な

取引については連結上必要な調整

を行っております。

同左

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 有価証券

その他有価証券

時価のないもの

  移動平均法による原価法

イ 有価証券

その他有価証券

 時価のないもの

同左

ロ デリバティブ

時価法

ロ デリバティブ

同左

ハ たな卸資産

 (イ)商品

主として先入先出法による原価法

ハ たな卸資産

 評価基準は原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）によ

っております。

 (イ)商品

主として先入先出法による原価法

 (ロ)仕掛品

主として個別法による原価法

 (ロ)仕掛品

主として個別法による原価法

 (ハ)貯蔵品

主として移動平均法による原価法

 (ハ)貯蔵品

主として移動平均法による原価法

 (会計方針の変更）

当連結会計年度より、「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号 平成18年７月

５日公表分）を適用しておりま

す。 

 なお、この変更に伴う損益に与

える影響はありません。
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項目

前連結会計年度 

(自 平成19年６月１日 

 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年６月１日 

 至 平成21年５月31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

当社および国内連結子会社は定

率法を、また、在外連結子会社は

主として定額法を採用しておりま

す。

ただし、当社および国内連結子

会社は建物（建物附属設備を除

く）については、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   38年～43年

工具、器具及び備品 ４年～５年

また、取得価額が10万円以上20

万円未満の減価償却資産について

は、法人税法の規定に基づき、３

年間で均等償却する方法を採用し

ております。

 (追加情報）

当連結会計年度より、法人税法

の改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した有形固定資産のう

ち、償却可能限度額まで償却が終

了している場合の残存簿価につい

ては、５年間での均等償却を行う

方法を採用しております。この変

更に伴う損益に与える影響は軽微

であります。 

イ 有形固定資産(リース資産を除

く)

当社および国内連結子会社は定

率法を、また、在外連結子会社は

主として定額法を採用しておりま

す。

ただし、当社および国内連結子

会社は建物（建物附属設備を除

く）については、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   38年～43年

工具、器具及び備品 ４年～５年

また、取得価額が10万円以上20

万円未満の減価償却資産について

は、法人税法の規定に基づき、３

年間で均等償却する方法を採用し

ております。

なお、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産のうち、償

却限度可能額まで償却が終了して

いる場合の残存簿価については、

５年間での均等償却を行う方法を

採用しております。

ロ 無形固定資産

当社および国内連結子会社は法

人税法の規定に基づく定額法を、

また、在外連結子会社は所在地国

の会計基準の規定に基づく方法を

採用しております。

ただし、当社および国内連結子

会社における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

を採用しております。

ロ 無形固定資産

同左

────── ハ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとする定額法を採用

しております。
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項目

前連結会計年度 

(自 平成19年６月１日 

 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年６月１日 

 至 平成21年５月31日)

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 ────── 社債発行費は、支出時に全額費

用として処理しております。

 (4) 重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金

当社および国内連結子会社は債

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。在外連結子会社は

個別債権の回収可能性を検討して

計上しております。

イ 貸倒引当金

同左

ロ 退職給付引当金

一部の在外連結子会社において

は、従業員の退職給付に備えるた

め、所在地国の法律に基づき、当

連結会計年度末における退職給付

債務の見込額を計上しておりま

す。

ロ 退職給付引当金

同左

ハ 関係会社整理損失引当金

関係会社の整理に伴う損失に備

えるため、当該損失負担見込額を

計上しております。

 

──────

(5) 重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基

準

外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における為替換算調整

勘定に含めております。

同左

 (6) 重要なリース取引の処理方

法

当社および国内連結子会社はリ

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

連結子会社については、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。

──────
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項目

前連結会計年度 

(自 平成19年６月１日 

 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年６月１日 

 至 平成21年５月31日)

 (7) 重要なヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

ただし、振当処理の要件を満た

す為替予約については振当処理

を、特例処理の要件を満たす金利

スワップについては特例処理を採

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） （ヘッジ対象）

為替予約取引 外貨建金銭債権債務

金利スワップ取引 借入金

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ ヘッジ方針

外貨建金銭債権債務に伴うキャ

ッシュ・フローを確定させる目的

で、為替予約取引を行っておりま

す。 

 また、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

し、資金調達コストを固定化する

目的で金利スワップ取引を利用し

ております。 

 なお、当社以外はデリバティブ

取引を行っておりません。

ハ ヘッジ方針

同左

 (8) その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項

イ 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方

式にて処理しております。

ロ 連結納税制度の適用

当連結会計年度より連結納税制

度を適用しております。

イ 消費税等の会計処理方法

同左

ロ 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しておりま

す。

５ 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

６ 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

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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(7)【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】

【会計方針の変更】

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日)

         ────── (リース取引に関する会計基準等) 

  当連結会計年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号 平成５年６月17日 終

改正平成19年３月30日）及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日）を適

用しております。 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま

す。

  なお、この変更による損益への影響はありません。

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い)

  当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対

応報告第18号 平成18年５月17日)を適用しておりま

す。

  なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であ

ります。

【表示方法の変更】

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日)

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に表示しておりました長期未

収入金の回収による収入は、金額的重要性が増したた

め当連結会計年度より区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の長期未収入金の回収による収入の金

額は28,244千円であります。

         ──────

         ──────

(連結貸借対照表) 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20

年８月７日 内閣府令第50号)が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、そ

れぞれ4,412千円、123,505千円、38,403千円でありま

す。
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【追加情報】

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日)

         ──────   当社グループでは、BtoS（個人向けサービス）事業

の市場開発の促進を図るため、平成20年６月１日付け

で株式会社ウィズ ステーションの組織の見直しを行

い、同事業の販売・マーケティング機能を強化する組

織体制に変更いたしました。 

 組織体制の変更に伴い、当社グループ内で従来コン

テンツ制作を担当していた人員を、同社の販売・マー

ケティング機能を担う組織に配置変更しております。 

 この変更に伴い、従来の体制によった場合に比べて

売上原価が641,207千円減少し、販売費及び一般管理費

が641,207千円増加しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年５月31日)

当連結会計年度 
(平成21年５月31日)

 

※１ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次

のとおりであります。

投資その他の資産のその他(株式) 910千円
 

※１ 非連結子会社および関連会社に対するものは、次

のとおりであります。

投資その他の資産のその他(株式) 910千円

※２ 担保に供している資産およびこれに対する債務

は、次のとおりであります。

 (1) 担保に供している資産

建物及び構築物 848,515千円

工具、器具及び備品 177,273千円

土地 384,677千円

     計 1,410,466千円

※２ 担保に供している資産およびこれに対する債務

は、次のとおりであります。

 (1) 担保に供している資産

建物及び構築物 789,261千円

工具、器具及び備品 126,971千円

土地 384,677千円

     計 1,300,910千円

 

 (2) 上記に対応する債務

一年内返済予定長期借入金 225,680千円

長期借入金 505,950千円

計 731,630千円
 

 (2) 上記に対応する債務

一年内返済予定長期借入金 191,150千円

長期借入金 314,800千円

計 505,950千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 
(自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31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。

給料手当 861,537千円

貸倒引当金繰入額 46,941千円
 

※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 1,220,478千円

貸倒引当金繰入額 20,921千円

 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

136,409千円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費

291,225千円

※３ 主として車輌であります。          ──────

※４ グローバルビジネスモデル推進を目的とする事業

改革に伴い、閉鎖が決定した事務所に係る解約不能

な賃貸借契約を転貸したことによる戻し入れであり

ます。

      

         ────── 
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前連結会計年度 （自平成19年６月１日 至平成20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 

 
（注）自己株式の減少数の内訳は次の通りであります。   

 第三者割当による自己株式の処分 220,000株 

 新株予約権の権利行使 29,300株 

  

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金の支払 

 
  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と 

    なるもの 

 次のとおり、決議を予定しております。 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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

11,844,000 ─ ─ 11,844,000

合 計 11,844,000 ─ ─ 11,844,000

自己株式 
普通株式

991,800 ─ 249,300 742,500

合 計 991,800 ─ 249,300 742,500

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年８月12日

定時株主総会  普通株式 81,391千円 7円50銭

平成19年

５月31日

平成19年

８月13日

決 議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年８月10日

定時株主総会 普通株式 166,522千円 利益剰余金 15円

平成20年

５月31日

平成20年

８月11日
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当連結会計年度 （自平成20年６月１日 至平成21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 

 
（注）自己株式の減少数の内訳は次の通りであります。   

 新株予約権の権利行使   12,300株 

  

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金の支払 

 
  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と 

    なるもの 

 次のとおり、決議を予定しております。 

 
  

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

11,844,000 ─ ─ 11,844,000

合 計 11,844,000 ─ ─ 11,844,000

自己株式 
普通株式

742,500 ─ 12,300 730,200

合 計 742,500 ─ 12,300 730,200

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年８月10日

定時株主総会  普通株式 166,522千円 15円

平成20年

５月31日

平成20年

８月11日

平成20年12月26日

取締役会  普通株式  83,262千円 7円50銭

平成20年

11月30日

平成21年

１月30日

決 議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年８月16日

定時株主総会 普通株式 83,353千円 利益剰余金 7円50銭

平成21年

５月31日

平成21年

８月17日
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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19年６月１日 
 至 平成20年５月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31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

(平成20年５月31日)

現金及び預金勘定 3,454,208千円

現金及び現金同等物 
 

3,454,208千円

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21年５月31日)

現金及び預金勘定 3,457,099千円

現金及び現金同等物
 

3,457,099千円

－ 30 －



前連結会計年度および当連結会計年度において、当社および連結子会社は気象情報を中心とした総合的なコンテン

ツ提供サービスを事業としており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日) 

 
(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 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

北米………………アメリカ合衆国 

欧州………………イギリス国、ドイツ国、オランダ国、イタリア国、フランス国、デンマーク国 

アジア・豪州……大韓民国、マレーシア国、中華人民共和国、台湾、オーストラリア国、ネパール国、 

         インド国            

  

 
(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 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

北米………………アメリカ合衆国 

欧州………………イギリス国、ドイツ国、オランダ国、イタリア国、フランス国 

アジア・豪州……大韓民国、マレーシア国、中華人民共和国、台湾、オーストラリア国、ネパール国、 

         インド国            

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

北米
(千円)

欧州
(千円)

アジア
・豪州 
(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

9,024,679 438,627 1,507,005 786,561 11,756,873 ─ 11,756,873

 (2) セグメント間の 
   内部売上高

2,168,927 1,059,815 516,803 35,435 3,780,981 (3,780,981) ─

計 11,193,606 1,498,442 2,023,808 821,997 15,537,855 (3,780,981) 11,756,873

  営業費用 9,224,565 1,438,343 2,242,764 894,372 13,800,046 (3,881,421) 9,918,624

営業利益又は損失 (△) 1,969,040 60,099 △218,956 △72,374 1,737,808 100,440 1,838,248

Ⅱ 資産 9,984,068 474,698 576,325 1,252,465 12,287,559 (3,613,886) 8,673,672

当連結会計年度(自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日)

日本 
(千円)

北米
(千円)

欧州
(千円)

アジア
・豪州 
(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

8,975,316 334,949 1,379,501 742,136 11,431,905 ─ 11,431,905

 (2) セグメント間の 
   内部売上高

1,892,043 832,161 451,205 11,181 3,186,592 (3,186,592) ─

計 10,867,360 1,167,111 1,830,707 753,318 14,618,497 (3,186,592) 11,431,905

  営業費用 8,836,709 1,113,417 1,851,891 757,940 12,559,958 (3,254,560) 9,305,397

営業利益又は損失 (△) 2,030,650 53,694 △21,183 △4,622 2,058,539 67,968 2,126,507

Ⅱ 資産 9,145,354 498,198 361,592 788,016 10,793,162 (2,479,652) 8,313,509

－ 31 －



 
(注) １ 海外売上高は、当社およ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。 

２ 国又は地域は、地理的近接度により区分しており、各区分に属する主な国又は地域は次のとおりでありま

す。 

北米・南米………アメリカ合衆国他 

欧州………………イギリス国、ドイツ国、オランダ国、イタリア国、スペイン国、フランス国、 

         デンマーク国他 

アジア・豪州……大韓民国、マレーシア国、中華人民共和国、台湾、オーストラリア国、 

シンガポール国、インド国他 

  

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社およ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。 

２ 国又は地域は、地理的近接度により区分しており、各区分に属する主な国又は地域は次のとおりでありま

す。 

北米・南米………アメリカ合衆国他 

欧州………………イギリス国、ドイツ国、オランダ国、イタリア国、スペイン国、フランス国、 

         デンマーク国他 

アジア・豪州……大韓民国、マレーシア国、中華人民共和国、台湾、オーストラリア国、 

シンガポール国、インド国他 

  

  

  

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日)

北米・南米 欧州 アジア・豪州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 451,328 1,542,101 874,076 2,867,506

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 11,756,873

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

3.8 13.1 7.4 24.4

当連結会計年度(自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日)

北米・南米 欧州 アジア・豪州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 362,637 1,405,837 830,664 2,599,139

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ 11,431,905

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

3.2 12.3 7.3 22.7

－ 32 －



 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストックオプ

ション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示

を省略しております。 

  

 
  

(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、次のとおりであります。 

 
  

(開示の省略)

(１株当たり情報)

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日 

  至 平成20年５月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 

  至 平成21年５月31日）

１株当たり純資産額 290円71銭 １株当たり純資産額 376円77銭

１株当たり当期純利益 79円91銭 １株当たり当期純利益 106円40銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益    79円87銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益   105円40銭

前連結会計年度
（自 平成19年６月１日 

  至 平成20年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年６月１日 

  至 平成21年５月31日）

１株当たり当期純利益

 当期純利益（千円） 875,654 1,181,389

 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) 875,654 1,181,389

 普通株式の期中平均株式数（株） 10,957,192 11,102,531

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） 5,657 105,413

 （うち新株予約権） (5,657) (105,413)

 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

新株予約権 ３種類

平成15年８月24日

定時株主総会決議

ストックオプション

 平成16年５月31日の

 取締役会決議

 （新株予約権 842個)

  84千株

平成16年８月21日

定時株主総会決議

ストックオプション

（新株予約権 197個）

  19千株

平成17年８月21日

定時株主総会決議

ストックオプション

（新株予約権 2,380個)

 238千株

新株予約権 １種類

平成15年８月24日

定時株主総会決議

ストックオプション

 平成16年５月31日の

 取締役会決議

 （新株予約権 400個)

  40千株

－ 33 －



 

5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,085,533 2,138,262 

売掛金 1,655,840 1,777,130 

商品及び製品 4,412 － 

仕掛品 123,505 9,764 

原材料及び貯蔵品 38,403 38,682 

前渡金 － 8,967 

前払費用 42,411 48,941 

繰延税金資産 105,262 80,667 

短期貸付金 6,757 15,210 

未収入金 247,680 104,886 

その他 18,831 23,054 

貸倒引当金 △3,035 △123 

流動資産合計 4,325,603 4,245,443 

固定資産 

有形固定資産 

建物 1,388,777 1,414,568 

減価償却累計額 △519,920 △585,397 

建物（純額） 868,857 829,170 

車両運搬具 7,248 24,352 

減価償却累計額 △6,885 △10,430 

車両運搬具（純額） 362 13,921 

工具、器具及び備品 2,986,695 3,101,592 

減価償却累計額 △2,407,253 △2,550,450 

工具、器具及び備品（純額） 579,441 551,141 

土地 384,677 384,677 

リース資産 － 13,098 

減価償却累計額 － △3,819 

リース資産（純額） － 9,278 

建設仮勘定 19,204 20,267 

有形固定資産合計 1,852,542 1,808,456 

無形固定資産 

ソフトウエア 452,299 297,130 

電話加入権 25,547 25,547 

電気通信施設利用権 7,468 4,991 

無形固定資産合計 485,316 327,669 

投資その他の資産 

投資有価証券 39,240 39,240 

関係会社株式 2,097,979 1,742,902 

出資金 1,000 － 

関係会社出資金 48,841 48,841 

関係会社長期貸付金 3,071 31,803 

破産更生債権等 154 115 

長期前払費用 2,653 － 

繰延税金資産 145,387 127,088 

敷金及び保証金 176,529 176,376 

貸倒引当金 △154 △115 

投資その他の資産合計 2,514,703 2,166,252 

固定資産合計 4,852,561 4,302,379 

資産合計 9,178,165 8,547,822 

－ 34 －



(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年５月31日) 

当事業年度 
(平成21年５月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 545,804 530,449 

短期借入金 702,545 405,216 

1年内返済予定の長期借入金 1,035,180 798,150 

1年内償還予定の社債 40,000 140,000 

リース債務 － 3,282 

未払金 460,809 297,527 

未払消費税等 75,438 54,598 

未払費用 141,059 102,818 

未払法人税等 599,854 422,438 

前受金 113 622 

預り金 55,099 23,951 

関係会社整理損失引当金 43,236 2,364 

その他 6,382 7,825 

流動負債合計 3,705,522 2,789,245 

固定負債 

社債 600,000 910,000 

長期借入金 1,711,950 913,800 

リース債務 － 6,459 

その他 9,466 － 

固定負債合計 2,321,416 1,830,259 

負債合計 6,026,939 4,619,504 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,706,500 1,706,500 

資本剰余金 

その他資本剰余金 978,833 979,444 

資本剰余金合計 978,833 979,444 

利益剰余金 

利益準備金 8,139 33,117 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 1,005,451 1,747,877 

利益剰余金合計 1,013,590 1,780,995 

自己株式 △547,699 △538,621 

株主資本合計 3,151,225 3,928,317 

純資産合計 3,151,225 3,928,317 

負債純資産合計 9,178,165 8,547,822 

－ 35 －



(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

売上高 9,754,080 8,916,275 

売上原価 7,333,518 6,011,841 

売上総利益 2,420,561 2,904,434 

販売費及び一般管理費 975,472 1,028,960 

営業利益 1,445,088 1,875,473 

営業外収益 

受取利息 7,987 7,091 

受取配当金 250,240 812 

その他 4,835 3,186 

営業外収益 263,062 11,090 

営業外費用 

支払利息 66,314 49,177 

社債利息 9,839 15,584 

為替差損 110,601 19,748 

社債発行費 － 9,539 

その他 8,294 2,013 

営業外費用 195,049 96,064 

経常利益 1,513,101 1,790,499 

特別利益 

関係会社株式払戻益 － 52,739 

新株引受権戻入益 6,992 － 

特別利益 6,992 52,739 

特別損失 

固定資産除却損 19,030 2,157 

関係会社投資等評価損 251,000 82,500 

関係会社整理損失引当金繰入額 37,000 － 

特別損失 307,030 84,657 

税引前当期純利益 1,213,062 1,758,581 

法人税、住民税及び事業税 556,000 698,500 

法人税等調整額 △59,917 42,893 

法人税等 496,082 741,393 

当期純利益 716,980 1,017,188 

－ 36 －



(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,706,500 1,706,500 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,706,500 1,706,500 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,028,164 － 

当期変動額 

資本準備金の取崩 △1,028,164 － 

当期変動額合計 △1,028,164 － 

当期末残高 － － 

その他資本剰余金 

前期末残高 1,327 978,833 

当期変動額 

資本準備金の取崩 1,028,164 － 

自己株式の処分 △50,657 610 

当期変動額合計 977,506 610 

当期末残高 978,833 979,444 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,029,491 978,833 

当期変動額 

資本準備金の取崩 － － 

自己株式の処分 △50,657 610 

当期変動額合計 △50,657 610 

当期末残高 978,833 979,444 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 － 8,139 

当期変動額 

利益準備金の積立 8,139 24,978 

当期変動額合計 8,139 24,978 

当期末残高 8,139 33,117 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 4,269 － 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △4,269 － 

当期変動額合計 △4,269 － 

当期末残高 － － 

別途積立金 

前期末残高 600,000 － 

当期変動額 

別途積立金の取崩 △600,000 － 

当期変動額合計 △600,000 － 

当期末残高 － － 

－ 37 －



¶表後に挿入された段落
(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △226,267 1,005,451 

当期変動額 

利益準備金の積立 △8,139 △24,978 

特別償却準備金の取崩 4,269 － 

別途積立金の取崩 600,000 － 

剰余金の配当 △81,391 △249,784 

当期純利益 716,980 1,017,188 

当期変動額合計 1,231,719 742,425 

当期末残高 1,005,451 1,747,877 

利益剰余金合計 

前期末残高 378,001 1,013,590 

当期変動額 

利益準備金の積立 － － 

特別償却準備金の取崩 － － 

別途積立金の取崩 － － 

剰余金の配当 △81,391 △249,784 

当期純利益 716,980 1,017,188 

当期変動額合計 635,589 767,404 

当期末残高 1,013,590 1,780,995 

自己株式 

前期末残高 △731,682 △547,699 

当期変動額 

自己株式の処分 183,983 9,077 

当期変動額合計 183,983 9,077 

当期末残高 △547,699 △538,621 

株主資本合計 

前期末残高 2,382,310 3,151,225 

当期変動額 

利益準備金の積立 － － 

剰余金の配当 △81,391 △249,784 

当期純利益 716,980 1,017,188 

自己株式の処分 133,325 9,688 

当期変動額合計 768,915 777,092 

当期末残高 3,151,225 3,928,317 

－ 38 －



¶表後に挿入された段落
(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年６月１日 
至 平成20年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

新株予約権 

新株引受権 

前期末残高 6,992 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△6,992 － 

当期変動額合計 △6,992 － 

当期末残高 － － 

新株予約権合計 

前期末残高 6,992 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△6,992 － 

当期変動額合計 △6,992 － 

当期末残高 － － 

純資産合計 

前期末残高 2,389,302 3,151,225 

当期変動額 

利益準備金の積立 － － 

剰余金の配当 △81,391 △249,784 

当期純利益 716,980 1,017,188 

自己株式の処分 133,325 9,688 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,992 － 

当期変動額合計 761,923 777,092 

当期末残高 3,151,225 3,928,317 

－ 39 －



該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

－ 40 －
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