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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成13年４月23日開催の取締役会決議により、平成13年５月29日現在の株主名簿に記載された株主の所有株

式数を同日付をもって、１株を２株に分割いたしました。なお、期首に株式分割が行われたものとして１株

当たり当期純損失を算出しております。 

３ 平成16年７月16日開催の取締役会決議により、平成16年８月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又

は記録された株主の所有株式数を平成16年10月20日をもって１株を２株に分割しております。そのため、当

連結会計年度の「１株当たり当期純損失」は分割後の株式数に基づいて算出されております。 

４  平成17年４月21日開催の取締役会決議により、平成17年８月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又

は記録された株主の所有株式数を平成17年10月20日をもって１株を５株に分割しております。そのため、当

連結会計年度の「１株当たり当期純利益」は分割後の株式数に基づいて算出されております。 

５ 第12期及び第13期においては、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について潜在株式がないため、 記載

しておりません。 

６ 第14期及び第15期においては、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。 

７ 第12期、第13期、第14期及び第15期においては、当期純損失を計上しているため自己資本利益率及び株価収

益率は記載しておりません。 

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 

売上高 (千円) 6,826,318 6,573,320 7,824,004 9,126,582 11,545,776 

経常利益又は 

経常損失(△) 
(千円) 144,076 △224,193 108,582 315,859 256,749 

当期純利益又は 

当期純損失(△) 
(千円) △26,630 △64,815 △121,579 △28,359 142,592 

純資産額 (千円) 3,089,576 2,914,505 2,757,606 2,741,590 2,892,145 

総資産額 (千円) 4,126,070 4,671,881 4,496,223 4,839,934 5,773,131 

１株当たり純資産額 (円) 138,174.26 130,344.62 123,327.67 61,046.32 12,827.75 

１株当たり当期純利益又

は１株当たり当期純損失

(△) 

(円) △1,190.96 △2,898.72 △5,437.38 △632.75 633.51 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) ― ― ― ― 625.96 

自己資本比率 (％) 74.9 62.4 61.3 56.6 50.1 

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― 4.9 

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 93.44 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) 53,169 △238,914 213,284 153,836 367,598 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △873,695 △233,640 85,076 △118,966 318,853 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) 195,140 546,712 △159,800 54,272 379,688 

現金及び現金同等物の 

期末残高 
(千円) 781,895 854,357 991,486 1,083,358 2,155,911 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(名) 

95 

(43) 

142 

(43) 

151 

(40) 

167 

(58) 

204 

(69) 



(2) 提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成13年４月23日開催の取締役会決議により、平成13年５月29日現在の株主名簿に記載された株主の所有株

式数を同日付をもって、１株を２株に分割いたしました。そのため、当事業年度の「１株当たり当期純利益

又は当期純損失(△)」は分割後の株式数に基づいて算出されております。 

３ 平成16年７月16日開催の取締役会決議により、平成16年８月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又

は記録された株主の所有株式数を平成16年10月20日をもって１株を２株に分割いたしました。そのため、当

事業年度の「１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)」は分割後の株式数に基づいて算出されておりま

す。 

４ 平成17年４月21日開催の取締役会決議により、平成17年８月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又

は記録された株主の所有株式数を平成17年10月20日をもって１株を５株に分割いたしました。そのため、当

事業年度の「１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)」は分割後の株式数に基づいて算出されておりま

す。 

５ 第12期及び第13期においては、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について潜在株式がないため、記載し

ておりません。 

６ 第13期においては、当期純損失を計上しているため自己資本利益率及び株価収益率は記載しておりません。

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 

売上高 (千円) 6,823,360 6,530,847 7,226,321 8,057,715 9,826,349 

経常利益又は 

経常損失(△) 
(千円) 212,543 △31,730 302,967 319,710 267,686 

当期純利益又は 

当期純損失(△) 
(千円) 40,304 △268,711 84,597 48,742 108,887 

資本金 (千円) 1,019,450 1,019,450 1,019,450 1,024,128 1,028,610 

発行済株式総数 (株) 22,360 22,360 22,360 44,910 225,460 

純資産額 (千円) 3,084,816 2,776,302 2,825,964 2,888,436 3,003,567 

総資産額 (千円) 4,102,644 4,295,159 4,149,759 4,351,738 4,669,215 

１株当たり純資産額 (円) 137,961.39 124,163.80 126,384.84 64,316.11 13,321.95 

１株当たり配当額 

(内１株当たり 

中間配当額) 

(円) 

(円) 

― 

(―) 

― 

(―) 

― 

(―) 

― 

(―) 

100 

(―) 

１株当たり当期純利益又

は当期純損失(△) 
(円) 1,802.51 △12,017.49 3,783.44 1,087.51 483.77 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) ― ― 3,772.81 1,081.26 478.0 

自己資本比率 (％) 75.2 64.6 68.1 66.4 64.3 

自己資本利益率 (％) 1.3 ― 3.0 1.7 3.6 

株価収益率 (倍) 159.8 ― 47.6 169.2 122.4 

配当性向 (％) ― ― ― ― 20.7 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(名) 

83 

(43) 

106 

(41) 

101 

(39) 

107 

(43) 

119 

(58) 



２【沿革】 

年月 沿革 

平成２年３月 株式会社クリーク・アンド・リバー社として東京都新宿区荒木町22番地に設立 

  マーケティングコンサルティング会社としてスタート 

平成２年10月 東京都千代田区一番町６番地へ移転 

平成３年５月 一般労働者派遣事業の許可を取得（般13-01-0367） 

平成４年７月 映像クリエイター・エージェンシー事業を開始 

平成５年７月 東京都千代田区一番町15番地 一番町コートビルへ移転 

平成５年11月 大阪市北区紅梅町１－14 カサビアンカに大阪支社開設（般27-02-0155） 

  有料職業紹介事業の許可を取得（13-01-ユ-0240） 

平成６年12月 「ＣＲＮ全国撮影ネットワーク」サービス開始 

平成７年５月 大阪市北区天神橋二丁目２番２号 ＫＤＫ天満ビル３Ｆへ 大阪支社移転 

平成７年12月 インターネットホームページ「BROAD NET」サービス開始 

平成８年２月 東京都千代田区一番町15番地 一番町ＮＮビル へ移転 

平成８年４月 マルチメディア事業部発足 

  マルチメディアスクール・クリエイティブラボ開設 

平成８年６月 マルチメディアクリエイター・エージェンシー事業開始 

平成８年12月 ゲームクリエイター・エージェンシー事業開始 

平成９年７月 出版・広告クリエイター・エージェンシー事業開始 

平成９年11月 株式会社ギャガ・コミュニケーションズと提携「CR-GAGAプロジェクト」スタート 

  クリエイターのための月間情報誌「Director's MAGAZINE」創刊 

平成10年10月 ＣＡＰ（クリエイターズ・エージェント・プログラム）スタート 

平成10年11月 「CR-GAGAプロジェクト」第１回作品 日本初フル３ＤＣＧムービー「VISITOR」完成 

平成11年10月 東京都港区赤坂七丁目３番37号 カナダ大使館ビル２Ｆへ移転 

  Ｃ＆Ｒプロフェッショナル・エデュケーションセンターを設立 

  東映アニメーション株式会社と提携「ＣＲ－東映アニメーションプロジェクト」スタート 

平成12年２月 大阪市北区西天神四丁目３番25号 梅田プラザビル アネックスへ支社移転 

  「CR-GAGAプロジェクト」第２回作品「Ａ・ＬＩ・ＣＥ」劇場公開 日本初ＤＬＰによる上映 

平成12年６月 大阪証券取引所（ナスダック・ジャパン［現ヘラクレス］市場）に上場 

 



年月 沿革 

平成13年２月 株式会社フォーバルと持分法適用関連会社「株式会社ディスクロージャーバンク」を設立 

平成13年３月 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツと業務提携 

平成13年４月 持分法適用関連会社「デザインエクスチェンジ株式会社」と資本・業務提携 

平成13年７月 ウペポ・ディー・マジ株式会社と持分法適用関連会社「株式会社ディー・ファッション・プランニ

ング」を設立 

平成13年８月 韓国ソウルに連結子会社「CREEK & RIVER KOREA Co., Ltd.」を設立 

  台湾台北に連結子会社「CREEK & RIVER TAIWAN Co., Ltd.」を設立 

  株式会社ディスパースと業務提携 

平成13年11月 ＮＴＴ研究所と「全国撮影ネットワーク」実証実験開始 

平成13年12月 連結子会社「株式会社ティー・オー・ピー」を設立 

平成14年４月 株式会社ネットラーニングと業務提携「ｅラーニング共同プロジェクト」スタート 

平成14年５月 米国デラウェア州に「CREEK & RIVER AMERICA Inc.」を設立 

  米国ニューヨーク州に「CREEK & RIVER AMERICA LLC.」を設立 

平成14年７月 株式会社共同テレビジョンとコンテンツに関する技術制作協力において業務提携 

平成14年10月 持分法適用関連会社「株式会社ディスクロージャーバンク」の株式を譲渡 

平成15年２月 「株式会社メディカル・プリンシプル社」の株式取得により子会社化 

  持分法適用関連会社「株式会社ディー・ファッション・プランニング」の株式を譲渡 

平成16年３月 連結子会社「株式会社Ｃ＆Ｒ総研」を設立 

  大阪市北区堂島浜一丁目４番地16号 アクア堂島西館13Ｆへ 大阪支社移転 

平成16年10月 Ｃ＆Ｒクリエイティブ・センター銀座開設 

平成16年12月 「株式会社オープンマジック」の株式取得により子会社化 

平成17年１月 「株式会社リーディング・エッジ社」の株式取得により持分法適用関連会社化 

平成17年４月 連結子会社「有限会社ＢＳプロジェクト」を設立 

平成17年６月 Ｃ＆Ｒクリエイティブ・センター大阪開設 

平成17年11月 連結子会社「有限会社ＡＳプロジェクト」を設立  



３【事業の内容】 

 当社グループは、映像・Ｗｅｂ・モバイル・広告・出版・アニメーション・ゲーム等さまざまな分野において企

画・制作を行うクリエイターの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18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。 

 （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・テレビ・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。 

 マーケティング拠点は国内のみならず、韓国・台湾・米国に子会社・関連会社を設立し、サービスのグローバル化

を図っております。平成18年２月28日現在、31,537人のクリエイター及び999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。

なお、米国においては、米国・日本間における日本人クリエイターの交流促進等を展望し、日米間のより一層の緊密

な連携を図ることを目的に、米国法人を解散し、当社内組織のニューヨーク支社を平成18年３月に開設しておりま

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。連結子会社の株式会社Ｃ＆Ｒ総研では、地域独自のクリエイター育成

活動の支援を行うなど、グループ一体となった運営を行っております。 

 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。第一弾として、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。同映画は平成17年10月に開催された第18回東京国際映画祭に正式出品しました。また、有

限会社ＡＳプロジェクトによる第二弾「赤い鯨と白い蛇」も完成。「ベルナのしっぽ」は平成18年９月よりシネアミ

ューズにて、「赤い鯨と白い蛇」は平成18年11月より岩波ホールにて劇場公開が決定しています。 

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） 

CREEK & RIVER AMERICA Inc.** エージェンシー事業（海外） 

CREEK & RIVER AMERICA LLC.** 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 



 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。 

 （注１）当社グループが対象とするクリエイターとは、主として機材・ソフトウェアの操作に関するオペレーション作

業を提供するオペレーターではなく、個々に異なる発想力・企画力・技術力を有する開発・制作活動の方向性

や品質の根幹に関わる不定形な活動に従事する人材であり、その中でも大きな組織に属さず、個人事業主とし

て、独立したプロフェッショナルとして開発・制作活動を行っているフリーランス・クリエイターでありま

す。 

具体的な職種といたしましては、映画・テレビ・インターネット・ゲーム・広告・出版等の業界における開

発・制作活動に携わる映画監督・プロデューサー・テレビディレクター・脚本家・カメラマン・Ｗｅｂデザイ

ナー・ＣＧデザイナー・ゲームプログラマー・クリエイティブディレクター・コピーライター・イラストレー

ター及び前記以外の業界プロフェッショナル・クリエイター等が挙げられます。 

 （注２）当社グループが対象とするプロダクションとは、映画・テレビ・インターネット・ゲーム・広告・宣伝・出版

等の業界で独立法人として活動しているコンテンツ開発・制作会社であります。 

具体的には、映画・ビデオ・ゲーム及び放送・通信媒体に配信される映像コンテンツの開発・制作会社、広

告・出版等に関する印刷物の開発・制作会社等が挙げられます。 



 事業の系統図は次のとおりです。 

事業系統図 



４【関係会社の状況】 

 （注）１ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 「議決権の所有（被所有）割合」欄の（内書）は間接所有であります。 

３ 特定子会社であります。 

４ 有価証券報告書を提出している会社はありません。 

名称 住所 
資本金又は 
出資金 
(千円) 

主要な事業 
の内容 

議決権の 
所有（被所有）割合 

関係内容 
所有割合 
(％) 

被所有割合 
(％) 

(親会社)             

株式会社シー・アンド・アール 東京都港区 10,500 その他の事業 ― 
50.04 

(20.63)
役員の兼任 ３名 

(連結子会社)             

CREEK & RIVER KOREA 

Co., Ltd. (注)３ 
韓国ソウル市 

千ウォン 

1,197,500 

エージェンシー 

事業 
100.00 ― 

当社の事業内容を韓国にて

展開しております 

役員の兼任 ２名 

株式会社ティー・オー・ピー 東京都港区 49,000 
エージェンシー 

事業 
89.80 ― 役員の兼任 ２名 

CREEK & RIVER AMERICA Inc. 

(注)３ 

米国 

デラウェア州 

千ドル 

1,400 

エージェンシー 

事業 
100.00 ― 

当社の事業内容を米国にて

展開しております 

役員の兼任 ２名 

CREEK & RIVER AMERICA LLC. 

(注)３ 

米国 

ニューヨーク州 
1,400 

エージェンシー 

事業 

100.00 

(100.00)
― 

当社の事業内容を米国にて

展開しております 

役員の兼任 ３名 

株式会社メディカル・ 

プリンシプル社 (注)３ 
東京都渋谷区 329,750 

エージェンシー 

事業 

出版事業 

65.31 ― 役員の兼任 １名 

株式会社Ｃ＆Ｒ総研 東京都港区 10,000 教育事業 100.00 ― 

コンテンツ分野の調査・研

究・開発 

役員の兼任 ３名 

株式会社オープンマジック 東京都港区 30,000 
エージェンシー 

事業 
67.00 ― 

システムの導入・構築運営 

役員の兼任 １名 

有限会社ＢＳプロジェクト  東京都港区  3,000 
エージェンシー 

事業  
90.00 ― 役員の兼任 １名 

有限会社ＡＳプロジェクト  東京都港区  3,000 
エージェンシー 

事業  
100.00 ― 役員の兼任 １名  

(持分法適用関連会社)             

CREEK & RIVER TAIWAN 

Co., Ltd. 
台湾台北市 

千NTドル 

32,770 

エージェンシー 

事業 
40.69 ― 

当社の事業内容を台湾にて

展開しております 

役員の兼任 ２名 

株式会社リーディング・エッジ

社 
東京都港区 225,000 

エージェンシー 

事業 
32.44 ― 

エージェンシー事業 

システムの開発・運用 

役員の兼任 １名 



５【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係については概ね良好であります。 

  平成18年２月28日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

エージェンシー事業 
154 

(45) 

教育事業 
9 

(3) 

出版事業 
2 

(―) 

全社 
39 

(21) 

合計 
204 

(69) 

  平成18年２月28日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

119 

(58) 
31.5 4.1 5,572,388 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、原油高や素材価格高騰などの影響を受けながらも、所得や消費者心理の

改善などで個人消費が持ち直し、設備投資の回復や株価の上昇など、景気は総じて回復基調へ転じてまいりまし

た。 

 一方、クリエイティブ業界では、情報通信技術の進化がもたらしたコミュニケーション・インフラの革新によ

り、制作現場においても急激な環境の変化が訪れています。映像分野では、ハイビジョンやデジタル技術の進歩に

加え、デジタル放送の多チャンネル化が進展、更にはブロードバンド環境が進むインターネットやモバイル等通信

との融合が進みつつあります。また広告・出版分野では、表現手法のデジタル化や紙メディアとの連携が進み、ゲ

ームの領域においては、より高度な映像表現が要求されるとともにゲームソフトのネットワーク化が推進されてい

ます。こうしたインフラ環境やネットワーク化の進展により、コンテンツ制作ニーズはエンタテインメント・ビジ

ネスに留まることなく、あらゆる領域への拡がりを見せています。 

 このような環境の下、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」ことをグループ統括理念とし、クライアントとの緊密なコミュニケーションに基づき、コンテンツ

制作及び人材ニーズの開拓に努めるとともに、国内外の連携を含めたソリューション機能を発揮して積極的な企画

提案を進めてまいりました。また、多様化するクライアントのコンテンツ制作業務の支援に努め、制作工程を一括

して受託し、クライアントの制作効率を大幅に改善するアウトソーシング事業の拡大を図ってまいりました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は11,545,776千円（前年同期比126.5％）、経常利益256,749千円（前年同期

比81.3％）、当期純利益142,592千円（前年同期△28,359千円）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うメディアリサーチバンクを中心に、ＴＶ番組やＴＶＣＭ等の制作請

負案件の受注が増加しました。 

 ゲーム分野では、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

ーカーから継続的に高い大型請負案件を受託、事業を拡大しております。 

 モバイル分野においても、高い制作インフラ技術を背景に、大手企業のモバイル新規事業に立ち上げから参画

するなど、着実に事業を拡大してまいりました。 

 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張しております。一昨年に、大手情報出版社の制作業務を一括

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・センターを東京・銀座に開設しましたが、平成17年

６月には、ギフト業界大手と共同で大阪に同様のセンターを開設し、カタログ制作を継続的に一括受託しており

ます。 

 ライツ事業に関しては、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。第一弾として、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。同映画は平成17年10月

に開催された第18回東京国際映画祭に正式出品しました。また、有限会社ＡＳプロジェクト設立による第二弾

「赤い鯨と白い蛇」も完成。「ベルナのしっぽ」は平成18年９月よりシネアミューズにて、「赤い鯨と白い蛇」

は平成18年11月より岩波ホールにて劇場公開が決定しています。 

 海外事業は、韓国、台湾及び米国において、エージェンシー事業を展開しております。特に韓国では、ＭＢ

Ｃ・ＳＢＳ・ＫＢＳの主要なＴＶ局と取引を開始するなど、放送映像分野を中心に大きく業績を伸ばしておりま

す。台湾・米国においても、それぞれの国に適応した分野での活動を進めております。なお、米国においては、

米国・日本間における日本人クリエイターの交流促進等を展望し、日米間のより一層の緊密な連携を図ることを

目的に、米国法人を解散し、当社内組織のニューヨーク支社を平成18年３月に開設しております。 

 連結子会社株式会社メディカル・プリンシプル社におけるドクターのエージェンシー事業は、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とともに高い評価を獲得したことで、着実な業績拡大を

図っております。 

 これらの結果、エージェンシー事業は売上高11,220,347千円（前年同期比125.3％）、営業利益1,009,112千円

（前年同期比110.3％）となりました。 



② 教育・出版事業 

 教育事業は、クリエイターの生涯価値を高め、キャリアアップを目的としたトレーニング・カリキュラムの運

営や各種セミナーを開催しております。昨年１年間にオリジナル講座を113回開催し、1,200名を超える受講者を

数えました。その他にも、映画・広告・音楽・Webなど、様々な分野のトップクリエイターを招いたフォーラム

や、各種セミナー・ワークショップなど、実践的なプログラムを積極的に展開しております。 

  また、連結子会社株式会社Ｃ＆Ｒ総研では、中央省庁・自治体・企業よりコンテンツ産業に関わる調査を継続

して受託しております。特に、新しいコンテンツ製作手法に関する調査・研究では、有識者や専門家によるセミ

ナーを開催して啓蒙活動を推進しております。 

 これらの結果、教育事業は売上高252,635千円（前年同期比235.7％）、営業利益59,579千円（前年同期比

841.5％）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「ディレクターズマガジン」及びドクターのヒューマン・ドキュメント誌である「ドクターズマガ

ジン」を出版しております。今後は、製作した映画原作の書籍化など、出版関連ビジネスを強化してまいりま

す。 

 これらの結果、出版事業は売上高72,793千円（前年同期比110.6％）、営業損失62,663千円（前連結会計年度

102,820千円）となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 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367,598千円、投資

活動によるキャッシュ・フロー318,853千円及び財務活動によるキャッシュ・フロー379,688千円により、前連結会

計期間末に比べ1,072,552千円増加し2,155,911千円となりました。 

（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214,913千円、減価償却費145,313千円等により

367,598千円の収入となりました（前連結会計期間は153,836千円）。 

（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、定期預金の払戻による収入936,560千円、定期預金の預入による支出△

303,000千円、無形固定資産の取得による支出△210,201千円により318,853千円の収入となりました（前連結会計

期間は△118,966千円）。 

（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、長期借入金の返済による支出△324,700千円を短期借入金の増加額

195,425千円、長期借入れによる収入200,000千円、社債の発行による収入300,000千円が上回り、379,688千円の収

入となりました（前連結会計期間は54,272千円）。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

販売実績 

 （注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記金額には、消費税等を含んでおりません。 

３ 主要顧客（総販売実績に対する割合が10％以上）に該当するものはありません。 

品目 

第16期 
平成18年２月期 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

エージェンシー事業 11,220,347 97.2 125.3 

教育事業 252,635 2.2 235.7 

出版事業 72,793 0.6 110.6 

合計 11,545,776 100.0 126.5 



３【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。当社グループでは、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。従来の東京

に加え、大阪にも専用拠点を開設するなど、これまで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 

 当社グループでは、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 

 当社グループでは、３万人を超えるクリエイターネットワークと、約1,000社に及ぶパートナープロダクショ

ン、約3,000社のクライアントがあることから、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、プライバシーマーク認定に向けた対応を行うなど、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。 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある主な事項には以下のようなものがあります。また、必ずしもそのような事項に該当しない要因について

も、投資者の投資判断において、重要と考えられる事項については、投資者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。ただし、以下の記載は当社グループの事業展開上のリスクを全て網羅するものではありません。 

 なお、当社グループは、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、予想を超える事態が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響が及ぶ

可能性があると考えられます。 

(1) 当社の事業内容について 

① 情報の管理について 

 当社グループには、３万人を超えるクリエイターネットワークと、約1,000社に及ぶパートナープロダクショ

ン、約3,000社のクライアントがあります。情報の管理には十分留意しておりますが、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などにも関わらず、不正アクセ

スなどによる個人情報等の流出の可能性は存在します。現在までのところ発生実績はありませんが、個人情報な

ど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。 

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並びに当

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。 

④ システムについて 

 当社グループのコンテンツに関わる事業は、急速にデジタル化が進展しインターネット接続による業務処理が

増大しております。従いまして、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対策等に

も関わらず、システムダウン等による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、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑤ 時期的要因による業績の変動について 

 当社は２月決算会社で多くのクライアント企業が３月決算会社であることから、受注時の予定がずれ込み、検

収時期、売上高の計上時期が９月及び３月となる場合があります。このような場合、当社の業績に影響を与える

可能性があります。 

⑥ 各種プロジェクトについて 

  当社グループ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など急速に多様化・

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なかたちで慎

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、これらの施策が効果的である保証はなく、今後退職者の増加や採用

の不振など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など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対象子会社２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通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。なお、米国においては、米国・日本間

における日本人クリエイターの交流促進等を展望し、日米間のより一層の緊密な連携を図ることを目的に、米国

法人を解散し、当社内組織のニューヨーク支社を平成18年３月より開設しております。 

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通

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通

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。 

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っております。また、有限会社ＢＳプロジェクト、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。

映像制作及び著作権管理も順調に拡大しておりますが、案件が大型化し、決算期をまたぐなど予定した事業展開

が果たせない可能性があります。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。  

５【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

６【研究開発活動】 

該当事項はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計上の見積り 

 当社の連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成しておりま

す。この連結財務諸表の作成にあたっては、決算日における財政状態及び経営成績に影響を与えるような経営者の

見積り及び予測を必要としております。当社は、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、

見積り及び予測を行っております。 

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

① 概要 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、原油高や素材価格高騰などの影響を受けながらも、所得や消費者心理

の改善などで個人消費が持ち直し、設備投資の回復や株価の上昇など、景気は総じて回復基調へ転じてまいりま

した。しかしながら、この回復基調が今後も継続するかどうかは予断を許さない状況にあり、より一層の企業努

力を進めている状況であります。 

② 売上高 

 当連結会計年度における売上高は、前年同期比126.5％の11,545百万円となりました。 

 これは主たる事業であるエージェンシー事業が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受注の拡大を図った結果であります。ま

た、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展開しているドクターのエージェンシー事業も大

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とともに高い評価を獲得したことにより、エ

ージェンシー事業全体の売上高は、11,220百万円（前年同期比125.3％）となりました。 

 教育事業は、クリエイターの生涯価値を高め、キャリアアップを目的としたトレーニング・カリキュラムの運

営や各種セミナーを113回開催し、1,200名を超える受講者を数えました。また、連結子会社株式会社Ｃ＆Ｒ総研

にて、中央省庁・自治体・企業よりコンテンツ産業に関わる調査受託等により、教育事業全体の売上高は252百

万円（前年同期比235.7％）となりました。 

 出版事業は、クリエイターのための情報誌「ディレクターズマガジン」及びドクターのヒューマンドキユメン

ト誌である「ドクターズマガジン」の出版により、72百万円（前年同期比110.6％）となりました。 

③ 売上原価、販売費及び一般管理費 

 当連結会計年度における売上原価は、前年同期比130.2％の8,407百万円となり、売上高に対する売上原価の比

率は2.0％上がり72.8％となっております。これは、主に、一括受託案件の制作引き継ぎ業務が長期化したため

によるものです。 

 販売費及び一般管理費は、前年同期比114.9％の2,842百万円となり、売上高に対する販売費及び一般管理費の

比率は2.5％下がり24.6％となっております。これは、主に、コスト管理を徹底したことによるものです。 

④ 営業利益 

 当連結会計年度における営業利益は、主力のエージェンシー事業の売上高増加及び販売費及び一般管理費の削

減等により、前年同期比152.6％の295百万円となりました。 

⑤ 営業外損益 

 当連結会計年度における営業外収支は、持分法による投資損失等により38百万円の損失となりました。 

⑥ 経常利益 

 当連結会計年度における経常利益は、営業利益が増加したものの営業外利益の減少により、前年同期比81.3％

の256百万円となりました。 

⑦ 特別損益 

 当連結会計年度における特別収支は、投資有価証券評価損により44百万円の損失となりました。 

⑧ 当期純利益 

 当連結会計年度における当期純利益は、142百万円になりました。 



(3) 当連結会計年度の財政状態、資本の財源及び資金の流動性についての分析 

① 流動資産 

 当連結会計年度における流動資産は、前年同期比126.2％の4,227百万円となりました。 

 主な増減項目としては、「現金及び預金」が438百万円増加したことに加え、売上高増加に伴い「受取手形及

び売掛金」も264百万円と増加しました。 

② 固定資産 

 当連結会計年度における固定資産は、前年同期比103.7％の1,545百万円となりました。 

 主な増減項目としては、「有形固定資産」が映画制作等により46百万円増加したことに加え、「無形固定資

産」もコンテンツ制作支援システム「ａｎｙ」の構築等により105百万円増加しました。 

③ 流動負債 

 当連結会計年度における流動負債は、前年同期比131.0％の1,869百万円となりました。 

 主な増減項目としては、売上高の増加に伴い「営業未払金」が291百万円増加したことに加え、運転資金の調

達により「短期借入金」も195百万円と増加しました。 

④ 固定負債 

 当連結会計年度における固定負債は、前年同期比158.3％の819百万円となりました。 

 当連結会計年度における固定負債は、「社債」の発行が300百万円増加したことよるものです。 

⑤ 資本の部 

 当連結会計年度における「資本金」及び「資本剰余金」は、新株予約権の行使等による増加と当期純利益を計

上したことにより資本合計は150百万円増加し、2,892百万円となりました。 

⑥ キャッシュ・フロー 

 「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2）キャッシュ・フローの状況」に記載しております。 

(4) 経営者の問題意識と今後の方針について 

 当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき、スピーディな経営意思決定と最善の経

営方針を立案するように努めております。ここ数年、景気回復による人材ニーズの高まりを受けて、当社グループ

を取り巻く環境は、ＴＶ局や一般企業によるアウトソーシング化の流れから、追い風となっております。しかしな

がら、案件が急速に多様化・大型化しており、情報の取扱いやクオリティ、コストなどのプロジェクト・マネジメ

ントの重要性がますます高まってくるものと予想されます。 

 企画提案型で大型のアウトソーシング事業の受注拡大を図るための体制強化・構築が必要不可欠となるととも

に、クリエイターが創出した知的所有権を保護し、資産化するライツ事業も柱にすべく、体制の構築を急いでおり

ます。こうした「クリエイターの生涯価値の向上」や「クライアントの価値創造への貢献」のための施策をいかに

生み出し、拡大することができるかが、当社グループの成長につながると考えております。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度の設備投資の総額は318,140千円であり、主なものは、コンテンツ制作支援システム「ａｎｙ」の

システム構築100,452千円、クリエイターのためのコミュニティ・サイトの構築19,141千円及び映画「ベルナのしっ

ぽ」制作50,000千円であります。 

２【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

 （注）１ 帳簿価額のうち「その他」は、商標権及び電話加入権であります。 

２ 従業員数の（ ）は、臨時従業員の年間平均雇用人員数を外書しております。 

(2) 国内子会社 

 （注）１ 帳簿価額のうち「その他」は、商標権及び電話加入権であります。 

  平成18年２月28日現在

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメント 

帳簿価額（千円） 
従業員数
（名） 

建物 器具備品
車両 
運搬具 

ソフト 
ウェア 

その他 合計 

本社 

（東京都港区） 

エージェンシー事業 

教育事業  出版事業 
12,491 52,602 － 327,135 3,709 395,938 

109 

(53)

大阪支社 

（大阪市北区） 
エージェンシー事業 1,432 5,816 － 657 － 7,906 

10 

(5)

  平成18年２月28日現在

会社名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメント 

帳簿価額（千円） 
従業員数
（名） 

建物 器具備品
車両 
運搬具 

ソフト 
ウェア 

その他 合計 

株式会社ティー・ 

オー・ピー 

（東京都港区） 

エージェンシー事業 － 16,050 － － － 16,050 
－ 

(－)

株式会社メディカル 

・プリンシプル社 

（東京都港区） 

エージェンシー事業 

教育事業  出版事業  
26,576 5,282 － 92,007 1,027 124,894 

47 

(5)

株式会社メディカル 

・プリンシプル社 

（大阪市淀川区） 

エージェンシー事業 2,247 893 － － － 3,141 
12 

(3)

株式会社メディカル 

・プリンシプル社 

（名古屋市中区） 

エージェンシー事業 513 822 － － － 1,335 
2 

(1)

株式会社メディカル 

・プリンシプル社 

（福岡市博多区） 

エージェンシー事業 383 765 － － － 1,149 
6 

(－)

株式会社メディカル 

・プリンシプル社  

（仙台市青葉区） 

エージェンシー事業 257 1,430 － － － 1,687 
2 

(1)

株式会社Ｃ＆Ｒ総研 

（東京都港区）  
教育事業  － 332 － － － 332 

－ 

(－)

株式会社オープンマ

ジック 

（東京都港区） 

エージェンシー事業 － 953 － 20,224 229 21,407 
5 

(－)

有限会社ＢＳプロジ

ェクト  

（東京都港区）  

エージェンシー事業 － 50,000 － － － 50,000 
－ 

(－)



２ 従業員数の（ ）は、臨時従業員の年間平均雇用人員数を外書しております。 

(3) 在外子会社 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  平成18年２月28日現在

会社名 
（所在地） 

事業の種類別 
セグメント 

帳簿価額（千円） 
従業員数
（名） 

建物 器具備品
車両 
運搬具 

ソフト 
ウェア 

その他 合計 

CREEK & RIVER 

KOREA Co.,Ltd. 

（韓国ソウル市） 

エージェンシー事業 474 2,117 260 2,803 － 5,655 
11 

(－)

CREEK & RIVER 

AMERICA LLC. 

（米国ニューヨーク

州） 

エージェンシー事業 － 939 － － － 939 
－ 

(1)



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）１ 提出日現在の発行数には、平成18年５月１日からこの有価証券報告書提出までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 447,200 

計 447,200 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
(平成18年２月28日) 

提出日現在発行数（株） 
(平成18年５月26日) 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 225,460 225,490 

大阪証券取引所 

（ニッポン・ニュー・マ

ーケット「ヘラクレス」

市場） 

─ 

計 225,460 225,490 ─ ─ 



(2）【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

（注）１ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

２ 平成16年７月16日開催の取締役会決議により、平成16年10月20日付をもって１株を２株に株式分割いたしま

した。これに伴い、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及

び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額が修正されました。 

株主総会の特別決議日（平成14年５月28日） 

  
事業年度末現在 
(平成18年２月28日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年４月30日) 

新株予約権の数（個） 39 36   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 390(注)２・３           360(注)２・３  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 9,850(注)１・２・３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年６月１日～ 

平成19年５月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  9,850(注)２・３ 

資本組入額 4,925(注)２・３ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割当を受けた者

は、権利行使時においても、当

社及び当社子会社の取締役・監

査役・従業員の地位にあること

を要する。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職その他正当

な理由のある場合はこの限りで

ない。 

 次の各号に該当した場合、権

利行使期間満了前といえども、

直ちに新株予約権を行使する資

格を喪失し、当該新株予約権は

消滅する。 

① 禁固以上の刑に処せられ

た場合 

② 死亡した場合 

③ 当社所定の書面により新

株予約権の全部又は一部

を放棄する旨を申し出た

場合 

 新株予約権の譲渡、質入その

他の担保設定及び相続は認めな

い。 

 新株予約権の行使は、割当て

られた新株予約権個数の整数倍

の単位で行使するものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
当社取締役会の承認を要するも

のとする。 
同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新株発行（処分）株式数 × １株当たり払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込金額 
× 

１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新株発行（処分）株式数 



 ３ 平成17年４月21日開催の取締役会決議により、平成17年10月20日付をもって１株を５株に株式分割いたしま

した。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行

使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額が修正されましたが、提出日の前月末現在の

記載内容は当該修正を反映済みであります。 



 （注）１ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 ２ 平成17年４月21日開催の取締役会決議により、平成17年10月20日付をもって１株を５株に株式分割いたしま

した。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行

使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額が修正されましたが、提出日の前月末現在の

記載内容は当該修正を反映済みであります。 

株主総会の特別決議日(平成16年５月27日) 

  
事業年度末現在 
(平成18年２月28日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年４月30日) 

新株予約権の数（個） 401 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  4,010(注)２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 38,600(注)１・２ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月１日～ 

平成20年５月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 

場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  38,600(注)２ 

資本組入額 19,300(注)２ 
同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割当を受けた者

は、権利行使時においても、当

社及び当社子会社の取締役・監

査役・従業員の地位にあること

を要する。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職その他正当

な理由のある場合はこの限りで

ない。 

 次の各号に該当した場合、権

利行使期間満了前といえども、

直ちに新株予約権を行使する資

格を喪失し、当該新株予約権は

消滅する。 

① 禁固以上の刑に処せられ

た場合 

② 死亡した場合 

③ 当社所定の書面により新

株予約権の全部又は一部

を放棄する旨を申し出た

場合 

 新株予約権の譲渡、質入その

他の担保設定及び相続は認めな

い。 

 新株予約権の行使は、割当て

られた新株予約権個数の整数倍

の単位で行使するものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
当社取締役会の承認を要するも

のとする。 
同左 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新株発行（処分）株式数 × １株当たり払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込金額 
× 

１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新株発行（処分）株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１ １株を２株に分割いたしました。 

２ 新株予約権の行使による増加であります。 

３ 平成16年５月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であ

ります。 

４ 新株予約権の行使による増加であります。 

５ １株を２株に株式分割いたしました。 

６ 新株予約権の行使による増加であります。 

 ７ 新株予約権の行使による増加であります。 

 ８ １株を５株に株式分割いたしました。 

 ９ 新株予約権の行使による増加であります。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額

（千円） 

資本金残高 

（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金 
残高 
（千円） 

平成13年５月29日(注)１ 11,180 22,360 ─ 1,019,450 ─ 1,858,540 

平成16年６月１日～ 

平成16年７月31日(注)２ 
53 22,413 2,610 1,022,060 2,610 1,861,150 

平成16年８月１日(注)３ ─ 22,413 ─ 1,022,060 △1,603,677 257,472 

平成16年８月２日～ 

平成16年10月19日(注)４ 
27 22,440 1,034 1,023,094 1,034 258,506 

平成16年10月20日(注)５ 22,428 44,868 ─ 1,023,094 ─ 258,506 

平成16年10月21日～ 

平成17年２月28日(注)６ 
42 44,910 1,034 1,024,128 1,034 259,541 

平成17年３月１日～  

平成17年10月19日(注)７  
140 45,050 3,447 1,027,576 3,447 262,988 

平成17年10月20日(注)８ 180,200 225,250  ─ 1,027,576  ─ 262,988 

平成17年10月21日～   

平成18年２月28日(注)９  
210 225,460 1,034 1,028,610 1,034 264,022 



(4）【所有者別状況】 

(5）【大株主の状況】 

（注）個人情報保護の観点より当該株主は個人株主のため、住所の一部記載を省略しております。  

  平成18年２月28日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
(株) 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） ― 7 9 62 7 3 5,135 5,223 ― 

所有株式数 

（株） 
― 7,795 1,510 73,453 1,076 85 141,541 225,460 ― 

所有株式数の

割合（％） 
― 3.46 0.67 32.58 0.47 0.04 62.78 100.0 ― 

  平成18年２月28日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社シー・アンド・アール 東京都港区赤坂７－３－３７ 66,280 29.39 

井川 幸広 東京都渋谷区（注） 46,530 20.63 

福田 浩幸 埼玉県越谷市（注） 10,040 4.45 

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２－４－６ 4,252 1.88 

鈴木 慶子  愛知県名古屋市瑞穂区（注） 3,060 1.35 

依田 巽 東京都港区（注） 2,830 1.25 

クリーク・アンド・リバー社 

従業員持株会 
東京都港区赤坂７－３－３７ 2,736 1.21 

田中 最代治 東京都三鷹市（注） 1,830 0.81 

有限会社エムビーエス  東京都品川区東五反田５－１３－１３ 1,700 0.75 

四分一 武 東京都杉並区（注） 1,611 0.71 

計 ― 140,869 62.48 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成18年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 225,460 225,460 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 225,460 ― ― 

総株主の議決権 ― 225,460 ― 

  平成18年２月28日現在

所有者の氏名
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 



(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法第280条ノ20

及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

（平成14年５月28日定時株主総会） 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役、監査役、従業員及び当社子会社の取締役に

対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成14年５月28日の定時株主総会において特別決議

されたものであります。 

 （注）１ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

２ 平成16年７月16日開催の取締役会決議により、平成16年10月20日付をもって１株を２株に株式分割いたしま

した。これに伴い、株式の数は350株から700株に、新株予約権の行使時の払込金額は98,497円から49,249円

に修正されました。 

 ３ 平成17年４月21日開催の取締役会決議により、平成17年10月20日付をもって１株を５株に株式分割いたしま

した。これに伴い、株式の数は700株から3,500株に、新株予約権の行使時の払込金額は49,249円から9,850

円に修正されました。 

決議年月日 平成14年５月28日 

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員79名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 3,500(注)２・３ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 9,850(注)１・２・３ 

新株予約権の行使期間 平成16年６月１日から平成19年５月31日 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び

当社子会社の取締役・監査役・従業員の地位にあることを要する。た

だし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は

この限りでない。 

 次の各号に該当した場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに

新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅する。 

① 禁固以上の刑に処せられた場合 

② 死亡した場合 

③ 当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨

を申し出た場合 

 新株予約権の譲渡、質入その他の担保設定及び相続は認めない。 

 新株予約権の行使は、割当てられた新株予約権個数の整数倍の単位

で行使するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新株発行（処分）株式数 × １株当たり払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込金額 
× 

１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新株発行（処分）株式数 



（平成16年５月27日定時株主総会決議） 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員に対して

特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年５月27日の定時株主総会において特別決議された

ものであります。 

 （注）１ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 ２ 平成17年４月21日開催の取締役会決議により、平成17年10月20日付をもって１株を５株に株式分割いたしま

した。これに伴い、株式の数は894株から4,470株に、新株予約権の行使時の払込金額は193,000円から

38,600円に修正されました。 

決議年月日 平成16年５月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員58名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株）  4,470(注)２ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 38,600(注)１・２ 

新株予約権の行使期間 平成18年６月１日から平成20年５月31日 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び

当社子会社の取締役・監査役・従業員の地位にあることを要する。た

だし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合は

この限りでない。 

 次の各号に該当した場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに

新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅する。 

① 禁固以上の刑に処せられた場合 

② 死亡した場合 

③ 当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨

を申し出た場合 

 新株予約権の譲渡、質入その他の担保設定及び相続は認めない。 

 新株予約権の行使は、割当てられた新株予約権個数の整数倍の単位

で行使するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新株発行（処分）株式数 × １株当たり払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込金額 
× 

１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新株発行（処分）株式数 



（平成17年５月25日定時株主総会決議） 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員（契約

社員、派遣社員を含む）、今後新たに選任又は採用される者及び取引先に対して特に有利な条件をもって新株予

約権を発行することを平成17年５月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

 （注）１ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

２ 平成17年４月21日開催の取締役会決議により、平成17年10月20日付をもって１株を５株に株式分割いたしま

した。これに伴い、株式の数は450株から2,250株に修正されました。  

決議年月日 平成17年５月25日 

付与対象者の区分及び人数 
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 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 2,250（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額 63,709 

新株予約権の行使期間 平成22年６月１日から平成24年５月31日 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時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を要す

る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある

場合はこの限りでない。 

 また、新株予約権の割当を受けた取引先は、権利行使時においても、

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を要する。

ただし、次の各号に該当した場合は権利を喪失する。  

① 競合関係にある他の会社の親会社、子会社又は関連会社となった

場合  

② 前号との取引関係が緊密であると客観的に判断される場合  

③ 前二号の役員、従業員又は顧問となった場合  

 次の各号に該当した場合、権利行使期間満了前といえども、直ちに

新株予約権を行使する資格を喪失し、当該新株予約権は消滅する。 

① 禁固以上の刑に処せられた場合 

② 死亡した場合 

③ 当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨

を申し出た場合 

 新株予約権の譲渡、質入その他の担保設定及び相続は認めない。 

 新株予約権の行使は、割当てられた新株予約権個数の整数倍の単位

で行使するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 当社取締役会の承認を要するものとする。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新株発行（処分）株式数 × １株当たり払込金額 

調整後 

払込金額 
＝ 

調整前 

払込金額 
× 

１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新株発行（処分）株式数 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 



３【配当政策】 

 当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定

した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

 当期の配当につきましては、上記方針に基づき当期は１株当たり100円の配当を実施することを決定しました。こ

の結果、当期の配当性向は20.7％となりました。 

 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、

市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまい

りたいと考えております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１ 最高・最低株価は大阪証券取引所（ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」市場）におけるものであ

ります。なお、ナスダック・ジャパンは平成14年12月16日付けでニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレ

ス」に市場名を変更しております。 

２ ※印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は大阪証券取引所（ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」市場）におけるものであり

ます。 

回次 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 

最高（円） 
2,960,000 

※1,460,000 
385,000 340,000 

654,000 

※294,000 

539,000 

 ※135,000 

最低（円） 
2,000,000 

※270,000 
70,000 63,000 

180,000 

※131,000 

180,000 

※47,000 

月別 平成17年９月 10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 

最高（円） 135,000 99,900 85,500 79,000 90,300 72,500 

最低（円） 80,100 67,200 67,300 67,500 65,000 47,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
(株) 

代表取締役 

社長 
  井川 幸広 昭和35年１月２日生 

昭和56年４月 フリーのメディアプロデューサー

として活動 

46,530 

平成２年３月 当社設立 代表取締役社長(現任) 

平成７年６月 株式会社インターケア 

取締役(現任) 

平成11年２月 株式会社シー・アンド・アール設

立 

代表取締役(現任) 

平成12年２月 株式会社メディカル・プリンシプ

ル社 

取締役(現任) 

平成13年８月 CREEK & RIVER KOREA Co., Ltd. 

取締役(現任) 

平成13年８月 CREEK & RIVER TAIWAN Co., Ltd. 

取締役(現任) 

平成13年12月 株式会社ティー・オー・ピー 

代表取締役(現任) 

平成16年12月 株式会社サガンドリームス設立 

代表取締役(現任) 

取締役会長   中村 明 昭和19年12月24日生 

平成14年１月 株式会社ＵＦＪキャピタル 

 代表取締役 

200 

平成17年５月 当社取締役 

平成17年６月 株式会社シー・アンド・アール  

 取締役(現任) 

平成17年７月 当社取締役会長(現任) 

平成17年７月 株式会社ASK PLANNING CENTER   

 取締役会長(現任) 

取締役副社長   福田 浩幸 昭和28年11月７日生 

昭和53年４月 株式会社エムティー・フィールド

サービス入社 

10,040 

平成２年10月 当社入社 取締役事業本部長 

平成11年２月 株式会社シー・アンド・アール設

立 

取締役(現任) 

平成12年２月 当社取締役副社長(現任) 

平成12年７月 株式会社リーデイング・エッジ社 

取締役(現任) 

平成13年８月 CREEK & RIVER KOREA Co., Ltd. 

取締役(現任) 

平成13年12月 株式会社ティー・オー・ピー 

監査役(現任) 

取締役   田中 最代治 昭和８年６月10日生 

平成８年６月 株式会社田中経営研究所 

代表取締役(現任) 

1,830 

平成12年５月 当社取締役(現任) 

平成13年６月 株式会社キャリアデザインセンタ

ー 

監査役(現任) 

平成14年６月 株式会社ガーラ 取締役(現任) 

平成14年６月 イマジニア株式会社 

監査役(現任) 

平成15年６月 株式会社サンドラッグ 

取締役(現任) 

平成17年12月 レカム株式会社 取締役(現任)  

 



 （注）１ 監査役は全員が、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２ 取締役田中最代治及び澤田秀雄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
(株) 

取締役   澤田 秀雄 昭和26年２月４日生 

平成11年３月 エイチ・エス証券株式会社  

代表取締役(現任) 
1,150 平成14年５月 当社取締役(現任) 

平成16年６月 株式会社エイチ・アイ・エス 

取締役会長(現任) 

取締役 

エンタテインメ

ント・グループ 

 グループマネー

ジャー 

中村 洋之 昭和42年４月23日生 

平成７年７月 当社入社  

－ 平成15年３月 当社執行役員  

平成18年５月 当社取締役(現任) 

監査役 

常 勤 
  小笠原 正教 大正15年８月21日生 

平成５年５月 関東情報産業協同組合理事長 
30 

平成12年５月 当社常勤監査役(現任) 

監査役   郡山 史郎 昭和10年４月23日生 

平成14年４月 当社入社 

－ 

平成15年５月 当社退社 

平成15年５月 当社監査役(現任) 

平成16年３月 株式会社ピーエイ 

取締役(現任) 

平成16年４月 株式会社CEAFOM 

代表取締役(現任) 

平成16年６月 東京ベイネットワーク株式会社  

取締役(現任)  

監査役   斑目 力曠 昭和12年１月30日生 

平成９年12月 トランステック株式会社 

取締役会長(現任) 

1,100 
平成13年４月 株式会社経営実務研究所(現株式

会社エーエムアール) 

代表取締役(現任) 

平成16年５月 当社監査役(現任) 

監査役   安部 陽一郎 昭和32年６月６日生 

昭和63年４月 弁護士登録(東京弁護士会浅香寛

法律事務所入所) 

－ 平成７年１月 榊原綜合法律事務所入所(現任) 

平成12年11月 人権擁護委員(現任) 

平成16年５月 当社監査役(現任) 

        計   



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(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、株主及び取引先から高

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) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 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、監査役会の内訳は社外監査役４名の構成で、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

ことによる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える体制を図っております。 

 法律顧問としては、榊原綜合法律事務所及びＢＤＪ法律会計事務所の２つの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に努めております。 

② 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・評価しています。 

③ 内部監査及び監査役監査の状況 

 内部監査は、当社内部監査規程に基づき、経理監査、組織及び制度監査、業務監査を行い、経営の合理化・効

率化及び業務の適正な遂行を図ることを目的としております。 

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

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。 

④ 会計監査の状況 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、安義利、花岡克典であり中央青山監査法人に所属しておりま

す。 

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、その他８名（いずれも延べ人数）であります。 

⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係 

 当社の社外取締役及び社外監査役ともに特筆すべき利害関係はありません。 

⑥ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

 当社は月１回開催される取締役会において、経営の重要事項の決定や経営状況の把握を行っており、監査役会

の厳正な監督のもと、迅速かつ適正な審議を行っております。また、執行役員会は、月２回開催され、業務執行

の意思決定・報告を行っております。グループ各社に対しても、月１回のグループ会議において、同様の評価と

提言を行っております。 

 ディスクロージャー体制につきましては、今後も一層の強化を図り、従来の媒体だけでなく、インターネッ

ト、モバイル等を通じた情報提供の充実とともに、適時かつ正確なディスクロージャーを心がけてまいります。

(3) リスク管理体制の整備の状況 

 当社を取り巻く法律や規則は、民法や商法をはじめ、会社法、労働基準法、労働者派遣法、下請法など多数あ

り、監督官庁の命令・指導などもあります。さらには、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、経営企画、管理グループで構成されており、当事業年

度に決議された「内部監査規程」をもとに内部監査を実施しました。この内部監査の結果に基づき、順次、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」の適正の確保を目指しております。 

 法律や規則を全役員・従業員が遵守し、違反行為があった場合には、早期是正のためのマネジメント体制を確立

するなど、内部監査、監査役監査、監査法人監査の三様監査の体制を整えております。また、当事業年度には、個

人情報保護の観点から、プライバシーマーク取得の準備を行い、財団法人日本情報処理開発協会（ＪＩＰＤＥＣ）

に申請も行っております。 

 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など急速に多様化・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、事業活動に影響を及ぼし、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。こうしたリスクを管理するため、当事業年度に経営戦略グループを経営企

画と事業戦略グループに分離し、経営資源のバランス調整・進行管理の適正確保を図り、営業部門に対して管理会

計手法による組織チェックを明確にする「プロジェクト・マネジメント」を導入しております。  

  

(4) 役員報酬の内容 

取締役に支払った報酬  ５名  61,800千円（うち社外取締役 ３名  20,400千円） 

監査役に支払った報酬  ４名   9,150千円（うち社外監査役 ４名  9,150千円） 

(5) 監査報酬の内容 

当事業年度において、当社の会計監査人である中央青山監査法人に支払った監査報酬は以下の通りであります。

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬    14,400千円 

上記以外の業務に基づく報酬はありません。 





第５【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30

日内閣府令第５号）附則第２項ただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30

日内閣府令第５号）附則第２項ただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28

日）及び前事業年度（自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日）、並びに当連結会計年度（自 平成17年３月

１日 至 平成18年２月28日）及び当事業年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日）の連結財務諸表及

び財務諸表について、中央青山監査法人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成17年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成18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  1,716,914 2,155,911 

２ 受取手形及び売掛金   1,446,435 1,711,301 

３ たな卸資産  5,881 166,394 

４ 繰延税金資産  40,010 51,413 

５ その他  156,728 162,240 

６ 貸倒引当金  △17,180 △20,020 

流動資産合計  3,348,788 69.2 4,227,241 73.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物  88,768 91,017   

減価償却累計額  30,046 58,721 46,640 44,376 

(2) 機械装置及び運搬具  1,916 2,234   

減価償却累計額  1,309 606 1,973 260 

(3) その他  217,759 308,735   

減価償却累計額  140,618 77,140 170,728 138,006 

有形固定資産合計  136,469 2.8 182,643 3.2

２ 無形固定資産    

(1) 連結調整勘定  157,128 161,288 

(2) ソフトウェア  339,630 381,598 

(3) その他  6,897 66,196 

無形固定資産合計  503,656 10.4 609,083 10.5

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※１ 400,154 361,365 

(2) 長期貸付金  154,464 85,533 

(3) 繰延税金資産  37,393 42,946 

(4) その他  359,536 348,057 

(5) 貸倒引当金  △100,530 △83,741 

投資その他の資産合計  851,019 17.6 754,163 13.1

固定資産合計  1,491,145 30.8 1,545,890 26.8

資産合計  4,839,934 100.0 5,773,131 100.0 

     
 



   
前連結会計年度 

（平成17年２月28日） 
当連結会計年度 

（平成18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  560,123 851,157 

２ 短期借入金  9,540 204,965 

３ １年内返済予定長期借
入金 

 335,100 362,318 

４ 未払法人税等  163,571 2,991 

５ 賞与引当金  8,433 ― 

６ 保証履行引当金  21,195 35,770 

７ その他  328,544 411,920 

流動負債合計  1,426,507 29.5 1,869,122 32.4

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  ― 300,000 

 ２ 長期借入金  431,532 279,614 

３ 退職給付引当金  49,323 52,889 

４ 繰延税金負債  362 ― 

５ その他  36,690 187,175 

固定負債合計  517,908 10.7 819,678 14.2

負債合計  1,944,416 40.2 2,688,800 46.6

     

（少数株主持分）    

少数株主持分  153,926 3.2 192,185 3.3

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 1,024,128 21.1 1,028,610 17.8

Ⅱ 資本剰余金  1,863,218 38.5 1,867,700 32.4

Ⅲ 利益剰余金  △149,360 △3.1 △6,767 △0.1

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 4,442 0.1 1,411 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定  △838 △0.0 1,190 0.0

資本合計  2,741,590 56.6 2,892,145 50.1

負債、少数株主持分及
び資本合計 

 4,839,934 100.0 5,773,131 100.0 

     



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（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） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  9,126,582 100.0 11,545,776 100.0 

Ⅱ 売上原価  6,459,558 70.8 8,407,335 72.8

売上総利益  2,667,023 29.2 3,138,441 27.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,473,273 27.1 2,842,705 24.6

営業利益  193,750 2.1 295,736 2.6

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息配当金  6,320 7,724   

２ 投資有価証券売却益  196,240 16,057   

３ 為替差益  ― 4,296   

 ４ その他  8,053 210,615 2.3 5,345 33,423 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  18,718 17,941   

２ 持分法による投資損失  23,483 30,163   

３ 貸倒引当金繰入額  42,550 2,500   

４ その他  3,753 88,506 0.9 21,805 72,410 0.6

経常利益  315,859 3.5 256,749 2.2

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益  11,578 12,627   

２ 関係会社株式売却益  77,768 ―   

３ その他 ※４ ― 89,346 1.0 931 13,558 0.1

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※２ 293 182   

２ 固定資産除却損 ※３ 38,149 947   

３ 投資有価証券評価損  147,545 44,607   

４ 臨時償却費  ― 12,220   

５ その他 ※５ 3,017 189,005 2.1 ― 57,957 0.5

匿名組合損益分配前税
金等調整前当期純利益 

 216,199 2.4 212,350 1.8

匿名組合損益分配額  ― ― 2,562 0.0

税金等調整前当期純利
益 

 216,199 2.4 214,913 1.8

法人税、住民税及び事
業税 

 164,522 58,914   

法人税等調整額  45,038 209,560 2.3 △15,091 43,823 0.4

少数株主利益  34,999 0.4 28,497 0.2

 



   
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（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） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

当期純利益又は当期純
損失(△） 

 △28,359 △0.3 142,592 1.2

     



③【連結剰余金計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（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） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,858,540  1,863,218

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１ 増資による新株の発行  4,678 4,678 4,481 4,481

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,863,218  1,867,700

    

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △121,000  △149,360

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 当期純利益  ― ― 142,592 142,592

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 当期純損失  28,359 28,359 ― ―

Ⅳ 利益剰余金期末残高  △149,360  △6,767

    



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（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） 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   216,199 214,913 

２ 減価償却費   90,858 145,313 

３ 連結調整勘定償却額   41,766 53,500 

４ 臨時償却費   ― 12,220 

５ 持分法による投資損失   23,483 30,163 

６ 貸倒引当金の増加額又は
減少額(△） 

  38,217 △14,707 

７ 賞与引当金の増加額又は
減少額(△) 

  2,757 △8,433 

８ 退職給付引当金の増加額   7,467 2,730 

９ 保証履行引当金の増加額   13,438 14,575 

10 受取利息配当金   △6,320 △7,724 

11 支払利息   18,718 17,941 

12 為替差損益   △4,538 △2,933 

13 投資有価証券売却益   △196,240 △16,057 

14 関係会社株式売却益   △77,768 ― 

15 固定資産売却損   293 182 

16 固定資産除却損   38,149 947 

17 投資有価証券評価損   147,545 44,607 

18 売上債権の増加額   △225,812 △241,172 

19 たな卸資産の増加(△）
又は減少額 

  1,565 △69,696 

20 仕入債務の増加額   59,328 282,359 

21 その他の資産の増加額   △73,994 △122,285 

22 その他の負債の増加額   56,180 302,185 

小計   171,295 638,631 

23 利息及び配当金の受取額   5,193 8,983 

24 利息の支払額   △18,162 △16,119 

25 法人税等の支払額   △5,546 △263,896 

26 法人税等の還付額   1,055 ― 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  153,836 367,598 

 



    
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（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） 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 

  △314,106 △303,000 

２ 定期預金の払戻による収
入 

  100,000 936,560 

３ 投資有価証券の取得によ
る支出 

  △67,000 △1,450 

４ 投資有価証券の売却によ
る収入 

  277,945 24,564 

５ 関係会社株式の取得によ
る支出 

  △183,095 △4,500 

６ 関係会社株式の売却によ
る収入 

  408,000 300 

７ 有形固定資産の取得によ
る支出 

  △79,063 △89,735 

８ 有形固定資産の売却によ
る収入 

  39 7 

９ 無形固定資産の取得によ
る支出 

  △175,072 △210,201 

10 貸付金の貸付けによる支
出 

  △22,586 △3,705 

11 貸付金の回収による収入   39,336 64,392 

12 連結範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支
出 

  △17,342 ― 

13 その他の投資による支出   △113,409 △100,042 

14 その他の投資による収入   27,388 5,665 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △118,966 318,853 

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(△) 

  △160,460 195,425 

２ 長期借入れによる収入   510,000 200,000 

３ 長期借入金の返済による
支出 

  △304,625 △324,700 

 ４ 社債の発行による収入   ― 300,000 

５ 株式の発行による収入   9,357 8,963 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  54,272 379,688 

 



    
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（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） 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

  2,730 6,411 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

  91,872 1,072,552 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

  991,486 1,083,358 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

  1,083,358 2,155,911 

        



連結財務諸表作成のための基本となる事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18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  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 

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 

(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 

  株式会社オープンマジックは、平成

16年12月６日の株式取得に伴い当連結

会計年度より連結子会社となりまし

た。 

 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。 

 (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 ３社 

主要な関連会社の名称 

デザインエクスチェンジ株式会社 

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 

  なお、当連結会計年度において、株

式会社リーディング・エッジ社につい

ては、平成17年１月27日の株式取得に

より関連会社となったため、当連結会

計年度より持分法適用の関連会社に含

めております。 

 また、デザインエクスチェンジ株式

会社については、平成16年６月４日に

全ての保有株式を売却したことから、

関連会社ではなくなったため、当連結

会計年度より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

（有限会社ワーカービー）は、持分法

の対象から除いても連結財務諸表に及

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。 

(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。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 (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 

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、株式会社メディカ

ル・プリンシプル社の決算日は６月30

日、株式会社オープンマジックの決算日

は10月31日、株式会社Ｃ＆Ｒ総研の決算

日は２月末日、その他の４社は12月31日

であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、株

式会社メディカル・プリンシプル社、株

式会社オープンマジックについては、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用し、その他の４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

要な調整を行っております。 

 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ＡＳ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。 

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 

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 

同左 

 時価のないもの 

総平均法による原価法 

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。 

 (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 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 (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 

(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 

(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 

(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。 

 (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（５年間）による定額法を採用して

おります。 

(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。 

(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。 

────── 

  

  

────── 

(イ)新株発行費 

同左 

  

(ロ)社債発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(ハ)創立費 

 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 

 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 

 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。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 （追加情報） 

 当社は、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。 

（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

っており、ヘッジ対象の識別は個別契

約毎に行っております。 

(ハ)ヘッジ方針 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18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、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 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1) 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

間の均等償却を行っております。 

同左 

８ 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。 

同左 

９ 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 



表示方法の変更 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

「ソフトウェア」は、従来、無形固定資産の「その他」

に含めて表示しておりましたが、資産の総額の百分の五

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「ソフトウェア」の金額

は171,983千円であります。 

────── 

  

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18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。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成18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） 177,805千円 投資有価証券（株式） 155,701千円

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式44,910株であ

ります。 

※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式225,460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 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18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 761,348千円

賞与引当金繰入額 2,982 

退職給付引当金繰入額 9,590 

保証履行引当金繰入額 31,579 

貸倒引当金繰入額 8,174 

地代家賃 204,578 

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 

※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※２ 固定資産売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） 293千円 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。 

建物及び構築物 4,461千円

有形固定資産（その他） 33,687 

有形固定資産（その他） 947千円

    

※４        ────── ※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 

※５ 特別損失のうち「その他」の内容は次のとおりで

あります。 

※５       ────── 

臨時償却費 2,880千円

持分変動損失 136 

 



（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16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18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17年２月28日) (平成18年２月28日) 

現金及び預金勘定 1,716,914千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
633,555 

現金及び現金同等物 1,083,358 

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 

２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

────── 

 株式の取得により新たに株式会社オープンマジック

を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内

訳並びに株式会社オープンマジック株式の取得価額と

株式会社オープンマジック取得のための支出(総額)と

の関係は次のとおりであります。 

  

流動資産 27,810千円

固定資産 32,720 

連結調整勘定 39,785 

流動負債 △43,060 

固定負債 △37,157 

少数株主持分 ─ 

株式会社オープンマジックの取

得価額 
20,100 

株式会社オープンマジックの現

金及び現金同等物 
△2,757 

差引：株式会社オープンマジッ

ク取得のための支出 
17,342 

 



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18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) 

34,820 55,098 89,919 

減価償却累計
額相当額 
(千円) 

7,288 8,333 15,621 

期末残高相当
額(千円) 

27,532 46,765 74,297 

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

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 17,402千円

１年超 57,952 

合計 75,354 

１年内 29,077千円

１年超 84,606 

合計 113,684 

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 13,345千円

減価償却費相当額 12,143 

支払利息相当額 1,962 

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 

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 

────── 

 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 



（有価証券関係） 

前連結会計年度(平成17年２月28日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３ 時価のない主な有価証券の内容 

  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 5,847 13,852 8,004 

(2) 債券 ─ ─ ─ 

① 国債・地方債等 ─ ─ ─ 

② 社債 ─ ─ ─ 

③ その他 ─ ─ ─ 

(3) その他 ─ ─ ─ 

小計 5,847 13,852 8,004 

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 9,850 △150 

(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 9,850 △150 

合計 15,847 23,702 7,854 

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円) 

278,596 196,240 43 

  連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券   

非上場株式 198,647 



当連結会計年度(平成18年２月28日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３ 時価のない主な有価証券の内容 

  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 

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 ― 

  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 



（デリバティブ取引関係） 

１ 取引の状況に関する事項 

  

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18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

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

ワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別

契約毎に行っております。 

  

  

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っ

ております。 

(5) 取引に係わるリスク管理体制 

同左 



２ 取引の時価等に関する事項 

（退職給付関係） 

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 

３ 退職給付費用及びその内訳 

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。 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（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。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、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。 

同左 

  
前連結会計年度 
(平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成18年２月28日) 

退職給付債務(千円) 49,323 52,889 

退職給付引当金(千円) 49,323 52,889 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

退職給付費用(千円) 9,590 12,602 

退職給付引当金繰入額(千円) 9,590 12,602 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
(平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成18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 14,974千円

未払事業所税損金不算入 4,344 

貸倒引当金損金算入超過額 20,392 

退職給付引当金超過額 16,763 

一括償却資産損金算入限度超過額 3,546 

投資有価証券評価損 8,489 

その他 11,726 

繰延税金資産合計 80,237 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △3,159 

繰延税金負債合計 △3,159 

繰延税金資産の純額 77,041 

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 

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 42.0％

(調整)   

持分法による投資損失 4.6 

関連会社株式売却益 41.3 

連結調整勘定の償却額 8.1 

未認識繰越欠損金額 7.2 

交際費等永久に損金算入されない

項目 
9.4 

住民税均等割等 2.9 

ＩＴ投資促進税制による税額控除 △12.3 

留保金課税 5.7 

税率変更による期末繰延税金資産

の減額修正 
2.9 

繰越欠損金の損金算入 △19.9 

評価性引当金 3.5 

その他 1.5 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
96.9 

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 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

 （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 625,742千円であり、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(2,211,424千円)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。 

  
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 8,953,607 107,181 65,794 9,126,582 ─ 9,126,582 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
16,158 13,320 ─ 29,478 (29,478) ─ 

計 8,969,765 120,501 65,794 9,156,061 (29,478) 9,126,582 

営業費用 8,054,533 113,420 168,614 8,336,569 596,263 8,932,832 

営業利益又は営業損失(△) 915,232 7,080 △102,820 819,492 (625,742) 193,750 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

資本的支出 
            

資産 2,455,324 123,022 50,162 2,628,509 2,211,424 4,839,934 

減価償却費 57,070 2,645 1,695 61,410 29,447 90,858 

資本的支出 163,689 7,521 5,754 176,966 28,224 205,190 



当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

 （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。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17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。 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17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。 

  
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 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 （注） 取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１) 第三者との取引価額に基づいて決定しております。 

当連結会計年度(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。 

 

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 
事業上 
の関係 

親会社 

㈱シー・

アンド・

アール 

東京都 

港区 
10,000 

有価証券

の運用・

管理 

（被所有）

直接37.1 

間接22.0 

兼任 

４名 

当社建物の

賃借、管理

事務の委託 

投資有価証券

の譲受 

175,200 

(注１) 

投資有価

証券 
175,200 

 



（１株当たり情報） 

 （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。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 61,046円32銭 12,827円75銭 

１株当たり当期純利益又は当期純損失

(△) 
△632円75銭 633円51銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  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。 

 当社は、平成16年10月20日付で普

通株式１株につき普通株式２株の割

合で株式分割を行いました。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 61,663円83銭 

１株当たり当期純損失 2,718円69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。 

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。 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損

失金額(△) 
    

当期純利益又は当期純損失(△） △28,359千円 142,592千円 

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又は当期純損

失(△) 
△28,359千円 142,592千円 

普通株式の期中平均株式数 44,820株 225,080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 ―株 2,717株 

（うち新株予約権） （―株） （2,717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 

―――――― ――――――  



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１ 株式分割  

 当社は、平成17年４月21日開催の当社取締役会において

株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしておりま

す。  

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 

(1) 平成17年８月31日（水曜日）最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式

数を１株に付き５株の割合をもって分割する。 

(2) 分割により増加する株式数 普通株式 179,760株 

(3) 配当起算日        平成17年９月１日  

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）の各数値はそれぞれ以下のとおり

であります。  

 ────── 

 （注）第14期及び第15期においては、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。 

前連結会計年度  

（自 平成15年３月１日 

 至 平成16年２月29日） 

 当連結会計年度 

（自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日） 

１株当たり純資
産 

 12,332.76円 １株当たり純資
産 

12,209.26円

１株当たり当期
純利益 543.73円

１株当たり当期
純利益  126.55円

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益 

 ―円
潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益 

 ―円

 

 ──────  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。 

 （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。 

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  



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

【借入金等明細表】 

 （注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであり

ます。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高

（千円） 

当期末残高

（千円） 

利率 

（％） 
担保 償還期限 

㈱メディカル・ 

プリンシプル社 

第１回 

無担保社債 

平成年月日 

17.７.25 
－ 100,000 0.4 無担保 

平成年月日 

20.７.25 

㈱メディカル・ 

プリンシプル社 

第２回 

無担保社債 
17.７.15 － 100,000 0.5 無担保 20.７.15 

㈱メディカル・ 

プリンシプル社 

第３回 

無担保社債 
17.９.１ － 100,000 0.7 無担保 20.９.１ 

合計 － － － 300,000 － － － 

１年以内 
（千円） 

１年超２年以内 
（千円） 

２年超３年以内 
（千円） 

３年超４年以内 
（千円） 

４年超５年以内 
（千円） 

－ － 300,000 － － 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

短期借入金 9,540 204,965 1.0 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 335,100 362,318 1.5 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) 431,532 279,614 1.5 平成19年～21年 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 776,172 846,897 ― ― 

区分 
１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内 
(千円) 

３年超４年以内 
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

長期借入金 209,832 51,446 18,336 ― 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

    
前事業年度 

(平成17年２月28日) 
当事業年度 

(平成18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     1,346,185     1,325,949   

２ 受取手形     29,473     23,800   

３ 売掛金     1,137,704     1,252,606   

４ 仕掛品      ―     86,730   

５ 貯蔵品     ―     1,305   

６ 前渡金     23,926     ―   

７ 前払費用     24,153     30,941   

８ 繰延税金資産     40,010     32,805   

９ 関係会社短期貸付金     53,000     100,250   

10 その他     39,649     65,153   

11 貸倒引当金     △8,749     △6,025   

流動資産合計     2,685,353 61.7   2,913,516 62.4 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産               

(1) 建物   48,594     49,525     

減価償却累計額   23,899 24,694   35,602 13,923   

(2) 器具備品   167,188     196,314     

減価償却累計額   116,568 50,620   137,797 58,517   

有形固定資産合計     75,315 1.7   72,441 1.6 

２ 無形固定資産               

(1) 商標権     214     1,945   

(2) ソフトウェア     231,576     272,787   

(3) ソフトウェア仮勘定     ―     62,050   

(4) 電話加入権     1,764     1,764   

無形固定資産合計     233,555 5.4   338,546 7.2 

３ 投資その他の資産               

(1) 投資有価証券     219,961     205,538   

(2) 関係会社株式     909,140     903,673   

(3) 出資金     94,642     1,600   

(4) 関係会社出資金     600     5,700   

(5) 長期貸付金     154,464     85,533   

(6) 関係会社長期貸付金     15,750     4,000   

(7) 破産・更生債権等     22,788     12,055   

(8) 長期前払費用     785     1,105   

(9) 繰延税金資産     164,900     99,713   

(10) 敷金保証金     150,601     236,679   

(11) その他     33,917     37,046   

(12) 貸倒引当金     △96,597     △83,514   

(13）投資損失引当金     △313,439     △164,422   

投資その他の資産合計     1,357,515 31.2   1,344,710 28.8 

固定資産合計     1,666,385 38.3   1,755,698 37.6 

資産合計     4,351,738 100.0   4,669,215 100.0 

                

 



    
前事業年度 

(平成17年２月28日) 
当事業年度 

(平成18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     540,755     735,637   

２ 短期借入金     ―     200,000   

３ １年内返済予定長期借
入金 

    225,800     254,800   

４ 未払金     92,992     83,993   

５ 未払費用     34,747     56,177   

６ 未払法人税等     159,538     153   

７ 未払消費税等     87,535     93,183   

８ 前受金     3,176     4,653   

９ 預り金     37,384     36,519   

10 その他     2,706     2,722   

流動負債合計     1,184,636 27.2   1,467,841 31.5 

Ⅱ 固定負債               

１ 長期借入金     229,800     150,000   

２ 退職給付引当金     45,826     44,766   

３ 預り保証金     3,040     3,040   

固定負債合計     278,666 6.4   197,806 4.2 

負債合計     1,463,302 33.6   1,665,647 35.7 

                

（資本の部）               

Ⅰ 資本金 ※１   1,024,128 23.6   1,028,610 22.0 

Ⅱ 資本剰余金               

１ 資本準備金     259,541     264,022   

２ その他資本剰余金               

(1) 資本準備金減少差益   1,603,677 1,603,677   1,603,677 1,603,677   

資本剰余金合計     1,863,218 42.8   1,867,700 40.0 

Ⅲ 利益剰余金               

１ 当期未処分利益又は当
期未処理損失(△） 

    △3,042     105,845   

利益剰余金合計     △3,042 △0.1   105,845 2.3 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

    4,131 0.1   1,411 0.0 

資本合計     2,888,436 66.4   3,003,567 64.3 

負債資本合計     4,351,738 100.0   4,669,215 100.0 

                



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（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) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  8,057,715 100.0 9,826,349 100.0 

Ⅱ 売上原価  6,138,457 76.2 7,561,324 76.9

売上総利益  1,919,257 23.8 2,265,025 23.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,750,283 21.7 2,002,744 20.4

営業利益  168,974 2.1 262,280 2.7

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息配当金  7,049 8,008   

２ 投資有価証券売却益  196,240 14,562   

３ その他  4,102 207,392 2.6 4,446 27,018 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  10,643 8,829   

２ 貸倒引当金繰入額  42,550 ―   

 ３ 新株発行費  ― 4,876   

 ４ 投資事業組合投資損失  ― 6,274   

５ その他  3,462 56,657 0.7 1,631 21,612 0.2

経常利益  319,710 4.0 267,686 2.7

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益  11,608 9,540   

２ 関係会社株式売却益  290,400 302,008 3.8 ― 9,540 0.1

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※２ 293 182   

２ 固定資産除却損 ※３ 34,456 263   

３ 投資有価証券評価損  147,545 44,607   

４ 投資損失引当金繰入額  313,439 2,382   

５ 子会社整理損  ― 8,067   

６ 臨時償却費   ― 495,734 6.2 12,220 67,723 0.7

税引前当期純利益  125,984 1.6 209,503 2.1

法人税、住民税及び事
業税 

 159,711 26,359   

法人税等調整額  △82,469 77,242 1.0 74,257 100,616 1.0

当期純利益  48,742 0.6 108,887 1.1

前期繰越損失  51,784 3,042 

当期未処分利益又は当
期未処理損失(△） 

 △3,042 105,845 

     



売上原価明細書 

   
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（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) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 期首仕掛品棚卸高  ― ― ― ―

Ⅱ 業務委託費  2,707,465 44.1 3,144,643 41.6

Ⅲ 労務費  3,380,096 55.1 4,405,587 58.3

Ⅳ 経費  50,895 0.8 97,823 1.3

Ⅴ 期末仕掛品棚卸高  ― ― △86,730 △1.2

売上原価  6,138,457 100.0 7,561,324 100.0 



③【利益処分計算書及び損失処理計算書】 

 （注） 日付は株主総会承認日です。 

   
前事業年度 

(平成17年５月25日) 
当事業年度 

(平成18年５月25日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

（当期未処分利益の処分又は
当期未処理損失の処理） 

  

Ⅰ 当期未処分利益又は当期
未処理損失(△） 

 △3,042  105,845

Ⅱ 利益処分額又は損失処理
額(△） 

   

１．配当金  ─ ─ 22,546 22,546

Ⅲ 次期繰越利益又は次期繰
越損失(△） 

 △3,042  83,299

    



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は総平均法によ

り算定） 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

 総平均法による原価法 

 なお、投資事業組合（投資事業有

限責任組合含む）への出資金に係る

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。 

２ デリバティブ取引により

生じる正味の債権及び債

務の評価基準及び評価方

法 

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。） 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

────── 

  

仕掛品 個別法による原価法 

貯蔵品 最終仕入原価原価法による 

    原価法 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物 ３～15年 

器具備品    ３～15年 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。  

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物 ３～15年 

器具備品    ３～15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。 

 (2) 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における見込利用可能

期間（５年）による定額法を採用して

おります。 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア（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）による定額法を採用

しております。 

 (3) 長期前払費用 

 均等償却によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理しており

ます。 

新株発行費 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 投資損失引当金 

 子会社株式及び関連会社株式の実質

価値の低下による損失に備えて、その

財政状態等を勘案して必要と認められ

る額を計上しております。 

(2) 投資損失引当金 

同左 

 (3）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

(3）賞与引当金 

同左 

 （追加情報） 

 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、当事業年度における支給見込

はありません。 

  

 (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

期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。 

(4）退職給付引当金 

同左 

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 (1) 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。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) 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) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) 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

っており、ヘッジ対象の識別は個別契

約毎に行っております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

  

  

(4) 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) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 



表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

────── （損益計算書） 

 前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示してお

りました「新株発行費」は、営業外費用の総額の100分の

10を超えたため、区分掲記しております。 

 なお、前事業年度末における「新株発行費」の金額は

1,395千円であります。 



追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18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

に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示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11,202千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、それぞれ

11,202千円減少しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年２月28日） 

当事業年度 
（平成18年２月28日） 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 ※１ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 89,440株

発行済株式総数 普通株式 44,910株

授権株式数 普通株式 447.200株

発行済株式総数 普通株式 225,460株

 ２ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号の規定により、配当に

充当することが制限されている金額は4,131千円であ

ります。 

 ２ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号の規定により、配当に

充当することが制限されている金額は1,411千円であ

ります。 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

のおおよその割合は51％であり、一般管理費に属

する費用のおおよその割合は49％であります。販

売費及び一般管理費の主要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販売費に属する費用

のおおよその割合は59％であり、一般管理費に属

する費用のおおよその割合は41％であります。販

売費及び一般管理費の主要費目及び金額は次のと

おりであります。 

給料手当 517,468千円

雑給 192,506 

法定福利費 96,774 

減価償却費 48,744 

地代家賃 156,385 

手数料 132,297 

貸倒引当金繰入額 8,144 

給料手当 566,473千円

雑給 248,860 

法定福利費 126,340 

減価償却費 78,333 

地代家賃 153,302 

手数料 155,490 

貸倒引当金繰入額 4,129 

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

器具備品 293千円 器具備品 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。 

建物 768千円

器具備品 485 

ソフトウェア 33,202 

器具備品  263千円



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18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） 

12,084 423 12,507 

減価償却累計
額相当額（千
円） 

1,266 42 1,308 

期末残高相当
額（千円） 

10,817 380 11,198 

器具備品 その他 計 

取得価額相当
額（千円） 

16,854 423 17,277

減価償却累計
額相当額（千
円） 

4,268 126 4,395

期末残高相当
額（千円） 

12,585 296 12,881

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年以内 2,265千円

１年超 9,033 

合計 11,298 

１年以内 3,283千円

１年超 9,804 

合計 13,087 

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 1,401千円

減価償却費相当額 1,308 

支払利息相当額 192 

支払リース料 3,272千円

減価償却費相当額 3,087 

支払利息相当額 291 

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 

 ────── 

 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 



（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年２月28日） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当事業年度（自平成16年３月１日 至平成17年２月28日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

当事業年度（平成18年２月28日） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当事業年度（自平成17年３月１日 至平成18年２月28日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成17年２月28日） 

当事業年度 
（平成18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 14,974千円

未払事業所税損金不算入 4,344  

貸倒引当金損金算入超過額 20,392  

退職給付引当金超過額 16,763  

一括償却資産損金算入限度超過額 3,546  

投資有価証券評価損 8,489  

投資損失引当金 127,507  

その他 11,726  

繰延税金資産合計 207,744  

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △2,833  

繰延税金負債合計 △2,833  

繰延税金資産の純額 204,911  

繰延税金資産     

未払事業所税損金不算入 5,385千円

貸倒引当金損金算入超過額 23,605  

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  

投資損失引当金 56,766  

その他 20,094  

繰延税金資産合計 134,644  

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 132,519  

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 42.0％ 

（調整）    

交際費等永久に損金算入されない

項目 
16.3  

住民税均等割等 3.2  

ＩＴ投資促進税制による税額控除 △21.2  

留保金課税 9.8  

税率変更による期末繰延税金資産

の減額修正 
4.9  

評価性引当額 5.9  

その他 0.4  

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
61.3  

法定実効税率 40.7％ 

（調整）    

交際費等永久に損金算入されない

項目 
6.0  

住民税均等割等 2.1  

ＩＴ投資促進税制による税額控除 △2.1  

評価性引当額 1.4  

その他 △0.1  

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
48.0  



（１株当たり情報） 

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

す。 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１株当たり純資産額 64,316円11銭 13,321円95銭 

１株当たり当期純利益 1,087円51銭 483円77銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
1,081円26銭 478円00銭 

  当社は、平成16年10月20日付で普通

株式１株につき普通株式２株の割合

で株式分割を行いました。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。 

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 63,192円42銭

１株当たり当期純利

益 
1,891円72銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
1,886円40銭

１株当たり純資産額 12,863円22銭

１株当たり当期純利

益 
217円50銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
216円25銭

  
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益 48,742千円 108,887千円 

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 48,742千円 108,887千円 

普通株式の期中平均株式数 44,820株 225,080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 259株 2,717株 

（うち新株予約権） （259株） （2,717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 

新株予約権の目的

となる株式の数 
864株 ────── 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１ 株式分割  

 当社は、平成17年４月21日開催の当社取締役会において

株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしておりま

す。  

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。 

(1) 平成17年８月31日（水曜日）最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式

数を１株に付き５株の割合をもって分割する。 

(2) 分割により増加する株式数 普通株式 179,760株 

(3) 配当起算日        平成17年９月１日  

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）の各数値はそれぞれ以下のとおり

であります。  

 ────── 

前事業年度  

（自 平成15年３月１日 

 至 平成16年２月29日） 

 当事業年度 

（自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日） 

１株当たり純資
産 

 12,638.48円 １株当たり純資
産 

12,863.22円

１株当たり当期
純利益  378.34円

１株当たり当期
純利益  217.50円

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益 

 377.28円
潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益 

 216.25円

 

 ──────  １ 本店移転 

 当社は、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。 

 （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。 

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  



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額（千円） 

(投資有価証券)     

その他 

有価証券 

㈱コーデックス 1,050 48,000 

シリコンスタジオ㈱ 230 19,000 

ジェット証券㈱ 50 11,500 

㈱アイ・シー・エージェンシー 100 10,000 

㈱サウザー 10 9,000 

㈱ギャガ・クロスメディア・マーケティング 160 7,604 

㈱ミルキーカートゥーン 100 6,028 

新潟精密㈱ 10,000 2,009 

ポリゴンマジック㈱ 10 1,993 

テレビ東京ブロードバンド㈱ 1 1,280 

その他（8銘柄） 201,258 1,297 

計 212,969 117,712 

銘柄 投資口数 貸借対照表計上額（千円） 

(投資有価証券)     

その他 

有価証券 

投資事業有限責任組合第２東京マルチメディアフ

ァンド 
2 87,826 

計 2 87,826 



【有形固定資産等明細表】 

 （注） 当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。 

資産の種類 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円)(注) 

当期減少額 
(千円)(注) 

当期末残高 
(千円) 

当期末減価 
償却累計額 
又は償却 
累計額(千円) 

当期償却額 
(千円) 

差引当期末 
残高 
(千円) 

有形固定資産               

建物 48,594 931 ― 49,525 35,602 11,702 13,923 

器具備品 167,188 33,877 4,751 196,314 137,797 21,228 58,517 

有形固定資産計 215,782 34,809 4,751 245,840 173,399 32,931 72,441 

無形固定資産               

商標権 234 1,903 ― 2,137 191 172 1,945 

ソフトウェア 311,285 114,269 ― 425,554 152,767 73,058 272,787 

ソフトウェア仮勘定 ― 155,712 93,662 62,050 ― ― 62,050 

電話加入権 1,764 ― ― 1,764 ― ― 1,764 

無形固定資産計 233,555 271,884 93,662 411,777 73,230 73,230 338,546 

長期前払費用 2,760 1,636 1,116 3,280 2,174 200 1,105 

繰延資産               

新株発行費 ― 4,876 4,876 ― ― ― ― 

繰延資産計 ― 4,876 4,876 ― ― ― ― 

(増加) 器具備品 制作支援システムサーバー設備 19,197千円

  ソフトウェア 制作支援システム構築  81,255千円

    ポータルサイト構築 19,141千円

  ソフトウェア仮勘定 制作支援システム構築 128,658千円

    ポータルサイト構築 19,141千円

(減少) ソフトウェア仮勘定  ソフトウェア勘定への振替 93,662千円



【資本金等明細表】 

 （注) １ 普通株式数の当期増加数は、平成17年３月１日から平成17年10月19日までの間に新株予約権の行使により、

発行済株式総数が140株増加しております。 

平成17年４月21日の取締役会決議により、平成17年10月20日付で１株を５株に株式分割いたしました。これ

により株式数は180,200株増加し、発行済株式総数は225,250株となっております。 

また、平成17年10月21日から平成18年２月28日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が210

株増加しております。 

２ 新株予約権の行使による増加であります。 

【引当金明細表】 

 （注） 当期減少額の「その他」15,565千円は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金 (千円) 1,024,128 4,481 ─ 1,028,610 

資本金のうち 

既発行株式 

普通株式(注)１ (株) (44,910) (180,550) (      ─) (225,460) 

普通株式(注)２ (千円) 1,024,128 4,481       ─ 1,028,610 

計 (株) (44,910) (180,550) (      ─) (225,460) 

計 (千円) 1,024,128 4,481 ─ 1,028,610 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

資本準備金 

(注)２ 
          

株式払込剰余金 (千円) 259,541 4,481 ─ 264,022 

その他資本剰余金           

資本準備金減少差益 (千円) 1,603,677 ─ ─ 1,603,677 

計 (千円) 1,863,218 4,481 ─ 1,867,700 

利益準備金及

び任意積立金 

─ (千円) ─ ─ ─ ─ 

計 (千円) ─ ─ ─ ─ 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金(注) 105,347 10,154 10,396 15,565 89,539 

投資損失引当金 313,439 6,735 155,752 ― 164,422 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

①流動資産 

１) 現金及び預金 

２) 受取手形 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）期日別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 367 

預金の種類   

当座預金 9,368 

普通預金 1,316,214 

小計 1,325,582 

合計 1,325,949 

相手先 金額（千円） 

㈱ナムコ 23,800 

合計 23,800 

期日別 金額（千円） 

平成18年３月 8,900 

平成18年４月 8,300 

平成18年５月 6,600 

合計 23,800 



３) 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

４）仕掛品 

５)貯蔵品 

相手先 金額（千円） 

㈱リクルートメディアコミュニケーションズ 87,354 

独立企業法人 中小企業基盤整備機構 69,369 

㈱エニシル 61,114 

㈱カウネット 39,388 

㈱リクルート 37,251 

その他 958,128 

合計 1,252,606 

前期繰越高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

次期繰越高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

1,137,704 10,317,488 10,202,587 1,252,606 89.1％ 42.3日 

区分 金額（千円） 

請負業務に係る仕掛品 86,730 

合計 86,730 

 品名 金額（千円） 

販促物貯蔵品 548 

切手・収入印紙等 148 

ＪＲ乗車券（回数券） 39 

その他 569 

 合計 1,305 



②固定資産 

１) 関係会社株式 

２)敷金保証金 

銘柄 金額（千円） 

子会社株式   

CREEK & RIVER KOREA Co., Ltd. 117,339 

㈱ティー・オー・ピー 44,000 

CREEK & RIVER AMERICA Inc. 4,590 

㈱メディカル・プリンシプル社 485,133 

㈱Ｃ＆Ｒ総研 10,000 

㈱オープンマジック 20,100 

関連会社株式   

CREEK & RIVER TAIWAN Co., Ltd. 47,311 

㈱リーディング・エッジ社 175,200 

合計 903,673 

    

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 137,912 

住友不動産株式会社 86,049 

ティーケイ興産株式会社 12,115 

その他 603 

  236,679 



③流動負債 

１) 営業未払金 

２) 短期借入金 

３) １年内返済長期借入金 

④固定負債 

１) 長期借入金 

(3）【その他】 

該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

個人 436,323 

大日本印刷㈱ 132,302 

㈱エー・ティー・エー 32,032 

真生印刷㈱ 22,043 

㈱創美社 9,024 

㈲永瀬事務所 6,266 

その他 97,645 

合計 735,637 

借入先 金額（千円） 

㈱みずほ銀行 100,000 

㈱横浜銀行 100,000 

合計 200,000 

借入先 金額（千円） 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 154,800 

日本生命保険相互会社 100,000 

合計 254,800 

借入先 金額（千円） 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 75,000 

日本生命保険相互会社 75,000 

合計 150,000 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

 （注）１ 当社は、端株制度の適用を受けておりますが、現在端株は生じておりません。 

また、当社定款の定めにより、端株主は、利益配当金及び中間配当金を受ける権利並びに新株、転換社債及

び新株引受権付社債の引受権を有しております。なお、端株主の利益配当金及び中間配当金に関する基準日

は上記のとおりであります。 

２ 平成18年５月25日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当会社の公告の方法は、電子公告と

する。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞

に掲載する。」旨定款に定めている。     

なお、公告掲載場所は当社ホームページ(http://www.cri.co.jp)である 

決算期 ２月末日 

定時株主総会 ５月中 

基準日 ２月末日 

株券の種類 100株券、50株券、10株券、５株券、１株券 

中間配当基準日 ８月31日 

１単元の株式数 ─ 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株券の買取り   

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞（注）２ 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和48年大蔵省令第５号）第三号様式 記載上の注意(49)ｅに

規定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

(第15期) 

自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日 
 

平成17年５月27日 

関東財務局長に提出。 

(2) 半期報告書 (第16期中) 自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日 
 

平成17年11月28日 

関東財務局長に提出。 

(3) 臨時報告書 証券取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定

に基づくもの 

 
平成17年12月26日 

関東財務局長に提出。 

(4) 有価証券届出書 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項

第２号の２（新株予約権の発行）の規定に基づく

もの 

 
平成18年５月９日 

関東財務局長に提出。 

 (5) 訂正届出書 上記 (4) の有価証券届出書の訂正届出書 
 

平成18年５月11日 

関東財務局長に提出。 

 (6) 訂正届出書 上記(4）有価証券届出書の及び(5）訂正届出書の

訂正届出書 
 

平成18年５月23日 

関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１７年５月２６日

株式会社クリーク・アンド・リバー社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社クリーク・

アンド・リバー社の平成１６年３月１日から平成１７年２月２８日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社クリー

ク・アンド・リバー社及び連結子会社の平成１７年２月２８日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 安   義 利 

      

  関与社員 公認会計士 花 岡 克 典 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年５月２６日

株式会社クリーク・アンド・リバー社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社クリーク・

アンド・リバー社の平成１７年３月１日から平成１８年２月２８日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社クリー

ク・アンド・リバー社及び連結子会社の平成１８年２月２８日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 安   義 利 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 花 岡 克 典 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１７年５月２６日

株式会社クリーク・アンド・リバー社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社クリーク・

アンド・リバー社の平成１６年３月１日から平成１７年２月２８日までの第１５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社クリーク・

アンド・リバー社の平成１７年２月２８日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 安   義 利 

      

  関与社員 公認会計士 花 岡 克 典 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年５月２６日

株式会社クリーク・アンド・リバー社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社クリーク・

アンド・リバー社の平成１７年３月１日から平成１８年２月２８日までの第１６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社クリーク・

アンド・リバー社の平成１８年２月２８日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 安   義 利 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 花 岡 克 典 
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