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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）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期中、第11期中及び第９期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、希薄化効

果を有する潜在株式がないため記載しておりません。 

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

会計期間 

自 平成15年 
10月１日 

至 平成16年 
３月31日 

自 平成16年 
10月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
10月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成15年 
10月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成16年 
10月１日 

至 平成17年 
９月30日 

売上高 (千円) 1,519,416 3,444,846 2,851,875 3,304,594 6,290,941 

経常利益 (千円) 264,630 525,534 572,782 505,565 1,141,775 

中間（当期）純利益 (千円) 365,844 604,622 546,423 589,994 1,241,849 

純資産額 (千円) 2,503,446 5,027,362 6,200,211 2,727,596 5,664,588 

総資産額 (千円) 3,809,106 5,790,971 6,910,060 3,331,545 6,453,912 

１株当たり純資産額 (円) 243,810.52 422,467.44 521,026.22 265,640.53 476,015.86 

１株当たり中間（当期）純

利益 
(円) 35,629.54 54,294.44 45,917.92 57,459.55 107,808.76 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
(円) ― 52,167.64 ― ― 105,734.28 

自己資本比率 (％) 65.7 86.8 89.7 81.9 87.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) 412,960 175,674 488,964 673,064 910,712 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △21,453 △95,268 118,211 △27,321 27,848 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) ― 1,686,705 △10,800 ― 1,686,705 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
(千円) 2,332,822 4,354,142 5,808,645 2,587,059 5,212,252 

従業員数 

(ほか、平均臨時雇用者数) 
(名) 

42 

(12)

65 

(19)

80 

(35)

30 

(17)

86 

(23)



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期中、第11期中及び第９期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、希薄化効

果を有する潜在株式がないため記載しておりません。 

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

会計期間 

自 平成15年 
10月１日 

至 平成16年 
３月31日 

自 平成16年 
10月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
10月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成15年 
10月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成16年 
10月１日 

至 平成17年 
９月30日 

売上高 (千円) 1,515,321 1,408,401 690,083 3,293,824 1,974,705 

経常利益 (千円) 271,187 125,295 449,404 507,209 286,772 

中間(当期)純利益 (千円) 372,436 124,690 533,703 591,708 550,575 

資本金 (千円) 566,685 1,410,038 1,410,038 566,685 1,410,038 

発行済株式総数 (株) 10,268 11,900 11,900 10,268 11,900 

純資産額 (千円) 2,510,038 4,549,144 5,508,732 2,729,311 4,975,029 

総資産額 (千円) 3,813,231 4,733,229 5,635,505 3,332,279 5,087,632 

１株当たり純資産額 (円) 244,452.55 382,281.03 462,918.69 265,807.47 418,069.67 

１株当たり中間 

（当期）純利益 
(円) 36,271.56 11,197.07 44,849.03 57,626.48 47,797.15 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
(円) ― 10,758.46 ― ― 46,877.42 

１株当たり中間 

（年間）配当額 
(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 65.8 96.1 97.8 81.9 97.8 

従業員数 

(ほか、平均臨時雇用者数) 
(名) 

42 

(12)

25 

(19)

36 

(33)

30 

(17)

27 

(22)



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外部への出向者は除き、グループ外からの出向者を含

む。）であります。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間における平均雇用人員であります。 

３ 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間における平均雇用人員であります。 

３ 従業員数が前事業年度末に比べ９名増加しておりますが、この主な理由は、連結子会社より間接部門を請け

負い管理体制の集中を行ったことによるものであります。  

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

メディア広告事業 59 （31） 

サーバー事業 1 （－） 

全社（共通） 20 （ 4） 

合計 80 （35） 

  平成18年３月31日現在

従業員数（名） 36 （33） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間（平成17年10月１日～平成18年３月31日）における我が国の経済は、原油高に伴う素材価格

高騰に懸念はあるものの、企業収益力の改善を背景に、個人消費や雇用環境改善の動きにより、緩やかな回復傾向

が継続すると予想されます。 

 当社グループが属するインターネット市場につきましても、ブロードバンドサービスの普及や携帯電話への定額

料金制の導入等により、インターネット人口及びネット接続時間の拡大傾向は続いており、インターネット広告市

場やEコマース市場は、引き続き高い成長性を維持するものと思われます。 

 このような環境の中、当社グループは、サーバー事業による収益の安定化を目指すと共に、自社媒体（e-まちタ

ウン）をはじめとしたメディア広告事業へ経営資源を注力してまいりました。当中間連結会計期間における各事業

の概況は以下のとおりです。 

 「メディア広告事業」におきましては、主力事業を目指す自社媒体(e-まちタウン)のメディア価値を向上させる

目的として、利便性の高い豊富なコンテンツを保有する企業との事業提携により、全国ホテル予約、全国タクシー

情報検索サービス、「桜の名所100選」や「全国キャンプ場ガイド」といった季節のおでかけ情報の提供など、引

き続きコンテンツ・サービスの拡充を行ってまいりました。地域に特化した情報の密度を高め、且つ鮮度を向上さ

せると共に、ユーザー同士の情報交換を活性化させる仕組み作りを積極的に行い、ユーザー数及び総PV数の増加に

努めてまいりました。また、2005年11月にはauの公式コンテンツにも認定される等、使いやすさで定評のあるモバ

イル版サービスの拡充も行ってまいりました。これらの結果、2006年3月の総PVは2,370万PVとなりました。株式会

社ファイブエニーは、自社が運営するモバイルメディア（主力媒体名：「colomo(コロモ)」等）のコンテンツ内容

の充実を行い、会員数の増加に努めると共に、メディアレップとして自社媒体の広告枠だけではなく、他社媒体の

広告枠も取扱うことで市場のニーズに迅速に対応してまいりました。株式会社ファーストチャージは、広告代理店

として株式会社ファイブエニーと連携を取りながら、広告クライアントが満足する広告枠の提案及び販売を行って

まいりました。さらに、今後の営業力の強化と拡大を目的として、引き続き人員の増加を行ってまいりました。以

上の結果、当中間連結会計期間におけるメディア広告事業の売上高は2,428百万円（前年同期比：17.2％増）、営

業利益は328百万円（前年同期比：74.5％増）となりました。 

 「サーバー事業」においては、主力商品「デスクウイング」のメールサーバーの増築や迷惑メール対策等を実施

し顧客満足度の向上を目指すことでより強固で継続的な取引関係の構築に努めてまいりました。また、同商品への

新規加入の促進にも努めましたが、顧客数は漸減し、当中間連結会計期間末時点で4,953件（平成17年12月31日時

点：5,189件）となり、解約率は約1.6％前後（前年同期：約1.5％台）と、低い解約率を維持しました。以上の結

果、当中間連結会計期間におけるサーバー事業の売上高は421百万円（前年同期比：14.4％減）、営業利益は276百

万円（前年同期比：13.9％減）となりました。  

 以上の事業活動を行った結果、当中間連結会計期間における当社グループの売上高は2,851百万円（前年同期

比：17.2％減）、営業利益555百万円（前年同期比：29.5％増）、経常利益572百万円（前年同期比：9.0％増）、

中間純利益546百万円（前年同期比：9.6％減）となりました。 

単体における当中間会計期間の売上高は690百万円（前年同期比：51.0％減）、営業利益243百万円（前年同期比：

71.8％増）、経常利益449百万円（前年同期比：258.7％増）、中間純利益533百万円（前年同期比：328.0％増）と

なりました。 



(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、期首残高に比べ596百万円

増加し、5,808百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果、資金は488百万円（前年同期比313百万円増）となりました。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、資金は118百万円（前年同期比213百万円増）となりました。これは主に、前連結会計年度に

おいて実施した商品販売事業譲渡代金の回収による収入166百万円、子会社株式追加取得による支出32百万円に

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果、資金は△10百万円（前年同期比1,697百万円減）となりました。これは、連結子会社である

株式会社ファーストチャージにおいて実施した配当金の支出によるものであります。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社の業務は、インターネット総合サービスであり、生産は行っておりませんので、記載事項はありません。 

(2）受注実績 

 当社は受注生産を行っておりませんので、受注状況の記載事項はありません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 （注）１ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

  百万円 百万円 

営業活動によるキャッシュ・フロー 175 488 

投資活動によるキャッシュ・フロー △95 118 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,686 △10 

現金及び現金同等物の中間期末残高 4,354 5,808 

  （百万円）

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前年同期比（％） 

メディア広告事業 2,428 +17.2 

サーバー事業 421 △14.4 

その他事業 1 △41.1 

合計 2,851 △17.2 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

株式会社アイ・イーグループ 581 17 146 5 



３【対処すべき課題】 

 当社グループは、サーバー事業からメディア広告事業へ中核事業をシフトする経営戦略を推進しております。今

後は、メディア広告事業による継続的な成長を目指せる経営基盤を構築してまいります。各事業の施策は以下のと

おりです。 

 

＜メディア広告事業＞ 

 当社では、地域に密着した情報をエンドユーザーに提供する自社メディア「媒体名：ｅ-まちタウン」のコンテ

ンツ・サービスの内容を充実させることで媒体価値を高めてまいります。さらに、各地域の密着情報等を提供する

自社メディア及び店舗並びに紙媒体などを、当社の親会社及びその関係会社等と共に運営及び管理し、各メディア

をミックスさせて事業展開してまいります。今後、当該事業による継続的な成長を目指せる経営基盤を構築してま

いります。 

 株式会社ファイブエニーでは、自社が運営するモバイルメディアの利用者及び会員数の増加に努めると共に、新

しい自社運営モバイルメディアを市場に投入できるように努めてまいります。さらに、モバイルを中心としたメデ

ィアレップとして他社メディアの広告枠も取り扱うことで、市場のニーズに沿える商品を取り揃えてまいります。

 株式会社ファーストチャージでは、株式会社ファイブエニーと連携を取り、取扱媒体社数や取扱商品数等を増や

すことで、クライアントのニーズに対して迅速に対応できるように目指してまいります。さらに今後、営業体制を

強化する目的で、人員の増加及び人材教育の強化等も行ってまいります。 

 

＜サーバー事業＞ 

 今後も引き続き品質を重視したサービスを提供し顧客満足度を向上させることで、低い解約率を維持していき、

安定した収益の確保を目指してまいります。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更はありません。 

 また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 



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】 

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 40,996 

計 40,996 

種類 
中間会計期間末現在 
発行数（株） 

（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月23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 11,900 11,900 東京証券取引所マザーズ 

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 

計 11,900 11,900 ― ― 

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17年10月１日～ 

 平成18年３月31日 
－ 11,900 － 1,410,038 － 1,316,890 



(4）【大株主の状況】 

  平成18年３月31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（％） 

株式会社光通信 東京都豊島区南池袋１丁目16－15 8,369 70.33 

HTCパートナーズ, L.P.ジェネ

ラルパートナー 株式会社エイ

チ・ティ・シー 

（常任代理人 ㈱エイチ・テ

ィ・シー） 

C/O MAPLES AND CALDER. P. O. BOX309． 

GEORGE TOWN. GRAND CAYMAN 

（東京都豊島区南池袋1丁目16番15号） 

600 5.04 

バリエリッシュ フエラインス

バンク アーゲー カスタマ

ー アカウント  

（常任代理人 ㈱三菱東京UFJ

銀行） 

AM SEDERANGER 5,MUNICH,F.R.GERMANY 

 （東京都千代田区丸の内2丁目7-1） 
300 2.52 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社 
東京都港区浜松町2丁目11-3 108 0.91 

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜2丁目4-6 67 0.56 

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4 65 0.55 

石橋 一浩 千葉県船橋市 43 0.36 

株式会社コール・トゥ・ウェ

ブ 
東京都豊島区南池袋1丁目16-15 42 0.35 

塚田 雅夫 東京都新宿区 37 0.31 

浅野 敦子 岐阜県岐阜市 30 0.25 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社 
東京都中央区晴海1丁目8-11 30 0.25 

計 ― 9,691 81.44 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

該当事項はありません。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 株価は東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年３月31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  11,900 11,900 

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 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 11,900 ― ― 

総株主の議決権 ― 11,900 ― 

月別 平成17年10月 平成17年11月 平成17年12月 平成18年１月 平成18年２月 平成18年３月 

最高（円） 2,240,000 2,430,000 2,270,000 2,310,000 1,860,000 1,980,000 

最低（円） 1,930,000 1,950,000 1,970,000 1,610,000 1,130,000 1,590,000 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）については、「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３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）については、「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３項のた

だし書きにより、改正前の中間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、前中間連結会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日

まで）及び前中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）並びに当中間連結会計期間（平成17年10

月１日から平成18年３月31日まで）及び当中間会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の中間連結

財務諸表及び中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成17年９月30日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

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  4,554,142 5,808,645 5,212,252 

２ 売掛金  365,820 510,195 449,278 

３  たな卸資産  28,827 ― 294 

４ 繰延税金資産  207,244 216,684 262,851 

５ その他  274,828 65,404 286,785 

６ 貸倒引当金  △14,021 △8,580 △13,136 

流動資産合計  5,416,842 93.5 6,592,349 95.4 6,198,325 96.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１ 33,775 0.6 27,999 0.4 29,040 0.5

２ 無形固定資産    

  (1）連結調整勘定  6,809 ― ― 

  (2）その他  111,551 90,928 83,511 

 無形固定資産合計  118,360 2.1 90,928 1.3 83,511 1.3

３ 投資その他の資産    

  (1）その他  289,633 213,106 154,832 

  (2）貸倒引当金  △67,641 △14,323 △11,796 

 投資その他の資産合計  221,992 3.8 198,782 2.9 143,035 2.2

固定資産合計  374,128 6.5 317,711 4.6 255,587 4.0

資産合計  5,790,971 100.0 6,910,060 100.0 6,453,912 100.0

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  424,100 425,039 472,903 

２ 未払金  79,645 116,607 84,733 

３ 未払法人税等  21,598 55,688 45,173 

４ 賞与引当金  19,093 25,703 22,505 

５ その他  160,437 83,944 128,675 

流動負債合計  704,875 12.2 706,983 10.2 753,992 11.7

Ⅱ 固定負債    

１ 連結調整勘定  ― 2,864 5,170 

固定負債合計  ― ― 2,864 0.1 5,170 0.1

負債合計  704,875 12.2 709,848 10.3 759,162 11.8

     

（少数株主持分）    

  少数株主持分  58,733 1.0 ― ― 30,161 0.5

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  1,410,038 24.3 1,410,038 20.4 1,410,038 21.8

Ⅱ 資本剰余金  1,316,890 22.8 1,316,890 19.0 1,316,890 20.4

Ⅲ 利益剰余金  2,300,433 39.7 3,473,282 50.3 2,937,659 45.5

資本合計  5,027,362 86.8 6,200,211 89.7 5,664,588 87.7

負債、少数株主持分及び資本
合計 

 5,790,971 100.0 6,910,060 100.0 6,453,912 100.0

     



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     3,444,846 100.0 2,851,875 100.0   6,290,941 100.0

Ⅱ 売上原価     2,303,402 66.9 1,587,362 55.7   3,924,159 62.4

売上総利益     1,141,443 33.1 1,264,512 44.3   2,366,781 37.6

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

※１   712,340 20.7 708,732 24.8   1,305,898 20.7

営業利益     429,102 12.4 555,780 19.5   1,060,883 16.9

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   114   0 733   

２ 還付加算金   ―   2,101 ―   

３ 事業譲渡益   25,907   ― 19,491   

４ 持分法による投
資利益 

  77,997   13,825 75,440   

５ その他   12,179 116,198 3.4 1,377 17,304 0.6 13,940 109,605 1.7

Ⅴ 営業外費用           

１ 和解金   7,000   ― 7,000   

２ 新株発行費   10,126   ― 10,126   

３ その他   2,640 19,767 0.6 302 302 0.0 11,587 28,714 0.5

経常利益     525,534 15.2 572,782 20.1   1,141,775 18.1

Ⅵ 特別利益           

１ 商品販売事業譲
渡益 

  ―   ― 138,050   

２ 貸倒引当金戻入
額 

  15,112   3,370 21,612   

３ 子会社株式売却
益 

  14,215   ― 14,215   

４ 投資有価証券売
却益 

  ―   ― 2,131   

５ 債務整理益   ― 29,328 0.9 22,808 26,179 0.9 ― 176,009 2.8

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産除却損 ※２ ―   ― 53,076   

２ 固定資産売却損 ※３ ― ― ― ― ― ― 1,000 54,076 0.8

税金等調整前 
中間（当期）純
利益 

    554,862 16.1 598,961 21.0   1,263,707 20.1

法人税、住民税 
及び事業税 

  16,809   48,388 64,968   

法人税等調整額   △87,777 △70,967 △2.1 4,150 52,538 1.8 △75,623 △10,655 △0.1

少数株主利益     21,207 0.6 ― ―   32,513 0.5

中間（当期）純
利益 

    604,622 17.6 546,423 19.2   1,241,849 19.7

            



③【中間連結剰余金計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 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     465,101 1,316,890   465,101

Ⅱ 資本剰余金増加高       

１ 増資による新株式の発行     851,788 ―   851,788

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期
末）残高 

    1,316,890 1,316,890   1,316,890

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     1,695,810 2,937,659   1,695,810

Ⅱ 利益剰余金増加高       

１ 中間（当期）純利益     604,622 546,423   1,241,849

Ⅲ 利益剰余金減少高       

  １ 配当金     ― 10,800   ―

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高 

    2,300,433 3,473,282   2,937,659

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 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 税金等調整前中間（当期）純利益   554,862 598,961 1,263,707 

２ 減価償却費   15,242 11,015 29,667 

３ 連結調整勘定償却額   745 △150 1,502 

４ 貸倒引当金の増減額   10,568 △817 △21,488 

５ 賞与引当金の増減額   4,881 3,197 8,293 

６ 受取利息及び配当金   △114 0 △733 

７ 投資有価証券売却損益   ― ― △2,131 

８ 商品販売事業譲渡益   ― ― △138,050 

９ 持分法による投資損益   △77,997 △13,825 △75,440 

10 固定資産除売却損益   ― ― 54,076 

11 子会社株式売却損益    △14,215 ― △14,215 

12 売上債権の増減額   282,087 △62,252 198,629 

13 たな卸資産の増減額   6,723 ― 14,247 

14 仕入債務の増減額   △580,508 △47,864 △531,704 

15 その他   47,151 75,300 154,812 

小計   249,427 563,565 941,171 

16 利息及び配当金の受取額   216 0 846 

17 法人税等の支払額   △73,986 △94,355 △102,200 

18 法人税等の還付額   16 19,754 70,895 

営業活動によるキャッシュ・フロー   175,674 488,964 910,712 

 



    

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 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 定期預金の払戻しによる収入   ― ― 200,000 

２ 有形固定資産の取得による支出   △3,015 △395 △4,843 

３ 有形固定資産の売却による収入   ― ― 69 

４ 無形固定資産の取得による支出   △13,503 △12,500 △58,403 

５ 無形固定資産の売却による収入   ― ― 178 

６ 投資有価証券の売却による収入   ― ― 2,132 

７ 連結範囲の変更に伴う子会社株式取

得による収入 
  370,550 ― 370,550 

８ 子会社株式の取得による支出   △711,013 △32,317 △739,668 

９ 子会社株式の売却による収入   16,712 ― 16,712 

10 貸付金の払込による支出   ― ― △430,000 

11 貸付金の回収による収入   250,000 ― 680,000 

12 商品販売事業譲渡による収入   ― 166,287 ― 

13 その他   △5,000 △2,863 △8,880 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △95,268 118,211 27,848 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

１ 新株の発行による収入   1,686,705 ― 1,686,705 

２ 少数株主への配当金の支払額   ― △10,800 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー   1,686,705 △10,800 1,686,705 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △27 17 △73 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   1,767,083 596,393 2,625,193 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,587,059 5,212,252 2,587,059 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高 
※１ 4,354,142 5,808,645 5,212,252 

          



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１ 連結範囲に関する事項 (1）子会社は全て連結しておりま

す。 

(1）子会社は全て連結しておりま

す。 

(1）子会社は全て連結しておりま

す。 

  連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

 ㈱サイバージョイ 

 ㈱ファイブエニー 

 ㈱ファーストチャージ 

 ㈱シーク 

  

 ㈱ファイブエニー、㈱ファー

ストチャージ及び㈱シークは当

中間連結会計期間中において株

式を取得したことにより連結の

範囲に加えております。 

連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

 ㈱サイバージョイ 

 ㈱ファイブエニー 

 ㈱ファーストチャージ 

  ㈱シーク 

  

 ────── 

連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

 ㈱サイバージョイ 

 ㈱ファイブエニー 

 ㈱ファーストチャージ  

  ㈱シーク 

  

  ㈱ファイブエニー、㈱ファー

ストチャージ及び㈱シークは当

連結会計年度において株式を取

得したことにより連結の範囲に

加えております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の関連会社 1社 

  持分法適用会社の名称 

 ㈱ギャオ 

  

 ㈱ギャオは当中間連結会計期

間中において株式を取得したこ

とにより持分法適用の範囲に加

えております。 

(1）持分法適用の関連会社 1社 

  持分法適用会社の名称 

 ㈱ギャオ 

  

 ────── 

(1）持分法適用の関連会社 1社 

  持分法適用会社の名称 

 ㈱ギャオ 

  

 ㈱ギャオは当連結会計年度に

おいて株式を取得したことによ

り持分法適用の範囲に加えてお

ります。 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）に関する事項 

 連結子会社のうち、㈱ファイブ

エニー他２社の決算日は３月末日

でありますが、中間連結財務諸表

の作成にあたっては、個々の決算

日に基づく財務諸表を使用してお

ります。 

 連結子会社のうち、㈱ファイブ

エニー他２社の決算日が３月末日

であり、中間連結財務諸表の作成

にあたっては、決算日（３月末

日）での仮決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

 連結子会社のうち、㈱ファイブ

エニー他２社の中間決算日が９月

末日でありますが、連結決算日と

の差異が３ヶ月を越えないため、

連結財務諸表の作成にあたって

は、連結決算日に基づく財務諸表

を使用しております。 

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 

 ────── (1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ①有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

 総平均法による原価法 

  

  

  

  

①有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

 総平均法による原価法 

  ②たな卸資産 

商品 

 総平均法による原価法 

  

  

  

②たな卸資産 

商品 

 総平均法による原価法 

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ①有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

 建物        15年 

 工具器具及び備品３～８年 

①有形固定資産 

同   左 

①有形固定資産 

同   左 

  ②無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づ

いております。 

②無形固定資産 

同   左 

②無形固定資産 

同   左 

  (3）重要な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。 

 ────── 

  

  

(3）重要な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。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(4）重要な引当金の計上基準 

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

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同   左 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同   左 

  ②賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備え

て、支給見込額のうち当中間連

結会計期間に負担すべき額を計

上しております。 

②賞与引当金 

同   左 

②賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備え

て、支給見込額のうち当連結会

計年度に負担すべき額を計上し

ております。 

        

  (5）重要な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。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同   左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同   左 

  (6）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

  消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同   左 

消費税等の会計処理 

同   左 

  (7）連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しており

ます。 

(7）連結納税制度の適用 

同   左 

(7）連結納税制度の適用 

 当連結会計年度から連結納税

制度を適用しており、「連結納

税制度を適用する場合の税効果

会計に関する当面の取扱い（そ

の１）」（企業会計基準委員会 

平成14年10月９日）及び「連結

納税制度を適用する場合の税効

果会計に関する当面の取扱い

（その２）」（企業会計基準委

員会 平成15年２月６日）に基

づき、会計処理及び表示を行っ

ております。 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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 同   左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結中間会計期間 
（平成17年３月31日現在） 

当連結中間会計期間 
（平成18年３月31日現在） 

前連結会計年度 
（平成17年９月30日現在） 

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益に与え

る影響はありません。 

────── 



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（平成17年３月31日現在） 

当中間連結会計期間 

（平成18年３月31日現在） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

──────   営業活動によるキャッシュ・フローの「たな卸資産の増減額」

は、前中間連結会計期間において区分掲記しておりましたが、金

額的重要性に鑑み、「その他の営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」に含めて表示することとしました。なお、当中間連結会計期

間の「その他の営業活動によるキャッシュ・フロー」に含まれる

たな卸資産の増減額は△310千円であります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

前連結会計年度末 
（平成17年９月30日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

83,904千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     93,423千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

89,191千円 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち、主要な

費用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

費用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

費用及び金額は次のとおりであります。 

給与手当 165,696千円

役員報酬 24,457千円

販売手数料 146,478千円

支払手数料 127,424千円

貸倒引当金繰入額 5,500千円

賞与引当金繰入額 11,994千円

給与手当 203,601千円

役員報酬  18,768千円

販売手数料 216,920千円

支払手数料 85,192千円

貸倒引当金繰入額 2,613千円

賞与引当金繰入額 22,048千円

給与手当 342,346千円

役員報酬 41,884千円

販売手数料  275,220千円

支払手数料 210,484千円

貸倒引当金繰入額 5,450千円

賞与引当金繰入額 22,505千円

────── ────── ※２ 特別損失における固定資産除却損の内

訳は次のとおりであります。 

    電話加入権 40,971千円

ソフトウェア 12,105千円

合計 53,076千円

────── ────── ※３ 特別損失における固定資産売却損の内

訳は次のとおりであります。 

    ソフトウェア 1,000千円

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間会計期間末

残高と中間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中間会計期間末

残高と中間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 

現金及び預金勘定 4,554,142千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△200,000千円

現金及び現金同等物 4,354,142千円

現金及び預金勘定 5,808,645千円

現金及び現金同等物    5,808,645千円

現金及び預金勘定    5,212,252千円

現金及び現金同等物   5,212,252千円



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券 

       前中間連結会計期間末（平成17年３月31日現在）、当中間連結会計期間末（平成18年３月31日現在）及び前

      連結会計年度（平成17年９月30日現在） 

       該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成16年10月１日 至平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年10月１

日 至平成18年３月31日）及び前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 リース契約１件当たりのリース料総額が

300万円を超えるものがないため、記載を省

略しております。 

 同   左 同   左 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成16年10月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

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営業費用（77,460千円）の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。 

４ 当中間連結会計期間よりセグメントの名称を従来の「広告メディア事業」から「メディア広告事業」に 

変更しております。なお、名称変更に伴う区分の変更はありません。 

当中間連結会計期間（自平成17年10月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

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営業費用（49,720千円）の主なものは、当社の管理

部門に係る費用であります。 

  
メディア広告
事業 
（千円） 

サーバー事業
（千円） 

商品販売事業
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 2,072,910 492,643 877,204 2,088 3,444,846 － 3,444,846 

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － － － － － － 

計 2,072,910 492,643 877,204 2,088 3,444,846 － 3,444,846 

営業費用 1,884,836 171,401 880,782 1,262 2,938,283 77,460 3,015,743 

営業利益又は営業損失（△） 188,073 321,241 △3,578 826 506,563 (77,460) 429,102 

事業区分 主要製品・サービス 

メディア広告事業 インターネット媒体広告の販売等  

サーバー事業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウイング」） 

商品販売事業 パソコン及び各種周辺機器、ソフトウエアの企画・販売等 

その他 ウェブ作成、コンサルティング等 

  
メディア広告 
事業 
（千円） 

サーバー事業 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 2,428,873 421,772 1,229 2,851,875 ― 2,851,875 

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ― ― 

計 2,428,873 421,772 1,229 2,851,875 ― 2,851,875 

営業費用 2,100,692 145,094 587 2,246,374 49,720 2,296,094 

営業利益 328,180 276,678 642 605,501 (49,720) 555,780 

事業区分 主要製品・サービス 

メディア広告事業 インターネット媒体広告の販売等  

サーバー事業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウイング」） 

その他 ウェブ作成、コンサルティング等 



前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

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営業費用（148,733千円）の主なものは、親会社の

管理部門に係る費用であります。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成16年10月１日 至平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年10月

１日 至平成18年３月31日）及び前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自平成16年10月１日 至平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年10月

１日 至平成18年３月31日）及び前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  
メディア広告
事業 
（千円） 

サーバー事業
（千円） 

商品販売事業
（千円） 

その他 
（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               

(1）外部顧客に対する売上高 4,430,494 952,565 903,375 4,505 6,290,941 ― 6,290,941 

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― ― ― ― ― ― ― 

計 4,430,494 952,565 903,375 4,505 6,290,941 ― 6,290,941 

営業費用 3,842,653 339,083 896,929 2,658 5,081,324 148,733 5,230,057 

営業利益又は営業損失（△） 587,841 613,482 6,445 1,847 1,209,616 (148,733) 1,060,883 

事業区分 主要製品・サービス 

メディア広告事業 インターネット媒体広告の販売等 

サーバー事業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウイング」） 

商品販売事業 パソコン及び各種周辺機器、ソフトウェアの企画・販売等 

その他 ウェブ作成、コンサルティング等 



（１株当たり情報） 

 （注）１ １株当たり中間（当期）純利益金額は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。 

２ 当中間連結会計期間における潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有する潜

在株式がないため記載しておりません。 

３ １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額 422,467円44銭    521,026円22銭 476,015円86銭 

１株当たり中間（当期）純利益金額 54,294円44銭 45,917円92銭 107,808円76銭 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益

金額 
52,167円64銭 ― 105,734円28銭 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益 （千円） 604,622 546,423 1,241,849 

普通株主に帰属しない金額 （千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純利益 （千円） 604,622 546,423 1,241,849 

期中平均株式数 （株） 11,136 11,900 11,519 

          

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益金額 

      

普通株式増加数 （株） 453 ― 226 

（うち新株引受権） （株） (453) (―) (226)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

────── ────── ────── 

  



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

１．ストックオプションの付与について 

 当社は、平成17年12月22日開催の定時株主総会において、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、商法280条ノ21の規定

に基づきストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。 

 当該制度の内容は、以下の通りであります。  

（注） 新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く）に

おける東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とす

る。 

但し、当該金額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の最終価格）を下回る場合は、当該終値を

もって払込金額とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行なう場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により

行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

決議年月日 平成17年12月22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、従業員 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 360株を総株数の上限とする 

新株予約権の行使時の払込金額 （注） 

新株予約権の行使期間 新株予約権発行日より２年後から３年間 

新株予約権の行使の条件 

①対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役もしくは従業員の地

位を保有していることを要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約

に定める正当な理由がある場合はこの限りでない。 

②対象者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。 

③対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 

④その他の条件については、本総会取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新

株予約権付与契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×  
１ 

分割・合併の比率 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年３月31日現在） 
当中間会計期間末 

（平成18年３月31日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

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   3,739,931   4,601,396 3,808,764   

２ 売掛金   66,883   87,057 57,533   

３ たな卸資産   28,827   ― 294   

４ 繰延税金資産   93,587   196,875 211,375   

５ その他   46,913   148,752 231,393   

６ 貸倒引当金   △6,410   △4,821 △5,032   

流動資産合計     3,969,732 83.9 5,029,261 89.2   4,304,327 84.6

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１ 15,622   0.3 12,503 0.2 13,433   0.3

２ 無形固定資産   25,031   0.5 8,976 0.2 10,396   0.2

３ 投資その他の資産           

(1）関係会社株式   720,553   573,225 749,208   

(2）その他   51,635   11,538 10,267   

(3）貸倒引当金   △49,344   ― ―   

投資その他の資産
合計 

  722,843   15.3 584,763 10.4 759,475   14.9

固定資産合計     763,497 16.1 606,243 10.8   783,305 15.4

資産合計     4,733,229 100.0 5,635,505 100.0   5,087,632 100.0 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   90,675   38,587 43,664   

２ 未払金   38,143   51,803 38,174   

３ 未払法人税等   4,444   7,127 10,346   

４ 賞与引当金   7,028   10,577 7,348   

５ その他 ※２ 43,793   18,677 13,069   

流動負債合計     184,085 3.9 126,772 2.2   112,603 2.2

負債合計     184,085 3.9 126,772 2.2   112,603 2.2

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     1,410,038 29.8 1,410,038 25.0   1,410,038 27.7

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   1,316,890   1,316,890 1,316,890   

資本剰余金合計     1,316,890 27.8 1,316,890 23.4   1,316,890 25.9

Ⅲ 利益剰余金           

１ 中間（当期）未処
分利益 

  1,822,214   2,781,803 2,248,099   

利益剰余金合計     1,822,214 38.5 2,781,803 49.4   2,248,099 44.2

資本合計     4,549,144 96.1 5,508,732 97.8   4,975,029 97.8

負債資本合計     4,733,229 100.0 5,635,505 100.0   5,087,632 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度要約損益計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     1,408,401 100.0 690,083 100.0   1,974,705 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１   1,041,436 73.9 211,141 30.6   1,260,065 63.8

売上総利益     366,965 26.1 478,941 69.4   714,639 36.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   225,106 16.0 235,205 34.1   408,514 20.7

営業利益     141,858 10.1 243,736 35.3   306,124 15.5

Ⅳ 営業外収益 ※２   2,550 0.2 205,920 29.8   2,987 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※３   19,113 1.4 252 0.0   22,338 1.1

経常利益     125,295 8.9 449,404 65.1   286,772 14.5

Ⅵ 特別利益     ― ― ― ―   140,181 7.1

Ⅶ 特別損失     ― ― ― ―   12,105 0.6

税引前中間（当
期）純利益 

    125,295 8.9 449,404 65.1   414,848 21.0

法人税、住民税及
び事業税 

  605   △98,798 △17,938   

法人税等調整額   ― 605 0.0 14,499 △84,298 △12.2 △117,788 △135,726 △6.9

中間（当期）純利
益 

    124,690 8.9 533,703 77.3   550,575 27.9

前期繰越利益     1,697,524 2,248,099   1,697,524 

中間（当期）未処
分利益 

    1,822,214 2,781,803   2,248,099 

            



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

 総平均法による原価法 

(1）有価証券 

子会社株式 

同   左 

(1）有価証券 

子会社株式 

同   左 

  その他有価証券 

時価のないもの 

 総平均法による原価法 

────── 

  

  

その他有価証券 

時価のないもの 

  総平均法による原価法 

  (2）たな卸資産 

商品 

  総平均法による原価法 

────── 

  

  

(2）たな卸資産 

商品 

  総平均法による原価法 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

(1）有形固定資産 

同   左 

(1）有形固定資産 

同   左 

  建物 15年

工具器具及び備品 ３～８年

   

   

  

  (2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利

用可能期間（５年）に基づいてお

ります。 

(2）無形固定資産 

同   左 

(2）無形固定資産 

同   左 

３ 重要な繰延資産の

処理方法 

(1）新株発行費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

────── 

  

(1）新株発行費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

４ 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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同   左 

(1）貸倒引当金 

同   左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えて、

支給見込額のうち当中間会計期間

に負担すべき額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同   左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えて、

支給見込額のうち当事業年度に負

担すべき額を計上しております。 

        

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

  

同   左 同   左 

６ その他中間財務諸

表（財務諸表）作

成のための基本と

なる重要な事項 

(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 

(1）消費税等の会計処理 

同   左 

  (2）連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しておりま

す。 

(2）連結納税制度の適用 

同   左 

(2）連結納税制度の適用 

 当事業年度から連結納税制度を

適用しており、「連結納税制度を

適用する場合の税効果会計に関す

る当面の取扱い（その１）」（企

業会計基準委員会 平成14年10月

９日）及び「連結納税制度を適用

する場合の税効果会計に関する当

面の取扱い（その２）」（企業会

計基準委員会 平成15年２月６

日）に基づき、会計処理及び表示

を行っております。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間末 
（平成17年３月31日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日現在） 

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に与える影響

はありません。 

────── 



表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

（中間貸借対照表）  ────── 

「関係会社株式」については、前中間会計期間において固定資

産の「投資その他の資産」に含めて表示しておりましたが、当中

間会計期間において子会社株式取得により資産総額の5/100を超え

たため、区分掲記しました。 

 なお、前中間会計期間の「関係会社株式」の金額は10,000千円

であります。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年３月31日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

60,332千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

64,036千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

62,711千円 

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債のその他に含めて表示

しております。 

同   左  

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,216千円

無形固定資産 4,240千円

有形固定資産      1,325千円

無形固定資産      1,420千円

有形固定資産 5,595千円

無形固定資産 8,443千円

※２ 営業外収益の主要項目 ※２ 営業外収益の主要項目 ※２ 営業外収益の主要項目 

業務受託料 2,064千円 受取配当金 205,200千円 業務受託料 2,064千円

※３ 営業外費用の主要項目  ────── ※３ 営業外費用の主要項目 

和解金 7,000千円

新株発行費 10,126千円

  和解金 7,000千円

新株発行費 10,126千円

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 リース契約１件当たりのリース料総額が

300万円を超えるものがないため、記載を省

略しております。 

同   左 同   左 



（１株当たり情報） 

 （注）１ １株当たり中間（当期）純利益は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。 

２ 当中間会計期間における潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株

式がないため記載しておりません。 

３ １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額 382,281円03銭 462,918円69銭 418,069円67銭 

１株当たり中間（当期）純利益金額 11,197円07銭 44,849円03銭 47,797円15銭 

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益

金額 
10,758円46銭 ― 46,877円42銭 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益 （千円） 124,690 533,703 550,575 

普通株主に帰属しない金額 （千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純利益 （千円） 124,690 533,703 550,575 

期中平均株式数 （株） 11,136 11,900 11,519 

          

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益金額 

      

普通株式増加数 （株） 453 ― 226 

（うち新株引受権） （株） (453) (―) (226)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

────── ────── ────── 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成16年９月１日 至 平成17年９月30日） 

１．ストックオプションの付与について 

 当社は、平成17年12月22日開催の定時株主総会において、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、商法280条ノ21の規定

に基づきストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。 

 当該制度の内容は、以下の通りであります。  

（注） 新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く）に

おける東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とす

る。 

但し、当該金額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の最終価格）を下回る場合は、当該終値を

もって払込金額とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行なう場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により

行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

決議年月日 平成17年12月22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、従業員 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 360株を総株数の上限とする 

新株予約権の行使時の払込金額 （注） 

新株予約権の行使期間 新株予約権発行日より２年後から３年間 

新株予約権の行使の条件 

①対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役もしくは従業員の地

位を保有していることを要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権付与契約

に定める正当な理由がある場合はこの限りでない。 

②対象者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。 

③対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 

④その他の条件については、本総会取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する新

株予約権付与契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×  
１ 

分割・合併の比率 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期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10期） 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

  
平成17年12月22日 
関東財務局長に提出 

(２) 
有価証券報告書の 
訂正報告書 

(１)の有価証券報告書に係る訂正報告書でありま 
す。 

  
平成18年２月15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。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年６月23日

株式会社クレイフィッシュ     

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 酒 井 弘 行  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 岩 本 宏 稔  ㊞ 

 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

社クレイフィッシュの平成16年10月1日から平成17年9月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年10月1日

から平成17年3月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社クレイフィッシュ及び連結子会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成16年10月1日から平成17年3月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を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、中間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、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年６月22日

e-まちタウン株式会社     

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 亀 岡 義 一  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 山 田 治 彦  ㊞ 

 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e-まち

タウン株式会社（旧社名株式会社クレイフィッシュ）の平成17年10月1日から平成18年9月30日までの連結会計年度の中

間連結会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、e-まちタウン株式会社（旧社名株式会社クレイフィッシュ）及び連結子会社の平成18年３月31日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を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、中間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、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成17年６月23日

株式会社クレイフィッシュ     

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 酒 井 弘 行  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 岩 本 宏 稔  ㊞ 

 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

社クレイフィッシュの平成16年10月1日から平成17年9月30日までの第10期事業年度の中間会計期間（平成16年10月1日か

ら平成17年3月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社クレイフィッシュの平成17年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年

10月1日から平成17年3月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を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、中間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、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年６月22日

e-まちタウン株式会社     

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 亀 岡 義 一  ㊞ 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 山 田 治 彦  ㊞ 

 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e-まち

タウン株式会社（旧社名株式会社クレイフィッシュ）の平成17年10月１日から平成18年９月30日までの第11期事業年度

の中間会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び

中間損益計算書について中間監査を行った。この中間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

立場から中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、e-まちタウン株式会社（旧社名株式会社クレイフィッシュ）の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する中間会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示してい

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、中間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、その原本は当社が別途保管しており

ます。 
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