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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 当社は第10期より連結財務諸表を作成しております。 

３ 第10期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 

４ 第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

５ 第11期までの株価収益率については、当社株式は非上場・非登録でありますので記載しておりません。 

６ 第10期から、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額の算定に当たっては、「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２号)及び「１株当たり

当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準適用指

針第４号)を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (千円) ― ― 535,178 1,030,805 1,278,047

経常利益 
又は経常損失(△)

(千円) ― ― △4,958 154,282 11,807

当期純利益 
又は当期純損失(△)

(千円) ― ― △6,958 95,368 1,656

純資産額 (千円) ― ― 134,488 440,557 1,056,724

総資産額 (千円) ― ― 220,272 632,101 1,273,551

１株当たり純資産額 (円) ― ― 44,854.46 100,660.42 151,828.17

１株当たり当期純利益 
金額又は１株当たり 
当期純損失金額(△)

(円) ― ― △2,320.86 21,790.21 304.64

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― 290.54

自己資本比率 (％) ― ― 61.1 69.7 83.0

自己資本利益率 (％) ― ― ― 21.6 0.2

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 715.60

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △29,844 97,612 △63,553

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △20,462 △42,406 △45,477

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 43,010 190,356 587,273

現金及び現金同等物の 
期末残高

(千円) ― ― 57,745 303,307 781,549

従業員数 (人) ― ― 31 63 77



(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期及び第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

３ 第８期、第10期及び第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

４ 第８期、第10期及び第12期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりま

せん。 

５ 第11期までの株価収益率については、当社株式は非上場・非登録でありますので記載しておりません。 

６ 第12期の株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

７ 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第10期(平成15年４月１日から平成16年３月31日まで)、

第11期(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及び第12期(平成17年４月１日から平成18年３月31日

まで)の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けておりますが、第８期及び第９期につきまし

ては当該監査を受けておりません。 

８ 第９期から、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額の算定に当たっては、「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２号)及び「１株当たり

当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準適用指

針第４号)を適用しております。 

  

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (千円) 231,973 275,781 378,190 841,636 905,963

経常利益 
又は経常損失(△)

(千円) △15,435 6,054 △18,190 131,831 △14,165

当期純利益 
又は当期純損失(△)

(千円) △21,557 5,933 △18,554 81,158 △9,726

資本金 (千円) 131,001 131,001 138,501 243,751 514,451

発行済株式総数 (株) 2,990 2,990 3,090 4,560 6,960

純資産額 (千円) 124,699 130,633 127,079 418,938 1,026,271

総資産額 (千円) 156,155 157,771 175,564 577,011 1,129,754

１株当たり純資産額 (円) 41,705.60 43,690.06 42,383.29 95,720.83 147,452.77

１株当たり配当額(うち 
１株当たり中間配当額)

(円)
―
(―)

―
(―)

―
(―)

―
(―)

―
(―)

１株当たり当期純利益 
金額又は１株当たり 
当期純損失金額(△)

(円) △7,210.03 1,984.46 △6,188.12 18,543.55 △1,788.36

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 79.9 82.8 72.4 72.6 90.8

自己資本利益率 (％) ― 4.5 ― 19.4 ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数 (人) 17 15 27 58 67



２ 【沿革】 

  

 
(※) PBISM事業 

PBISM(Privacy & Business Information Security Management)事業は、従前のコンサルティング事業のコンセ

プトを、総合的な情報セキュリティマネジメントシステムの構築支援へと発展させた事業であり、個人情報お

よび企業内情報資産の保護に特化した情報セキュリティマネジメントシステムの構築を支援する「コンサルテ

ィング」、情報セキュリティマネジメントシステムの「継続・維持」及びこれらに付随する情報セキュリティ

関連分野の「実装」など、情報セキュリティマネジメントシステムの構築を総合的にサポートするものです。 

  

年月 事項

平成６年９月 業務プロセスに関するコンサルティング事業及びマーケティングリサーチ事業を目的として千葉

県佐倉市に株式会社バルクを設立(資本金10百万円)

平成７年12月 インターネットリサーチシステムが完成し、マーケティングリサーチ事業を開始

平成11年12月 インターネットを使用した海外向けマーケティングリサーチ事業を開始

平成11年12月 自治体向けコンサルティング事業開始(情報公開制度、個人情報保護など)

平成12年１月 事業の拡大に伴い東京都千代田区に本社を移転

平成12年６月 インターネットを使用したCM評価サービス提供開始

平成12年７月 インターネットを使用したグループインタビューサービス提供開始

平成12年10月 インターネットを使用したマーケティングリサーチ事業を拡充する目的で、訪問調査・街頭調査

等を行う株式会社ベル・マーケティング・サービスを株式取得により100％子会社化(連結子会

社)

平成13年10月 インターネットを使用したWEBサイト評価サービス提供開始

平成14年10月 プライバシーマーク認定取得

平成14年10月 コンサルティング事業のコンセプトを発展させ、PBISM事業(※)を開始

平成15年１月 プライバシーマーク認定取得支援サービス提供開始

平成16年１月 中国において産業財メーカーを主な対象としたマーケティングリサーチ事業を開始

平成16年８月 西日本地域におけるPBISM事業の強化を目的として、大阪市淀川区に西日本支店開設

平成16年９月 クイックリサーチシステム「Sprio」が完成し、サービスを開始

平成16年９月 ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得

平成16年12月 ISMS認証取得支援サービス提供開始

平成17年２月 事業の拡大に伴い、本社機能の一部を東京都中央区日本橋馬喰町に移転

平成17年３月 個人情報保護及び情報セキュリティ継続・維持教育のためのASP型eラーニングシステム「V 

STUDY(Vスタディ)」が完成し、サービスを開始

平成17年４月 PBISM事業※を拡充する目的で株式会社バルクセキュア(連結子会社)を設立
 

(資本金 2,000万円、株式会社バルク 100％出資)

平成17年４月 プライバシーマーク認定及びISMS認証取得後のマネジメントシステムの継続・維持及びリスク対

応を行う「バルク保証制度」を設立、サービス開始

平成17年６月 本社所在地を東京都中央区日本橋馬喰町(現在地)に移転

平成17年12月 株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場に株式を上場



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社及び連結子会社の株式会社ベル・マーケティング・サービス、株式会社バルクセ

キュアにより構成されており、PBISM事業及びマーケティングリサーチ事業を行っております。 

なお、次の２事業は「第５ 経理の状況 ｌ (1) 連結財務諸表 注記」に掲げる事業の種類別セグメ

ント情報の区分と同一であります。 

  

(1) PBISM(Privacy & Business Information Security Management)事業 

当事業は、個人情報保護や情報セキュリティのマネジメントシステム導入を効率的に支援する事業で

あります。当社グループでは、これまでに全国約100自治体において情報公開や個人情報保護に関する

コンサルティングを実施しており、経験及びノウハウを蓄積して参りました。平成17年４月の個人情報

保護法全面施行に伴い社会的な個人情報保護の意識の高まりやコンプライアンス(法令遵守)経営、リス

クマネジメント経営が求められる社会環境の下、企業においてはプライバシーマーク認定取得及びISMS

(ISO27001)認証取得への意向がますます強まっております。当社グループは主にこの２分野に関してマ

ネジメントシステム構築のコンサルティングから継続・維持のサポート、情報漏えいなど万が一の事故

対応、さらにはこれらに付随する実装への対応まで一貫したサービスを提供しております。 

なお、当事業は当社及び株式会社バルクセキュア(平成17年４月設立)にて行っております。 

  

① プライバシーマーク認定取得コンサルティング 

個人情報の保護と適切な利用を促進するためのマネジメントシステム構築を支援し、プライバシー

マーク認定取得をサポートしております。 

プライバシーマーク制度とは、日本工業規格JISQ15001(個人情報保護に関するコンプライアンス・

プログラムの要求事項)に適合していることを審査・認定し、その証明として、プライバシーマーク

というロゴマークの使用を許諾(有効期間は２年間、以降は２年毎の更新)する制度であり、財団法人

日本情報処理開発協会(JIPDEC)が、その運用を行っております。 

当社では、コンサルティングツール及びコンサルティングの各工程を標準化することによりコンサ

ルティングの効率化と期間の短縮を図っております。クライアントの規模等にもよりますが、認定申

請までの準備を10以上のフェーズに分け、およそ４ヶ月程度で全フェーズを終了し、JIPDEC又は

JIPDECが認めた指定機関(平成18年５月末現在10機関)に対し、認定申請を行って頂いております。プ

ライバシーマーク認定取得後は、マネジメントシステムの継続・維持のための従業員へのコンプライ

アンス教育や定期監査などにより広範なサポートを行っております。 

また、当社グループがコンサルティングを行ってプライバシーマークを取得されたクライアント向

けに、「バルク保証制度」の提供も行っております。この制度は損害保険会社と共同で構築した制度

であり、万が一情報漏えい事故が発生した際には賠償金や事故対応費用が受け取れる他、情報セキュ

リティに関する最新情報の提供、電話やメールによる情報漏えいに関するご相談受付等の当社サービ

スをご利用頂ける制度であります。このようにコンサルティングのみならず、その後のマネジメント

システムの継続・維持、万が一の事故対応、さらには子会社によりこれらに付随する実装への対応ま

でワンストップで提供できることが当社グループの特長となっております。 

  

 

  



② ISMS(ISO27001)認証取得コンサルティング 

企業活動を行う上で重要な情報資産を保護するために、バランスのとれた情報セキュリティを確保

するマネジメントシステムを構築し、ISMS(Information Security Management System：情報セキュ

リティマネジメントシステム)認証取得をサポートしております。 

 ISMS適合性評価制度とは、あらゆる業種を対象に、国際的に整合性のとれた情報セキュリティマネ

ジメント基準であるISMS認証基準(Ver.2.0)※に適合していることを審査・認証し、その証明として

ISMS認定マークというロゴマークの使用を許諾(有効期間は３年間、以降は３年毎の更新)する制度で

あり、財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)が、その運用を行っております。 

 当社では、コンサルティングツール及びコンサルティングの各工程を標準化することによりコンサ

ルティングの効率化と期間の短縮を図っております。クライアントの事業規模等にもよりますが、認

証審査までの準備を10以上のフェーズに分け、およそ10ヶ月程度で全フェーズを終了し、審査登録機

関(平成18年５月末現在20機関)による審査を受けて頂いております。 

 プライバシーマーク認定取得コンサルティングと同様にISMS(ISO27001)認証取得コンサルティング

においてもコンサルティングのみならず、その後のマネジメントシステムの継続・維持、さらにはこ

れらに付随する実装などの技術的なセキュリティ対策までワンストップで提供しております。 

※ ISMSの国際規格ISO/IEC27001:2005の発行に伴い、ISMS認証基準(Ver.2.0)はISO/IEC27001へ移行されます。
  

 

  



(2) マーケティングリサーチ事業 

当事業は、これまで郵送、電話、FAX、個別訪問などによって行われてきたマーケティングリサーチ

において、主にインターネットを活用することにより、迅速かつ安価なマーケティングリサーチサービ

スを提供する事業であります。調査対象モニターとして、当社の国内モニター会員17万人に加え、世界

各地域の複数の事業者との協力関係の下で、海外事業者が擁するモニター会員にアクセスすることも可

能であり、国内外を問わずグローバルなマーケティングリサーチに対応が可能であることが当社グルー

プの特長となっております。(平成18年３月末日現在) 

 なお、当事業は、当社及び株式会社ベル・マーケティング・サービスにて行っております。 

  

① オーダーメードリサーチ 

インターネット調査を中心に、グループインタビュー調査、街頭調査、訪問面接調査等の各種手法

を必要に応じて組み合わせ、クライアントのニーズに最適な調査・分析手法の提供を行っておりま

す。定量調査(インターネット調査)と定性調査(グループインタビュー調査等)を組み合わせることに

より、効果的なデータ収集を可能としております。 

主な調査内容と致しましては、新製品開発のためのユーザーニーズ調査、ブランドイメージ調査、

CS(顧客満足度)調査、CM浸透度調査、各種意識調査、Webサイト調査等があります。 

 オーダーメードリサーチのサービスフローは次のとおりです。 

  

 

  

② クイックリサーチ 

クライアントが自ら調査票の作成からデータの回収までを一貫してWeb上で行えるクイックリサー

チシステム「Sprio」(Self Planning Research Invitation)の提供を行っております。 

 本サービスは、当社グループに会員登録されているモニターからその属性により調査対象者を抽出

してアンケートを実施することができる他、クライアントの会員、社員等を調査対象とした調査を

Web上で簡単に行うことが出来るものであります。 

 クイックリサーチのサービスフローは次のとおりです。 

  

 

  



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 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

３ ㈱ベル・マーケティング・サービスについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上

高に占める割合が10％を超えております。 

主要な損益情報等(平成18年３月期) 

 
  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員を記載しております。なお、パート職員等の臨時雇用者については全体の10％以下で

あり、その重要性が低いため記載を省略しております。 

２ 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。 

３ 従業員数が前連結会計年度末に比べ、14名増加いたしましたのは、主として子会社の設立及び当社の業容拡

大に伴う期中採用によるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員を記載しております。なお、パート職員等の臨時雇用者については全体の10％以下で

あり、その重要性が低いため記載を省略しております。 

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 従業員数が前期末に比べ、９名増加いたしましたのは、主として業容拡大に伴う期中採用によるものであり

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。 

  

名称 住所
資本金 
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の
所有割合 
(％)

関係内容

(連結子会社)

㈱ベル・マーケティング・ 
サービス

東京都中央区 10
マーケティング
リサーチ事業

100

当社が訪問調査、街頭調査等のフィールド調査
を委託しております。 
役員の兼任１名あり。 
当社より資金援助を受けています。

㈱バルクセキュア 東京都千代田区 20 PBISM事業 100

当社が情報セキュリティ関連製品の開発・販売
を委託しております。 
役員の兼任１名あり。 
当社より資金援助を受けています。

(1) 売上高 260,740千円

(2) 経常利益 37,467千円

(3) 当期純利益 22,415千円

(4) 純資産額 38,006千円

(5) 総資産額 106,529千円

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

     PBISM事業 41

     マーケティングリサーチ事業 30

     全社(共通) 6

合計 77

従業員数(人) 平均年齢(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

67 39.0 1.5 4,643,192



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当期におけるわが国経済を概観しますと、原油価格の高騰などの不安材料はあったものの、企業収益

の改善や民間設備投資の増加に支えられ個人消費も緩やかに増加するなど、回復基調にありました。 

 近年の高度情報通信社会においては、多くの企業がインターネットを基盤としたビジネス展開を行っ

ており、IT投資の一環としての企業側の情報の取り扱いに対する、恒常的なリスクマネジメントが求め

られるようになってきております。 

 このような状況下、当社は主力のPBISM事業において平成17年４月全面施行の個人情報保護法に対応

したプライバシーマーク認定取得コンサルティングに積極的に取り組んでまいりました。個人情報保護

法の全面施行前後には、同法への対応に伴いプライバシーマーク認定取得に対する需要が著しく増加し

たものの、市場に新規に参入する企業が相次ぎ、競合環境の激化に伴う受注単価の低下および新規顧客

獲得数の鈍化などにより厳しい経営環境になりました。 

 マーケティングリサーチ事業に関しましては、ブロードバンドの進展に伴う社会インフラのパラダイ

ムシフトにより市場は拡大基調にあり、その中で当社は、これまでの豊富なノウハウと技術開発力を基

に、増加する国内外の調査案件に柔軟かつ機動的に対応し、お客様に最適な調査手法を提供できるよ

う、尽力してまいりました。 

 これらの結果、当期における売上高は1,278,047千円（前期比124.0％）、営業利益31,389千円（前期

比19.7％）、経常利益11,807千円（前期比7.7％）、当期純利益1,656千円（前期比1.7％）となりまし

た。 

 

 また、事業の種類別セグメントの業績につきましては下記のとおりであります。 

  

① PBISM事業 

PBISM事業に関しましては、平成17年４月の個人情報保護法全面施行や、平成17年10月の情報セキュ

リティマネジメント基準（ISMS認証基準Ver.2.0）のISO化（国際規格ISO27001に移行）等により、プラ

イバシーマーク認定及びISO27001認証に対する需要が大きく拡大した一方、新規参入企業の増加による

受注単価の低下及び新規顧客獲得率の鈍化などにより、全体として厳しい経営環境となりました。その

ような状況下、当社グループは主力商品であるプライバシーマーク認定取得コンサルティング及び

ISO27001認証取得コンサルティングの受注に注力するとともに、情報セキュリティ体制構築支援として

各種セミナーの開催や入門書の出版等の積極的な情報提供等を行った結果、当事業の売上高は640,444

千円と前期比31.5％の増収となりました。 

 一方利益面では、事業の拡大を図る目的で営業部門の強化とコンサルタントの登用を積極的に行った

ことにより人件費が増加したこと、及び平成17年４月に設立した100％出資子会社の株式会社バルクセ

キュアにおける業績が伸び悩んだこと等により、当事業の営業利益は156,123千円と前期比30.8％の減

益となりました。 

  

② マーケティングリサーチ事業 

マーケティングリサーチ事業につきましては、製品ライフサイクルの短期化や消費者嗜好の多様化な

どによる各企業のマーケティングリサーチ需要の拡大を背景に、当社グループの強みでありますオーダ

ーメイドリサーチ、クイックリサーチシステム（SPRIO）及び海外インターネットリサーチに注力した

結果、売上高は堅調に推移し、当事業の売上高は637,602千円と前期比17.3％の増収となりました。 

 当事業の営業利益は59,410千円と前期比200.1％の増益となりました。 

  



(2) キャッシュフロー 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、法人税等の支払や投資有価

証券および無形固定資産の取得による支出等により一部相殺されたものの、主に公募増資における株式

発行収入607,090千円により前連結会計年度末に比べ478,242千円増加し、当連結会計年度末には

781,549千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況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、使用した資金は63,553千円（前連結会計年度は97,612千円の獲得）となりまし

た。これは主に法人税等の支払額65,042千円によるものであります。 

  

［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

投資活動の結果、使用した資金は45,477千円（前連結会計年度比7.2％増）となりました。これは

主に関係会社株式の取得に伴う支出額14,000千円と、ソフトウェアのバージョンアップに伴う無形固

定資産の取得額30,625千円を反映したものであります。 

  

［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

財務活動の結果、獲得した資金は587,273千円（前連結会計年度比208.5％増）となりました。これ

は主に公募増資における株式発行収入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 

当社グループは生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

(2) 受注状況 

当社グループでは、概ね受注から納品までの期間が短く、受注管理を行う必要性が乏しいため記載を

省略しております。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度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) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

増減

金額 
（千円）

金額
（千円）

金額 
（千円）

増減率
（％）

 PBISM事業 487,026 640,444 153,418 31.5

 マーケティングリサーチ事業 543,779 637,602 93,823 17.3

合計 1,030,805 1,278,047 247,242 24.0



３ 【対処すべき課題】 

今後の経済見通しにつきましては、企業の設備投資の拡大や個人消費の回復が見込まれ、景気回復の確

かな足取りが続くものと思われます。このような状況下、当社グループは「事業基盤の再構築」、「収益

構造の改革」、「組織力の向上」という３つの重点施策の実現により、継続的な企業価値の向上を可能と

する基盤づくりを推進してまいります。 

 事業基盤の再構築においては、PBISM事業において戦略企画部門の新設などの組織変更を行うととも

に、市場環境の変化に柔軟に対応できる適応力を強化してまいります。また、販売チャネルの拡大のため

には営業体制の強化を行うことが重要であると考え、社外からの優秀な人材を確保するとともに社内の教

育研修プログラムを充実させることにより営業体制の強化を図ってまいります。マーケティングリサーチ

事業におきましては、当社の得意とする海外案件を中心に収益力の強化を図ってまいります。 

 収益構造の改革においては、事業規模に見合った人員の配置による稼働率の向上、マーケティングリサ

ーチ事業における外注費などの製造原価の低減、付加価値の高い案件へのシフトなどにより収益率の向上

を図るとともに、２つの事業の均衡化を推し進め市場環境の変化に柔軟に対応できる体制の強化を図って

まいります。 

 組織力の向上においては、業績および成果にもとづく評価の徹底を行い利益を重視した経営体制の確立

を推進してまいります。 

 当社グループは前述の重点施策の実現を目指すと同時に、キャッシュフローを株主への還元、財務体質

の強化に向けて柔軟に配分し、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。また、既存のビジネスのみ

にとらわれることなく、新たなビジネスへの展開も視野に入れた柔軟かつ堅実な収益基盤づくりを進めて

まいります。 

  

  



４ 【事業等のリスク】 

以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記

載しております。また、当社グループとしては必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項について

も、投資判断の上で、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項について

は、情報開示の観点から記載しております。当社グループは、これらリスクの発生の可能性を認識した上

で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項

以外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行う必要があります。 

 なお、以下の記載は当社の事業等及び当社株式への投資に係るリスクを全て網羅するものではありませ

ん。また、将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末において判断したものであります。 

  

① 市場環境について 

a. プライバシーマーク認定取得コンサルティング事業 

プライバシーマーク認定取得コンサルティング事業は、当社グループが行っているPBISM事業の

主要事業の1つであるため、当該事業の業績は当社グループ全体の経営成績に重大な影響を及ぼし

ます。  

 当該事業に関しては、近時の個人情報保護の強化に向けた立法及び各種規格の制定等の動向を反

映し、プライバシーマークの認定取得を入札や取引の要件とする官公庁や大手企業が増加してきた

ほか、一般消費者向けの業種を中心に、個人情報管理体制に対する信頼性を高める目的でプライバ

シーマーク認定を取得する企業が相次ぎました。特に平成17年4月1日の個人情報保護法の全面施行

前後には、同法への対応に伴いプライバシーマーク認定取得に対する需要が著しく増加した結果、

市場に新規に参入する企業が増加致しました。  

 各企業における個人情報保護法への対応が一段落した後は、プライバシーマーク認定取得の需要

の伸びが鈍化し、当社の受注減少やコンサルティングフィーの低下につながる可能性があります。

b. マーケティングリサーチ事業 

当社グループの主要業務の一つであるマーケティングリサーチ事業では、新規参入企業の市場進

出による顧客獲得競争の激化やそれに伴う価格競争の激化、競合企業のサービス拡充等による当社

サービスの競争力の低下が発生する可能性があります。  

 また、マーケティングリサーチの実施に必要なモニター会員を確保すべく、インターネットのポ

ータルサイト運営大手企業とマーケティングリサーチ事業者との資本提携などが相次いでおり、将

来、これらの動きを通じて強力な競合事業者が登場した場合には、当社の競争力が低下する可能性

があります。  

 また、クライアント企業の業績が悪化した場合、マーケティングリサーチ予算等が削減される可

能性があり、その場合、当社のマーケティングリサーチ事業が大きな影響を受ける可能性がありま

す。 
  

② システム上の問題について 

当社グループはコンピューターシステム及びインターネット等の通信インフラを利用して、ユーザ

ーに対してサービスを提供しているため、これに付随して以下のリスクが存在します。  

a. システムセキュリティについて 

当社グループは、モニター会員に対して個人情報の登録を求めており、これらの情報をデータベ

ース化して蓄積しているため、これらの情報の保護及び保全が必要になります。そのため、当社グ

ループでは、これらの情報の外部への漏洩や外部からの不正アクセスを防止するため、ファイヤー

ウォールシステムの構築や情報へのアクセス管理の徹底などの方策をとるとともに、サーバー監視

を24時間体制で行い、さらに24時間に1度のデータバックアップを実施してデータの破壊や情報の

消失等の事態に備えています。  

 しかし、自然災害、事故、盗難、紛失、不正アクセスやコンピューターウィルス、システムの誤

作動等の要因によって、データの漏洩・破壊やコンピューターシステムの利用が不可能になるなど

の事態が発生した場合には、モニター情報やコンピューターシステムが利用できなくなるなどし

て、業務の円滑な処理に重大な影響が生じる可能性があります。  



 また、万一、モニター会員などの個人情報の漏洩や不正アクセス等の事態が生じた場合には、

当該モニター会員などに対し損害の補償・回復措置その他の対応を行うことが必要となる可能性が

生じるにとどまらず、当社グループが主要業務として提供する個人情報保護の為の諸施策に対する

信頼が著しく損なわれ、事業の遂行や当社の経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

b. 通信ネットワークの切断について 

当社グループのマーケティングリサーチ事業は、当社グループと国内のモニター会員及び世界各

地域の調査事業協力会社とを結ぶインターネット等の通信ネットワークに依存しているため、自然

災害、事故、通信ネットワークのシステム障害やアクセス障害などにより、通信ネットワークが切

断されたり利用できなくなったりした場合には、当社グループのマーケティングリサーチ事業の遂

行や経営成績に多大な影響を及ぼす可能性があります。  
  

③ 当社の販売政策について 

当社のPBISM事業では、主に販売代理店を通じた販売を行っているほか、当社株主や既存取引先等

からの紹介、セミナーの主催などにより、新規顧客の開拓を行っております。しかし、販売代理店か

ら代理店契約を解除されたり、株主や既存取引先からの紹介が減少したりするなどして、当社の営業

手法が有効に機能しない場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。  
  

④ 法的規制・自主規制について 

今日我が国においてインターネットサービス事業を営むにあたっては「電気通信事業法」が適用さ

れる場合がありますが、現時点において当社グループが行う主要事業について同法に基づく届出等は

必要なく、事業を継続する上で同法に基づく重大な制約を受ける事項はありません。  

 しかし、我が国のインターネットビジネスにおける個人情報の保護や不正アクセス対策等の法的不

備が各方面から指摘されているため、今後、他の諸外国と同様に、各種法的整備や自主規制の導入が

進む可能性があります。  

 このような場合、当社グループの業務が新たな法規制や自主規制により制約を受けたり、遵守のた

めのコストが増加したりするなどの事態が生じて、当社グループの業務の円滑な遂行が妨げられたり

経営成績に影響が生じたりする可能性があります。 
  

⑤ 知的財産権について 

当社グループは、第三者の知的財産権の侵害を行わないように留意して業務を遂行しております

が、特に登録が義務付けられていない著作権に関し権利の存在につき認識を欠いたり、知的財産権の

内容や効力が及ぶ範囲、知的財産権の成立の有効性について見解が相違したりすること等により、結

果的に当社グループが第三者の知的財産権を侵害することになる可能性は皆無ではありません。  

 このような場合、当該第三者より損害賠償、使用差止め等の請求を受けたり訴えを起こされたりす

る可能性があり、または、当該知的財産権につき必要なライセンスが受けられなかったり、ライセン

スに対して高額の対価の支払い義務を負う等の事態が発生したりする可能性があり、当社グループの

事業の遂行、事業展開、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
  

⑥ 代表取締役社長村松澄夫への依存について 

当社代表取締役社長である村松澄夫は、当社の創業者であり、設立以来一貫して経営の最高責任者

を務めております。そのため、何らかの理由により村松澄夫の業務遂行が困難に陥った場合、経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。なお、村松澄夫は、当連結会計年度末現在において当社の株式

総数の37.08％を所有しております。  
  

⑦ 小規模組織であることについて 

当社は、当連結会計年度末現在、取締役4名（うち非常勤2名）、監査役2名（うち非常勤1名）およ

び社員67名と小規模であり、内部管理体制もこのような規模に応じたものになっております。当社

は、内部管理体制の一層の充実を図る予定ですが、既存の人材が社外に流出した場合、当社の事業活

動に支障が生じたり内部管理上の課題に対し十分な対応を行うことが困難になったりするなどして、

当社の経営成績に影響を与える可能性があります。  

  



⑧ 配当政策について 

当社は、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重要課題の一

つとして位置づけております。当社は現在、成長過程にあり、そのため内部留保の充実を図り、これ

を事業の効率化・競争力強化と事業規模の拡大のための投資等に充当し、なお一層の業容拡大を目指

すことが、株主に対する将来の利益還元につながると認識しております。かかる認識から、創業以来

配当は実施しておりません。  

 今後は、各事業年度の経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討してまいりますが、現時点

においては配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であり、将来において配当が実施さ

れる保証はありません。 
  

⑨ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

当社は、業績向上に対する役職員の意欲や士気を高めることなどを目的としてストックオプション

制度を採用しており、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約

権を当社の取締役及び従業員に付与しているほか、主幹事証券会社にも付与しております。  

 当該新株予約権が行使された場合、保有株式の株式価値が希薄化し、株価に影響を及ぼす可能性が

あります。  

 当連結会計年度末現在、ストックオプション等に係る潜在株式を含めた潜在株式数は505株であ

り、発行済株式総数6,960株の7.3％に相当しております。  

 なお、将来ストックオプションの費用計上を義務付ける会計基準が設定された場合、当社の経営成

績に影響を与える可能性があります。従って、今後もストックオプション制度を継続していくかどう

かについては、慎重に検討していく予定であります。 

  

  



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】 

文中の将来に関する事項は、本書提出日(平成18年６月29日)現在において当社グループが判断したもの

であります。 

  

(1) 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

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、経営者による会計方針の選択・適用と、資産、負債の評価な

どの会計上の判断・見積りを行う必要があり、決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間にお

ける収益・費用の報告数値に影響を与える見積り及び仮定設定が含まれております。 

 これらの見積りについては、過去実績や状況を勘案して合理的と考えられる要因等に基づき見直しを

行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果が見積りと異なる場合があります。 

  

(2) 当連結会計年度の財政状態の分析 

(流動資産) 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、1,130,742千円（前年同期543,374千円）となり、

587,367千円増加いたしました。これは主に、有償一般募集増資による新株式の発行により当社の現

金及び預金が483,959千円増加したことによるものであります。 

  

(固定資産) 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、142,809千円（前年同期88,726千円）となり、

54,083千円増加いたしました。これは主に、当社のインターネットシステム等ソフトウェア26,425千

円の取得、子会社設立による子会社株式20,000千円の取得および投資有価証券の取得14,000千円によ

るものであります。 

  

(流動負債) 

当連結会計年度末における流動負債の残高は、188,869千円（前年同期155,545千円）となり、

33,324千円増加いたしました。その主な要因は、子会社の買掛金66,164千円の増加によるものであり

ます。 

  

(固定負債) 

当連結会計年度末における固定負債の残高は、27,958千円（前年同期35,998千円）となり、8,040

千円減少いたしました。その主な要因は、当社及び子会社の長期借入金の返済によるものでありま

す。 

  

(資本) 

当連結会計年度末における資本の残高は、1,056,724千円（前年同期440,557千円）となり、

616,166千円増加いたしました。これは主に、新株引受権の行使及び有償一般募集増資による新株式

の発行により、資本金が270,700千円および資本剰余金が346,360千円増加したことによるものであり

ます。 

  

(3) 経営成績の分析 

当期におけるわが国経済を概観しますと、原油価格の高騰などの不安材料はあったものの、企業収益

の改善や民間設備投資の増加に支えられ個人消費も緩やかに増加するなど、回復基調にありました。 

 近年の高度情報通信社会においては、多くの企業がインターネットを基盤としたビジネス展開を行っ

ており、IT投資の一環としての企業側の情報の取り扱いに対する、恒常的なリスクマネジメントが求め

られるようになってきております。 



 このような状況下、当社は主力のPBISM事業において平成17年４月全面施行の個人情報保護法に対

応したプライバシーマーク認定取得コンサルティングに積極的に取り組んでまいりました。個人情報保

護法の全面施行前後には、同法への対応に伴いプライバシーマーク認定取得に対する需要が著しく増加

したものの、市場に新規に参入する企業が相次ぎ、競合環境の激化に伴う受注単価の低下および新規顧

客獲得数の鈍化などにより厳しい経営環境になりました。 

 マーケティングリサーチ事業に関しましては、ブロードバンドの進展に伴う社会インフラのパラダイ

ムシフトにより市場は拡大基調にあり、その中で当社は、これまでの豊富なノウハウと技術開発力を基

に、増加する国内外の調査案件に柔軟かつ機動的に対応し、お客様に最適な調査手法を提供できるよ

う、尽力してまいりました。 

 これらの結果、当期における売上高は1,278,047千円（前期比124.0％）、営業利益31,389千円（前期

比19.7％）、経常利益11,807千円（前期比7.7％）、当期純利益1,656千円（前期比1.7％）となりまし

た。 

  

(4) キャッシュ・フローの分析 

キャッシュ・フローについては、「１ 業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループは当連結会計年度において、サービスの拡充と営業力の強化を目的に、販売促進ツールと

してのソフトウェア開発を中心に総額47,332千円の設備投資を実施いたしました。また、事業拡大に伴い

必要となるオフィス関連設備についても投資を行いました。 

PBISM事業においては、新規顧客開拓ツールとしてのソフトウェアの導入等に総額19,642円の設備投資

を実施いたしました。 

マーケティングリサーチ事業においては、インターネットシステムの開発および分析用ソフトウェアの

導入等に総額26,425千円の投資を実施いたしました。 

 なお、重要な設備の除却、売却等はありません。 

  

  

２ 【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 

(1) 提出会社 

(平成18年３月31日現在) 

 
(注) 金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 国内子会社 

特筆すべき事項はありません。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

(平成18年３月31日現在) 

 
  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はございません。 

  

事業所名 
(所在地)

事業の種類別 
セグメントの名称

設備の内容

帳簿価額
従業員数 
(人)ソフトウェア

(千円)
合計
(千円)

本社 
(東京都中央区)

マーケティング 
リサーチ事業

クイックリサーチシステム 39,121 39,121 26

事業の種類別 
セグメントの名称

設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完成予定 
年月

完成後の
増加能力総額 

(千円)
既支払額
(千円)

PBISM事業
コンサルティング 
ツール開発

50,000 ― 増資資金
平成18年
１月

平成18年 
10月

―

マーケティング 
リサーチ事業

クイックリサーチ 
システムのバージ 
ョンアップ

100,000 ― 増資資金
平成18年
１月

平成18年 
10月

―

合計 ― 150,000 ― ― ― ― ―



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】 

  

 
(注) 平成18年１月24日開催の取締役会決議により、平成18年４月１日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行

可能株式総数は同日より75,200株増加し、94,000株となっております。 

  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 平成18年１月24日開催の取締役会決議により、平成18年４月１日付で１株を５株に株式分割いたしました。こ

れにより発行済株式数は27,840株増加いたしました。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21並びに第280条ノ27の規定に基づく新株予約権の状

況 

 平成17年３月24日臨時株主総会特別決議 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 18,800

計 18,800

種類
事業年度末現在 
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29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 6,960 34,800
名古屋証券取引所
(セントレックス)

株主としての権利内容に制
限のない、標準となる株式

計 6,960 34,800 ― ―

事業年度末現在
(平成18年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成18年５月31日)

新株予約権の数(個) 505(注)1 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) 505(注)1,2 2,525(注)1,2,6

新株予約権の行使時の払込金額(円) 200,000(注)3 40,000(注)3,6

新株予約権の行使期間
自 平成19年３月25日
至 平成27年３月24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  200,000
資本組入額  100,000

発行価格   40,000(注)6 
資本組入額  20,000      

新株予約権の行使の条件 (注)4 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)5 同左



(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は１株であります。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとし

ます。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株

式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 
  

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 
  

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める株式数の調整を行うこととします。 

２ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等

の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。 

３ 新株予約権発行日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整するもの

とし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとします。 
  

   
また、時価を下回る価額で新株式を発行する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により

払込む金額を調整するものとし、１円未満の端数は切り上げることとします。 
  

   
４ 新株予約権の行使の条件 

ア 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のうち、当社及び当社子会社の取締役、

監査役、従業員は、新株予約権の行使時においても、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こととします。ただし、新株予約権者が定年・任期満了により退任・退職した場合

及びその他の正当な理由がある場合はこの限りではありません。 

イ 新株予約権者のうち、新株予約権の発行時において当社の取引先であった者は、原則として、新株予約権

の行使時においても当社との取引関係が良好に継続していることを要することとします。当該取引先が法

人である場合は、その取締役、監査役、従業員は、新株予約権の行使時においても当該取引先の取締役、

監査役、従業員の地位にあることを要することとします。 

ウ 新株予約権者は、割当を受けた新株予約権につき質入その他一切の処分をすることができないこととしま

す。 

エ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないこととしま

す。 

オ その他の条件については新株予約権者と締結する新株予約権付与契約に定めるものとします。 

５ 新株予約権を第三者に譲渡、質入その他一切の処分をすることができないものとします。 

６ 平成18年１月24日開催の取締役会決議により、平成18年４月１日付で１株を５株に株式分割したことに伴

い、提出日の前月末現在の各数値は調整されております。 

  

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 
払込価額

＝
調整前 
払込価額

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ 有償第三者割当増資 

 
２ 有償第三者割当増資 

 
３ 有償第三者割当増資 

 
４ 新株引受権の権利行使 

 
 なお、資本準備金増減額のうち、200,000円は、新株引受権勘定からの振替によるものであります。 

５ 新株引受権の権利行使 

 
 なお、資本準備金増減額のうち、150,000円は、新株引受権勘定からの振替によるものであります。 

６ 新株引受権の権利行使 

 
 なお、資本準備金増減額のうち、850,000円は、新株引受権勘定からの振替によるものであります。 

７ 有償一般募集(ブックビルディング方式) 

 
８ 新株引受権の権利行使 

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16年3月13日 
(注)１

100 3,090 7,500 138,501 7,500 7,500

平成16年4月3日 
(注)２

28 3,118 2,100 140,601 2,100 9,600

平成16年4月29日 
(注)３

1,242 4,360 93,150 233,751 93,150 102,750

平成17年3月24日 
(注)４

200 4,560 10,000 243,751 10,200 112,950

平成17年8月22日 
(注)５

150 4,710 7,500 251,251 7,650 120,600

平成17年10月18日 
(注)６

850 5,560 42,500 293,751 43,350 163,950

平成17年12月13日 
(注)７

1,100 6,660 205,700 499,451 280,060 444,010

平成17年12月27日 
(注)８

300 6,960 15,000 514,451 15,300 459,310

主な割当先 大興電子通信㈱の１名であります。

発行価格 150,000円

資本組入額 75,000円

主な割当先 西川博、他５名であります。

発行価格 150,000円

資本組入額 75,000円

主な割当先 全国保証㈱、あおぞらインベストメント一号投資事業有限責任組合、投資事業組

合オリックス８号、りそなキャピタル㈱、りそなキャピタル１号投資事業有限責

任組合、あいおい損害保険㈱、オリックス７号投資事業有限責任組合、オリック

ス株式会社、他３名であります。

発行価格 150,000円

資本組入額 75,000円

権利行使者 ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合、ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合、

ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合の３名であります。

発行価格 100,000円

資本組入額 50,000円

権利行使者 ABパートナーズ株式会社、静岡キャピタル３号投資事業有限責任組合の２名であ

ります。

発行価格 100,000円

資本組入額 50,000円

権利行使者 村松澄夫の１名であります。

発行価格 100,000円

資本組入額 50,000円

発行価格 480,000円 引受価額 441,600円

発行価額 374,000円 資本組入額 187,000円

権利行使者 村松澄夫の１名であります。

発行価格 100,000円

資本組入額 50,000円



 なお、資本準備金増減額のうち、300,000円は、新株引受権勘定からの振替によるものであります。 

９ 平成18年４月１日から平成18年６月29日までの間に、株式分割により、発行済株式総数が27,840株増加して

おります。 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31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)

― 3 2 31 2 2 1,224 1,264 ―

所有株式数 
(株)

― 117 30 1,509 13 5 5,286 6,960 ―

所有株式数 
の割合(％)

― 1.68 0.43 21.68 0.19 0.07 75.95 100 ―

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(％)

村松澄夫 千葉県佐倉市 2,581 37.08

全国保証株式会社 東京都千代田区大手町２丁目１－１ 500 7.18

あおぞらインベストメント一号投
資事業有限責任組合 
無限責任組合員あおぞらインベス
トメント株式会社

東京都千代田区九段南１丁目３－１ 200 2.87

投資事業組合オリックス８号 
業務執行組合員 
オリックス・キャピタル株式会社

東京都港区浜松町２丁目４－１ 140 2.01

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿１丁目２８－１ 100 1.44

りそなキャピタル１号投資事業有
限責任組合 
無限責任組合員 
りそなキャピタル株式会社

東京都中央区京橋１丁目３－１ 100 1.44

株式会社フレームワークス 静岡県静岡市駿河区南町１４－２５ 100 1.44

大興電子通信株式会社 東京都新宿区揚場町２番１号 100 1.44

りそなキャピタル株式会社 東京都中央区京橋１丁目３－１ 100 1.44

中園弘幸 神奈川県横浜市港南区 76 1.09

計 ― 3,997 57.43



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

 
  

(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、平成13年改正旧商法第280条ノ20、第280条ノ21並びに第280条ノ27の規定に基づき、当

社及び当社子会社の取締役、監査役、従業員並びに当社の取引先に対して、特に有利な条件で新株予約

権を発行することを平成17年３月24日の臨時株主総会において特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、以下の通りであります。 

  

 
  

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 6,960 6,960
株主としての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 6,960 ― ―

総株主の議決権 ― 6,960 ―

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 ― ― ― ― ―

決議年月日 平成17年３月24日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役 4名
当社従業員 39名 
当社取引先  1社

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上



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、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重要課題の一つとして

位置づけております。当社は現在、成長過程にあり、そのため内部留保の充実を図り、これを事業の効率化・競争

力強化と事業規模の拡大のための投資等に充当し、なお一層の業容拡大を目指すことが、株主に対する将来の利

益還元に繋がると認識しております。かかる認識から、創業以来配当は実施しておりません。 

 当期につきましても、誠に遺憾ながら9,726千円の当期純損失計上という結果となりましたので、この厳しい業績と

当期の財務体力等を総合的に勘案し、無配とさせていただきました。今後は、各事業年度の経営成績を勘案しな

がら、株主への利益還元を行うべく全社全力を傾注してまいります。 

  

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 株価は、名古屋証券取引所(セントレックス)におけるものであります。 

     ２ 当社株式は、平成17年12月14日から名古屋証券取引所(セントレックス)に上場されております。それ以前に

ついては、該当事項はありません。 

     ３ 当社は、平成18年４月１日に株式１株につき５株の株式分割を実施しており、※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) １ 株価は、名古屋証券取引所(セントレックス)におけるものであります。 

     ２ 当社株式は、平成17年12月14日から名古屋証券取引所(セントレックス)に上場されております。それ以前に

ついては、該当事項はありません。 

     ３ 当社は、平成18年４月１日に株式１株につき５株の株式分割を実施しており、※印は株式分割による権利落

後の株価であります。 

  

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

最高(円) ― ― ― ―
2,790,000
※240,000

最低(円) ― ― ― ―
722,000
※203,000

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月

最高(円) ― ― 1,500,000 2,790,000 2,200,000
1,340,000
※240,000

最低(円) ― ― 722,000 1,320,000 855,000
1,015,000
※203,000



５ 【役員の状況】 

  

 
(注) １ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の括性化のため、執行役員制度を導入しておりま

す。執行役員は１名で、管理部長柏山一郎であります。 

２ 監査役鳰原恵二及び奥津憲生は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

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

― 村松 澄夫 昭和23年３月23日生

昭和45年４月 株式会礼リコー入社

2,581昭和58年４月 同社オフィス総合研究所次長就任

平成６年９月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

常務取締役 ― 浅川  浩 昭和36年７月27日生

昭和59年３月 株式会社いづみや入社

10

平成14年２月 浅川コンサルタントオフィス設立

平成15年12月 同社閉鎖

平成16年１月 有限会社DIG設立代表取締役就任

平成16年１月 当社入社 コンサルティング事業部長

平成16年２月 当社常務取締役就任(現任)

取締役 ― 谷   洪 昭和19年11月15日生

昭和43年４月 日の丸自動車株式会社入社

10

昭和46年５月 三菱事務機械株式会社入社

平成12年５月 株式会社日本スクールシステム機構入社

平成15年11月 当社入社

平成16年２月 当社取締役就任(現任)

平成17年４月 株式会社バルクセキュア代表取締役社長就任

平成18年１月 株式会社バルクセキュア代表取締役社長退任

取締役 ― 佐藤 康成 昭和41年12月18日生

平成２年４月 株式会社熊谷組入社

―

平成12年９月 大東建託株式会社入社

平成13年７月 当社入社

平成13年８月 株式会社ベル・マーケティング・サービス取締役就

任

平成14年４月 同社代表取締役社長就任(現任)

平成17年３月 当社取締役就任(現任)

常勤監査役 ― 鈴木 雅喜 昭和22年３月26日生

昭和45年４月 ソニー企業株式会社入社

―

平成16年４月 当社入社

平成17年４月 コンサルティング事業部コンサルタント部部長就任

平成18年４月 コンサルティング事業部戦略企画室推進事務局事務

局長就任

平成18年６月 当社監査役就任(現任)

平成18年６月 株式会社バルクセキュア監査役就任(現任)

監査役 ― 鳰原 恵二 昭和17年７月２日生

昭和41年４月 東芝電気器具株式会社入社

5

昭和57年８月 株式会社くろがね工作所オフィス創造研究所入社

昭和60年４月 千葉経済大学短期大学部非常勤講師就任

平成９年12月 ニューシステム研究所所長就任(現任)

平成12年10月 当社監査役就任(現任)

監査役 ― 奥津 憲生 昭和21年10月30日生

昭和44年４月 日興証券株式会社入社

―

平成15年４月 株式会社PRS証券常勤監査役就任

平成15年12月 株式会社PRSインベストメント常勤監査役就任

平成16年12月 株式会社PRSインベストメント常勤監査役退任

平成18年６月 当社監査役就任(現任)

計 2,606



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

当社は、「価値創造（Value Create）」を経営理念として掲げており、この理念に基づいて経営意思決

定及び業務執行を実践することが社会からの信頼を得て企業価値を増大させることに繋がると考えており

ます。 

 その実現に資するべく、また、株主、顧客をはじめとする様々なステークホルダー（利害関係者）の負

託に応えるべく、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題の一つと捉え、効率的かつ適法な

マネジメントの仕組みの確立と運営に努めております。 

 併せて、業務の適法性・妥当性の監査を行う機能を強化し、経営に対する監視機能の実効性の向上を図

るとともに、コンプライアンス意識の維持と確立により透明で質の高い経営の実現に取り組んでおりま

す。 

  

(1) コーポレート・ガバナンスの実施体制及び取組み 

当社におけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下の通りであります。 

 

  

① 会社の機関の基本説明 

当社は、委員会等設置会社ではなく、「監査役制度」採用会社であります。当事業年度末現在、取

締役は４名(うち、非常勤取締役２名)、監査役２名(うち、非常勤監査役１名)であります。当社は、

取締役会を当社事業に精通した取締役で構成することに経営効率の維持・向上を図るとともに、経営

の健全性の維持・強化を図っております。 

  

② 取締役・取締役会 

当社の取締役会は、当事業年度末現在、取締役４名及び監査役２名で構成されており、毎月１回の

定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項の報告、審議、決議等

を行っております。また、子会社取締役を兼務する当社取締役からは子会社の状況について適宜報告

がなされる体制となっております。 

  



③ 監査役・監査役協議会 

当社では、当事業年度末現在２名の監査役(うち１名が常勤監査役)がその任に当たっております。

監査役は、取締役会及び重要な会議への出席や業務監査の実施により、取締役の業務執行状況が法令

又は定款の規定を遵守しているか否かを厳正に監視しております。具体的には、年間監査役監査計画

書を立案後、実施計画を作成して業務分担を行っております。監査に当たっては、議事録、稟議書、

契約書等、重要書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査人の会計監査への立会

い、並びに取締役会ほか社内の重要会議への出席を実施しております。期末監査終了後は監査法人と

意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役社長に提出し、また、定時株主総会にて監査報告を

行っております。 

また、監査役協議会を毎月１回開催し、監査役相互の意見交換のほか、監査役監査計画の策定、監

査の実施状況、監査結果等について検討しております。 

  

④ 内部監査制度 

当社では、社長直属の経営企画室(２名)が内部監査を担当し、会社業務の適正な運営、的確な改善

及び能率の向上を図るとともに、会計面でも財産を保護し不正誤謬の予防に資することを目的とし

て、徹底した内部監査に取り組んでおります。具体的には、年間の監査計画に基づき、往査または書

面により内部監査を行い、当該監査終了後監査報告書を作成、代表取締役社長に提出し、その承認を

もって結果を被監査部門に通知します。その後、被監査部門長より指摘事項にかかる改善状況につい

て報告を受け、状況の確認を行っております。 

  

⑤ 内部監査、監査役監査及び会計監査の連携について 

当社では、内部監査担当者、監査役および会計監査人と相互に連携を取りながら内部統制を常に管

理し、効率的な監査の実施に努めております。 

  

⑥ 業務執行・監視の仕組みについて 

業務執行は、代表取締役社長の下、業務担当取締役を含む部門責任者等が迅速に遂行しております

が、内部牽制機能を確立するため、組織規程において各々の権限や責任を明らかにし、適切な業務手

続を定めております。また、関連法規の遵守については、社員一人ひとりが経営理念を実践する主体

者として社会モラルと見識をもって責任ある行動をするよう強く求め、その姿勢を各人の業務評価項

目に加えるなど、企業は公器であるとの基本認識に基づき、ルールの遵守とフェアな業務運営を徹底

しております。 

  



⑦ その他第三者のコーポレート・ガバナンス体制への関与状況 

当社では、重要な法務的課題及びコンプライアンスにかかる事象について、顧問弁護士に相談し、

必要に応じて適切な指導・助言を受けております。また、税理士法人、社会保険労務士とも顧問契約

を締結し、税務関連、労務関連についても適切なアドバイスを受けております。 

当社では、第三者であるあずさ監査法人と監査契約を締結し、財務諸表について監査を受けるとと

もに重要な会計的課題については随時相談し指導を受けております。 

なお、当社の監査業務を執行した公認会計士は磯貝和敏、牧野隆一の２名であり、あずさ監査法人

に属しております。当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士１名、会計士補１名、その他１名で

あり、いずれもあずさ監査法人に属しております。 

  

⑧ 社外取締役及び社外監査役との関係 

社外監査役鳰原恵二は、当事業年度末現在、当社株式を５株保有しております。 

  

(2) 役員報酬及び監査報酬の内容 

当事業年度に係る当社の取締役及び監査役に対する役員報酬並びに監査法人に対する監査報酬は以下

のとおりであります。 

① 役員報酬の内容 

 
  

② 監査報酬の内容 

 
  

取締役に支払った報酬 37,165千円

（うち社外取締役に支払った報酬 ―千円)

監査役に支払った報酬 9,204千円

（うち社外監査役に支払った報酬 1,200千円)

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 7,700千円

上記以外の業務に基づく報酬 ―千円



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。 

なお、前連結会計年度(平成16年４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２項のただし書きにより、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。 

なお、前事業年度(平成16年４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２項のただし書きにより、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(平成16年４月１日から平成17年３月

31日まで)及び当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表並びに前事

業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３

月31日まで)の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。 

なお、前連結会計年度及び前事業年度に係る監査報告書は、平成17年11月10日に提出した有価証券届出

書に添付されたものを利用しております。 

  



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３月31日)

当連結会計年度 
(平成18年３月31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 303,307 781,549

 ２ 受取手形及び売掛金 227,417 320,655

 ３ 仕掛品 4,088 8,338

 ４ 貯蔵品 742 1,130

 ５ 前払費用 2,014 3,564

 ６ 繰延税金資産 6,192 5,930

 ７ 未収還付法人税等 － 10,574

 ８ その他 612 400

   貸倒引当金 △1,000 △1,400

  流動資産合計 543,374 86.0 1,130,742 88.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 3,136 3,956

    減価償却累計額 △664 2,471 △1,063 2,893

  (2) 工具器具備品 11,408 10,679

    減価償却累計額 △6,492 4,916 △7,797 2,881

   有形固定資産合計 7,387 1.2 5,774 0.4

 ２ 無形固定資産

  (1) 電話加入権 398 398

  (2) ソフトウェア 23,041 56,459

  (3) ソフトウェア仮勘定 － 4,200

  (4) 連結調整勘定 13,478 12,608

   無形固定資産合計 36,918 5.8 73,667 5.8

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 － 14,000

  (2) 敷金・保証金 35,704 34,134

  (3) 長期前払費用 170 86

  (4) 繰延税金資産 7,826 14,092

  (5) その他 719 1,054

   投資その他の資産合計 44,420 7.0 63,367 5.0

  固定資産合計 88,726 14.0 142,809 11.2

  資産合計 632,101 100.0 1,273,551 100.0



前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(平成18年３月31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 支払手形及び買掛金 23,022 103,029

 ２ 短期借入金 － 3,336

 ３ 一年内返済予定 
   長期借入金

7,644 －

 ４ 未払金 13,324 22,067

 ５ 未払費用 14,144 15,812

 ６ 未払法人税等 61,826 11,432

 ７ 未払消費税等 23,824 12,146

 ８ 預り金 9,341 9,658

 ９ 新株引受権 1,300 －

 10 賞与引当金 1,118 1,386

 11 モニタポイント引当金 － 10,000

  流動負債合計 155,545 24.6 188,869 14.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 15,509 －

 ２ 退職給付引当金 3,409 2,967

 ３ 役員退職慰労引当金 17,080 24,991

  固定負債合計 35,998 5.7 27,958 2.2

  負債合計 191,544 30.3 216,827 17.0

(少数株主持分)

  少数株主持分 － － － －

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※１ 243,751 38.5 514,451 40.4

Ⅱ 資本剰余金 112,950 17.9 459,310 36.1

Ⅲ 利益剰余金 83,855 13.3 82,962 6.5

  資本合計 440,557 69.7 1,056,724 83.0

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計

632,101 100.0 1,273,551 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 1,030,805 100.0 1,278,047 100.0

Ⅱ 売上原価 536,688 52.0 691,201 54.1

   売上総利益 494,117 48.0 586,845 45.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 334,842 32.5 555,456 43.5

   営業利益 159,274 15.5 31,389 2.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 9 3

 ２ 助成金収入 740 －

 ３ 雑収入 1,292 2,042 0.2 329 332 0.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 547 161

 ２ 為替差損 690 41

 ３ 新株発行費償却 4,792 8,669

 ４ 株式公開費用 － 10,241

 ５ 雑損失 1,004 7,034 0.7 801 19,914 1.5

   経常利益 154,282 15.0 11,807 0.9

Ⅵ 特別損失

     過年度役員退職慰労 
   引当金繰入額

13,300 1.3 － －

   税金等調整前当期純利益 140,982 13.7 11,807 0.9

   法人税、住民税及び 
   事業税

60,253 16,154

   法人税等調整額 △14,639 45,614 4.4 △6,004 10,150 0.8

   当期純利益 95,368 9.3 1,656 0.1



③ 【連結剰余金計算書】 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 7,500 112,950

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 増資による新株の発行 95,250 280,060

 ２ 新株引受権の行使による 
   新株の発行

10,200 105,450 66,300 346,360

Ⅲ 資本剰余金期末残高 112,950 459,310

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △11,512 83,855

Ⅱ 利益剰余金増加高

   当期純利益 95,368 95,368 1,656 1,656

Ⅲ 利益剰余金減少高

   役員賞与 － － 2,550 2,550

Ⅳ 利益剰余金期末残高 83,855 82,962



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４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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

   税金等調整前当期純利益 140,982 11,807

   減価償却費 5,375 11,951

   連結調整勘定償却額 869 869

   貸倒引当金の増減額(減少：△) 700 400

   モニタポイント引当金の増加額 － 10,000

   賞与引当金の増減額(減少：△) 1,118 268

   退職給付引当金の増減額(減少：△) 1,118 △442

   役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 17,080 7,911

   受取利息及び受取配当金 △9 △3

   支払利息 547 161

   売上債権の増減額(増加：△) △118,999 △93,237

   たな卸資産の増減額(増加：△) 1,969 △4,637

   仕入債務の増減額(減少：△) 13,039 88,750

   未払消費税等の増減額(減少：△) 19,067 △11,678

   役員賞与の支払額 － △2,550

   その他 18,266 △17,923

    小計 101,126 1,647

   利息及び配当金の受取額 9 3

   利息の支払額 △547 △161

   法人税等の支払額 △2,975 △65,042

   営業活動によるキャッシュ・フロー 97,612 △63,553

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   投資有価証券の取得による支出 － △14,000

   有形固定資産の取得による支出 △4,288 △1,537

   無形固定資産の取得による支出 △9,361 △30,625

   敷金・保証金の増加による支出 △28,454 －

   敷金・保証金の返還による収入 － 1,120

   その他投資による支出 △301 △435

   投資活動によるキャッシュ・フロー △42,406 △45,477

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額(減少：△) △12,500 3,336

   長期借入金の返済による支出 △7,644 △23,153

   株式の発行による収入 210,500 607,090

   財務活動によるキャッシュ・フロー 190,356 587,273

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少額：△) 245,561 478,242

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 57,745 303,307

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 303,307 781,549



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数  １社

主要な連結子会社の名称

㈱ベル・マーケティング・サー
ビス

(1) 連結子会社の数  ２社

主要な連結子会社の名称

㈱ベル・マーケティング・サー
ビス 
㈱バルクセキュア

   上記のうち、㈱バルクセキュア 
  については、当連結会計年度にお 
  いて新たに設立したため、連結の 
  範囲に含めております。

２ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と一致しております。

同左

３ 会計処理基準に関する事

項

 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

―――――――― イ 有価証券
 その他有価証券 
  時価のないもの 
   移動平均法による原価法 
  を採用しております。

ロ たな卸資産 
  仕掛品 
   個別法による原価法を 
  採用しております。

ロ たな卸資産
  仕掛品

同左

(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

当社及び連結子会社は定率法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとお
りです。
建物附属設備       15年
工具器具備品    ４年～６年

イ 有形固定資産

同左

ロ 無形固定資産

当社及び連結子会社は定額法を採
用しております。
なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期
間(５年)に基づいております。

ロ 無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

イ 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に
備えるため、当社及び連結子会社は
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

従業員の賞与金の支払に備えて、
賞与支給見込額の当期負担額を計上
しております。

ロ 賞与引当金

同左



項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

ハ 退職給付引当金

当社において、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(自己都合退職
による期末要支給額の100％)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 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備える
ため、当社は内規に基づく期末要支
給額を計上しております。

ニ 役員退職慰労引当金

同左

(追加情報)

当連結会計年度において、役員退
職慰労金規程を制定しております。
これに伴い、当連結会計年度より役
員の退職慰労金の支出に備え、内規
に基づく期末要支給額を役員退職慰
労引当金として計上することといた
しました。
この結果、従来の方法に比し、営
業利益及び経常利益はそれぞれ
3,780千円減少し、税金等調整前当
期純利益は17,080千円減少しており
ます。

――――――――

―――――――― ホ モニタポイント引当金
モニタに対するインセンティブと
して付与したポイントの利用による
プレゼント交換費用に備えるため、
当連結会計期間末において将来利用
されると見込まれる額を計上してお
ります。 
 
（追加情報） 
 従来、モニタポイントについては
モニタポイント利用時に費用化して
おりましたが、近年、ポイント利用
の増加傾向が顕著になったことに伴
い、費用負担額の重要性が高まった
こと及び当連結会計期間において過
去の実績に基づく引当金の合理的な
算定が可能となったことから、当連
結会計期間末よりモニタポイント引
当金を計上することとしました。 
 この結果、従来の方法によった場
合に比べ、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
10,000千円減少しております。

(4) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左



  

 
  

  

  

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 

 
  

  

項目
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 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

５ 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、20
年間の均等償却を行っております。 
 

同左

６ 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
益処分について、連結会計年度中に確
定した利益処分に基づいて作成してお
ります。

同左

７ 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

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

―――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度より、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。



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(連結損益計算書関係) 

  

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

 

※１ 発行済株式総数

当社の発行済株式総数   普通株式 4,560株
 

※１ 発行済株式総数

当社の発行済株式総数   普通株式 6,960株

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

(1) 役員報酬 39,630千円

(2) 給与手当 72,292千円

(3) 役員退職慰労引当金繰入額 3,780千円

(4) 賞与引当金繰入額 1,118千円

(5) 貸倒引当金繰入額 700千円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

(1) 役員報酬 65,218千円

(2) 給与手当 157,807千円

(3) 役員退職慰労引当金繰入額 7,911千円

(4) 賞与引当金繰入額 1,386千円

(5) 貸倒引当金繰入額

(6) モニタポイント引当金繰入額

400千円

10,000千円

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成17年３月31日現在)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成18年３月31日現在)

 

現金及び預金勘定 303,307千円

現金及び現金同等物 303,307千円
   

現金及び預金勘定 781,549千円

現金及び現金同等物 781,549千円



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

  

時価評価されていない有価証券 

 
  

(デリバティブ取引関係) 

  

 
  

(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、退職金規定に基づく退職一時金制度を採用しております。なお、当社及び

連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法(自己都合退職による期末要支給額の100％を退職

給付債務とする方法)を採用しております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

 
  

３ 退職給付費用に関する事項 

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引

    (借主側)    (借主側)

 未経過リース料     (千円) 未経過リース料     (千円)

    １年以内 5,505   １年以内 5,505

    １年超 25,801   １年超 19,717

     合計 31,307    合計 25,223

区分

前連結会計年度
（平成17年３月31日)

当連結会計年度
（平成18年３月31日)

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券

  非上場株式 － 14,000

合計 － 14,000

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っ

ておりませんので、該当事項はありません。

同左

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

退職給付債務(千円) 3,409 2,967

退職給付引当金(千円) 3,409 2,967

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

退職給付費用(千円) 3,914 1,895



４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社及び連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しておりますので、基礎率等に

ついて記載する事項はありません。 

  



(税効果会計関係) 

  

 
  

前連結会計年度
（平成17年３月31日)

当連結会計年度
（平成18年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

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別

内訳

 

繰延税金資産(流動)

貸倒引当金 410千円

賞与引当金 402千円

未払事業税 5,335千円

その他 44千円

繰延税金資産(流動)合計 6,192千円

繰延税金資産(流動)

貸倒引当金 151千円

賞与引当金 568千円

未払事業税

モニタポイント引当金

1,047千円

4,100千円

その他 63千円

繰延税金資産(流動)合計 5,930千円

 

  繰延税金資産(固定)

退職給付引当金 1,263千円

役員退職慰労引当金 7,002千円

その他 16千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △456千円

繰延税金資産(固定)合計 7,826千円

繰延税金資産合計 14,018千円

  繰延税金資産(固定)

退職給付引当金 1,216千円

役員退職慰労引当金 10,246千円

繰延資産 180千円

繰越税額控除 1,468千円

繰越欠損金 4,891千円

その他 486千円

 小計 18,489千円

評価性引当額 △4,105千円

 合計 14,383千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △291千円

繰延税金資産(固定)合計 14,092千円

繰延税金資産合計 20,022千円

 

  繰延税金負債(固定)

特別償却準備金 △456千円

繰延税金資産(固定)との相殺 456千円

計 ―

繰延税金負債合計 ―

差引：繰延税金資産の純額 14,018千円
 

  繰延税金負債(固定)

特別償却準備金 △291千円

繰延税金資産(固定)との相殺 291千円

計 ―

繰延税金負債合計 ―

差引：繰延税金資産の純額 20,022千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 41.0％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％

住民税均等割等 1.1％

繰越欠損金 △8.2％

その他 △1.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.7％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 41.0％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 15.4%

住民税均等割等 7.7%

赤字子会社の未認識税効果 △34.8％

繰越税額控除 12.4％

繰越欠損金の発生 41.4％

その他 2.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 86.0％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業は役務の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な役務 

 
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の金額は86,121千円であり、その主なものは

当社の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の金額は352,650千円であり、その主なものは当社での

余資運用資金(現金及び預金等)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却額が含まれております。 

  

PBISM事業 
(千円)

マーケティング
リサーチ事業 
(千円)

計(千円)
消去又は全社 
(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

 売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

487,026 543,779 1,030,805 ― 1,030,805

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 487,026 543,779 1,030,805 ― 1,030,805

営業費用 261,426 523,983 785,409 86,121 871,530

営業利益 225,600 19,795 245,395 (86,121) 159,274

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

 資産 133,496 145,953 279,450 352,650 632,101

 減価償却費 416 4,178 4,595 780 5,375

 資本的支出 2,192 9,319 11,512 2,137 13,650

PBISM事業 …………………………プライバシーマーク認定取得コンサルティング、ISMS認証取得コンサ

ルティング

マーケティングリサーチ事業……各種マーケティングリサーチ、ユーザーニーズ調査



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業は役務の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な役務 

 
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の金額は184,143千円であり、その主なもの

は当社の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の金額は852,154千円であり、その主なものは当社での

余資運用資金(現金及び預金等)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却額が含まれております。 

  

PBISM事業 
(千円)

マーケティング
リサーチ事業 
(千円)

計(千円)
消去又は全社 
(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

640,444 637,602 1,278,047 ― 1,278,047

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 640,444 637,602 1,278,047 ― 1,278,047

営業費用 484,321 578,192 1,062,514 184,143 1,246,657

営業利益 156,123 59,410 215,533 (184,143) 31,389

Ⅱ 資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 207,472 213,924 421,397 852,154 1,273,551

減価償却費 1,094 9,103 10,198 1,753 11,951

資本的支出 19,642 26,425 46,067 1,255 47,332

PBISM事業 …………………………プライバシーマーク認定取得コンサルティング、ISO27001認証取得コ

ンサルティング

マーケティングリサーチ事業……各種マーケティングリサーチ、ユーザーニーズ調査



【所在地別セグメント情報】 

  
前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年

４月１日 至 平成18年３月31日) 

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

ん。 

  

【海外売上高】 

  
前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年

４月１日 至 平成18年３月31日) 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

(2) 役員及び個人主要株主等 

 
(注) １ 関連当事者との取引金額は、消費税抜の金額で記載しております。 

２ 当社の金融機関からの借入に対して債務保証を受けているものであります。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

(2) 役員及び個人主要株主等 

 
(注) 当社の金融機関からの借入に対して債務保証を受けているものであります。なお、債務保証に対して保証料の 

   支払及び担保の提供は行っておりません。また、平成17年８月12日に借入金全額を返済したことにより、当該債 

   務保証は全て解消されております。 

  

属性 氏名 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

役員 村松澄夫
千葉県 
佐倉市

―
当社代表 
取締役社長

(被所有)
直接 42.6

― ―

当社銀行借
入に対する
債務保証 
(注)２

17,670 ― ―

属性 氏名 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

役員 村松澄夫
千葉県 
佐倉市

―
当社代表 
取締役社長

(被所有)
直接 37.1

― ―

当社銀行借
入に対する
債務保証 
(注)

― ― ―



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり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。 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 100,660.42円

１株当たり当期純利益金額 21,790.21円

１株当たり純資産額 151,828.17円

１株当たり当期純利益金額 304.64円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 290.54円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載し

ておりません。

――――――――

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当期純利益(千円) 95,368 1,656

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 (うち利益処分による役員賞与金) (―) (―)

普通株式に係る当期純利益(千円) 95,368 1,656

期中平均株式数(株) 4,377 5,439

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

 当期純利益調整額 ― ―

 普通株式増加数（株） ― 264

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

平成17年３月24日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション(普通株式505株)
及び第１回新株引受権付
無担保社債(普通株式
1,300株)。 
これらの詳細は、「第４
提出会社の状況 １ 株
式等の状況」に記載して
おります。

―



(重要な後発事象) 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

該当事項はありません。 

 

 

株式分割による新株発行

当社は、平成18年１月24日開催の当社取締役会の決議

に基づき、次のように株式分割による新株式を発行して

おります。

１. 平成18年４月１日付をもって普通株式１株につき５

株の割合をもって分割します。

 (1) 分割により増加する株式数 

 普通株式     27,840株

 (2) 分割方法 

 平成18年３月31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

につき５株の割合をもって分割します。

２. 配当起算日

    平成18年４月１日

     当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報及び当期

首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度にお

ける１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとな

ります。

前連結会計年度 当連結会計年度

一株当たり純資産額 一株当たり純資産額

19,322.68円  30,365.63円

一株当たり当期純利益金額 一株当たり当期純利益金額

4,358.04円 60.93円

潜在株式調整後一株当たり
当期純利益金額

潜在株式調整後一株当たり
当期純利益金額

 ― 54.54円

株式取得による連結子会社化

当社は、平成18年5月24日開催の取締役会決議に基づ

き、日本データベース開発株式会社の全株式を取得いた

しました。その結果、日本データベース開発株式会社は

当社の連結子会社となりました。

 (1) 株式取得の目的 

マーケティングリサーチ事業の強化

 (2) 株式取得の相手会社の名称 

 株式会社平和情報センター

 (3) 株式を取得する会社の名称、事業内容、規模 

①会社の名称 日本データベース開発株式会社 

②事業内容  辞書開発事業、コンテンツ事業、 

       電子図書館支援事業及びシステム 

       開発・運用支援事業 

③規模    総資産 147,903千円 

       年商  622,474千円 

       (平成18年３月期)

 (4) 株式取得の時期 

 平成18年５月30日

 (5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比

率 

①取得する株式の数  400株 

②取得価額      50,000千円 

③取得後の持分比率  100％





⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

 
  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

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 ― 3,336 2.3 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 7,644 ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

15,509 ― ― ―

その他の有利子負債 ― ― ― ―

計 23,153 3,336 ― ―



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３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31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 257,595 741,554

 ２ 受取手形 525 6,627

 ３ 売掛金 194,911 171,049

 ４ 仕掛品 2,889 3,258

 ５ 貯蔵品 742 1,130

 ６ 前払費用 2,014 3,146

 ７ 関係会社短期貸付金 28,750 35,000

 ８ 繰延税金資産 5,059 4,344

 ９ 未収還付法人税等 ― 10,574

 10 その他 ※２ 1,689 1,900

   貸倒引当金 △1,000 △1,000

  流動資産合計 493,176 85.5 977,585 86.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物附属設備 3,136 3,956

    減価償却累計額 △664 2,471 △1,063 2,892

  (2) 工具器具備品 10,569 9,669

    減価償却累計額 △5,889 4,680 △6,901 2,767

   有形固定資産合計 7,151 1.2 5,660 0.5



 
  

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 22,929 55,143

  (2) その他 107 107

   無形固定資産合計 23,036 4.0 55,251 4.9

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 － 14,000

  (2) 関係会社株式 10,000 30,000

  (3) 敷金・保証金 35,704 33,309

  (4) 繰延税金資産 7,826 13,911

  (5) その他 115 35

   投資その他の資産合計 53,645 9.3 91,257 8.1

  固定資産合計 83,834 14.5 152,168 13.5

  資産合計 577,011 100.0 1,129,754 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※２ 8,679 20,939

 ２ 一年内返済予定 
   長期借入金

5,640 －

 ３ 未払金 12,482 15,790

 ４ 未払費用 13,881 12,822

 ５ 未払法人税等 53,500 820

 ６ 未払消費税等 21,005 6,763

 ７ 預り金 9,065 8,388

 ８ 新株引受権 1,300 －

 ９ モニタポイント引当金 － 10,000

  流動負債合計 125,553 21.8 75,525 6.7



 
  

前事業年度
(平成17年３月31日)

当事業年度 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 12,030 －

 ２ 退職給付引当金 3,409 2,967

 ３ 役員退職慰労引当金 17,080 24,991

  固定負債合計 32,519 5.6 27,958 2.5

  負債合計 158,073 27.4 103,483 9.2

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※１ 243,751 42.2 514,451 45.5

Ⅱ 資本剰余金

   資本準備金 112,950 459,310

  資本剰余金合計 112,950 19.6 459,310 40.7

Ⅲ 利益剰余金

 １ 任意積立金

    特別償却準備金 1,111 645

 ２ 当期未処分利益 61,125 51,864

  利益剰余金合計 62,236 10.8 52,509 4.6

  資本合計 418,938 72.6 1,026,271 90.8

  負債・資本合計 577,011 100.0 1,129,754 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
 至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 841,636 100.0 905,963 100.0

Ⅱ 売上原価 434,409 51.6 454,270 50.1

   売上総利益 407,227 48.4 451,692 49.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 271,290 32.2 446,742 49.3

   営業利益 135,936 16.2 4,950 0.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 ※２ 303 420

 ２ 助成金収入 740 －

 ３ 雑収入 1,292 2,336 0.3 257 678 0.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 155 46

 ２ 為替差損 690 41

 ３ 新株発行費償却 4,792 8,669

 ４ 株式公開費用 － 10,241

 ５ 雑損失 803 6,441 0.8 795 19,794 2.2

   経常利益又は 
   経常損失(△)

131,831 15.7 △14,165 △1.6

Ⅵ 特別損失

   過年度役員退職慰労 
   引当金繰入額

13,300 1.6 － －

   税引前当期純利益又は 
   税引前当期純損失(△)

118,531 14.1 △14,165 △1.6

   法人税、住民税及び 
   事業税

50,878 932

   法人税等調整額 △13,506 37,372 4.5 △5,371 △4,438 △0.5

   当期純利益又は 
   当期純損失(△)

81,158 9.6 △9,726 △1.1

   前期繰越利益又は 
   前期繰越損失(△)

△20,033 61,591

   当期未処分利益 61,125 51,864



売上原価明細書 

  

 
  

(注) 

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

Ⅰ 材料費 ― ― ― ―

Ⅱ 労務費 227,384 52.4 250,047 55.0

Ⅲ 経費 206,514 47.6 204,592 45.0

当期総製造費用 433,898 100.0 454,639 100.0

期首仕掛品たな卸高 3,399 2,889

合計 437,298 457,528

期末仕掛品たな卸高 2,889 3,258

売上原価 434,409 454,270

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

原価計算の方法 

 原価計算の方法は、テーマ別(プロジェクト別)個別原

価計算によっております。

原価計算の方法

同左



③ 【利益処分計算書】 

  

 
(注) 日付は株主総会承認日であります。 

  

前事業年度
(平成17年６月28日)

当事業年度
(平成18年６月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 61,125 51,864

Ⅱ 任意積立金取崩額

   特別償却準備金取崩額 465 232

合計 61,591 52,097

Ⅲ 利益処分額 ― ―

Ⅳ 次期繰越利益 61,591 52,097



重要な会計方針 

  

項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 関係会社株式

  移動平均法による原価法を採用し
 ております。

――――――――

(1) 関係会社株式

同左

(2) その他有価証券
  時価のないもの 
    移動平均法による原価法を採 
   用しております。

２ 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を採用しており

ます。

仕掛品

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(l) 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

す。

建物附属設備    15年

工具器具備品    ４年～６年

(l) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左

４ 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。

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に

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

 
 
 

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

(自己都合退職による期末要支給額

の100％)の見込額に基づき計上して

おります。

(2) 退職給付引当金

同左

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

同左



  

 
  

項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５ 引当金の計上基準 (追加情報)

当事業年度において、役員退職慰労

金規程を制定しております。これに伴

い、当事業年度より役員の退職慰労金

の支出に備え、内規に基づく期末要支

給額を役員退職慰労引当金として計上

することといたしました。

この結果、従来の方法に比し、営業

利益及び経常利益はそれぞれ3,780千

円減少し、税引前当期純利益は17,080

千円減少しております。

――――――――

―――――――― (4) モニタポイント引当金
モニタに対するインセンティブと
して付与したポイントの利用による
プレゼント交換費用に備えるため、
当事業年度末において将来利用され
ると見込まれる額を計上しておりま
す。 
（追加情報） 
 従来、モニタポイントについては
モニタのポイント利用時に費用化し
ておりましたが、近年、ポイント利
用の増加傾向が顕著になったことに
伴い、費用負担額の重要性が高まっ
たこと及び当会計期間において過去
の実績に基づく引当金の合理的な算
定が可能となったことから、当会計
期間末よりモニタポイント引当金を
計上することとしました。 
 この結果、従来の方法によった場
合に比べ、営業利益は10,000千円減
少し、経常損失及び税引前当期純損
失はそれぞれ10,000千円増加してお
ります。

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左



重要な会計方針の変更 

 
  

注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

(損益計算書関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

―――――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、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。

前事業年度 
(平成17年３月31日)

当事業年度
(平成18年３月31日)

※１ 授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数        普通株式 11,960株

発行済株式総数      普通株式 4,560株

※１ 授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数        普通株式 18,800株

発行済株式総数      普通株式 6,960株

 

※２ 関係会社項目

    関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

流動資産

 未収入金 1,102千円

流動負債

 買掛金 2,431千円
   

※２ 関係会社項目

     関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

流動資産

 未収入金 1,500千円

流動負債

 買掛金 2,245千円

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は41％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は59％で

あります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

(1) 役員報酬 21,630千円

(2) 給料手当 56,402千円

(3) 地代家賃 16,042千円

(4) 広告宣伝費 28,720千円

(5) 顧問料 13,737千円

(6) 減価償却費 2,620千円

(7) 貸倒引当金繰入額 700千円

(8) 役員退職慰労引当金繰入額 3,780千円
 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は44％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は 56％

であります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

(1) 役員報酬 46,369千円

(2) 給料手当 129,194千円

(3) 地代家賃 29,685千円

(4) 広告宣伝費 29,784千円

(5) モニタ管理費 22,070千円

(6) 減価償却費 4,529千円

(7) 役員退職慰労引当金繰入額 7,911千円

(8) モニタポイント引当金繰入額 10,000千円

 

※２ 関係会社取引

   営業外収益

受取利息 294千円
 

※２ 関係会社取引

   営業外収益

受取利息 417千円



(リース取引関係) 
  

 
  

(有価証券関係) 
  

 前事業年度（平成17年３月31日）及び当事業年度（平成18年３月31日）における関係会社株式で時価

のあるものはありません。 

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引

    (借主側)    (借主側)

 未経過リース料     (千円) 未経過リース料     (千円)

    １年以内 5,505   １年以内 5,505

    １年超 25,801   １年超 19,717

     合計 31,307    合計 25,223



(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度
（平成17年３月31日)

当事業年度
（平成18年３月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

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別

内訳

 

繰延税金資産(流動)

貸倒引当金 410千円

未払事業税 4,649千円

繰延税金資産(流動)合計 5,059千円

繰延税金資産(流動)

貸倒引当金 151千円

未払事業税

モニタポイント引当金

93千円

4,100千円

繰延税金資産(流動)合計 4,344千円

 

  繰延税金資産(固定)

退職給付引当金 1,263千円

役員退職慰労引当金 7,002千円

その他 16千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △456千円

繰延税金資産(固定)合計 7,826千円

繰延税金資産合計 12,885千円

  繰延税金資産(固定)

退職給付引当金 1,216千円

役員退職慰労引当金 10,246千円

繰越税額控除 1,468千円

繰越欠損金 786千円

その他 486千円

繰延税金負債(固定)との相殺 △291千円

繰延税金資産(固定)合計 13,911千円

繰延税金資産合計 18,256千円

  繰延税金負債(固定)

特別償却準備金 △456千円

繰延税金資産(固定)との相殺 456千円

計 ―

繰延税金負債合計 ―

差引：繰延税金資産の純額 12,885千円
 

  繰延税金負債(固定)

特別償却準備金 △291千円

繰延税金資産(固定)との相殺 291千円

計 ―

繰延税金負債合計 ―

差引：繰延税金資産の純額 18,256千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 41.0％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％

住民税均等割等 0.4％

繰越欠損金 △9.6％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.4％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

  税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略

しております。



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 95,720.83円

１株当たり当期純利益金額 18,543.55円

１株当たり純資産額 147,452.77円

１株当たり当期純損失金額 △1,788.36円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

 

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 81,158 △9,726

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(千円)

81,158 △9,726

期中平均株式数(株) 4,377 5,439

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

平成17年３月24日臨時株
主総会決議ストックオプ
ション(普通株式505株)
及び第１回新株引受権付
無担保社債(普通株式
1,300株)。 
これらの詳細は、「第４
提出会社の状況 １ 株
式等の状況」に記載して
おります。

―



(重要な後発事象) 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

該当事項はありません。 

 

 

株式分割による新株発行

当社は、平成18年１月24日開催の当社取締役会の決議

に基づき、次のように株式分割による新株式を発行して

おります。

１. 平成18年４月１日付をもって普通株式１株につき５

株の割合をもって分割します。

 (1) 分割により増加する株式数 

 普通株式     27,840株

 (2) 分割方法 

 平成18年３月31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

につき５株の割合をもって分割します。

２. 配当起算日

    平成18年４月１日

     当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報及び当期首に

行われたと仮定した場合の当事業年度における１株

当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

前事業年度 当事業年度

一株当たり純資産額 一株当たり純資産額

18,374.48円  29,490.55円

一株当たり当期純利益金額 一株当たり当期純利益金額

3,708.71円 △357.69円

潜在株式調整後一株当たり
当期純利益金額

潜在株式調整後一株当たり
当期純利益金額

 ―  ― 

株式取得による子会社化

当社は、平成18年5月24日開催の取締役会決議に基づ

き、日本データベース開発株式会社の全株式を取得いた

しました。その結果、日本データベース開発株式会社は

当社の子会社となりました。

 (1) 株式取得の目的 

 マーケティングリサーチ事業の強化

 (2) 株式取得の相手会社の名称 

 株式会社平和情報センター

 (3) 株式を取得する会社の名称、事業内容、規模 

①会社の名称 日本データベース開発株式会社 

②事業内容  辞書開発事業、コンテンツ事業、 

       電子図書館支援事業及びシステム 

       開発・運用支援事業 

③規模    総資産 147,903千円 

       年商  622,474千円 

       (平成18年３月期)

 (4) 株式取得の時期 

 平成18年５月30日

 (5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比

率 

①取得する株式の数  400株 

②取得価額      50,000千円 

③取得後の持分比率  100％



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 
  

【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

 
  

投資有価証券 その他有価証券
種類及び銘柄 株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

㈱モバイルリサーチ 280 14,000

計 280 14,000

資産の種類
前期末残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

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

 建物附属設備 3,136 820 ― 3,956 1,063 399 2,892

 工具器具備品 10,569 546 1,446 9,669 6,901 2,459 2,767

有形固定資産計 13,706 1,366 1,446 13,625 7,965 2,858 5,660

無形固定資産

 ソフトウェア 26,478 40,325 ― 66,803 11,659 8,110 55,143

 その他 107 ― ― 107 ― ― 107

無形固定資産計 26,586 40,325 ― 66,911 11,659 8,110 55,251

建物附属設備 増加額(千円) サーバー室個別空調設置工事(本社) 820

工具器具備品 増加額(千円) テナント袖看板表示取付工事(本社) 300

ソフトウェア 増加額(千円) Sprio二次開発 24,000

ソフトウェア 増加額(千円) Madia Auto Navigation IT tool一式 9,700



【資本金等明細表】 

  

 
(注) １ 発行済普通株式、資本金及び資本準備金の増加の原因は、次のとおりであります。 

(1) 新株引受権の権利行使 

株式 1,300株    資本金  65,000千円    資本準備金  66,300千円 

(2) 有償一般募集 

株式 1,100株    資本金 205,700千円    資本準備金 280,060千円 

  

【引当金明細表】 

  

 
(注)  貸倒引当金の「当期減少額（その他）」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) 243,751 270,700 ― 514,451

資本金のうち 
既発行株式

普通株式 (株) (4,560) (2,400) ( ―) (6,960)

普通株式 (千円) 243,751 270,700 ― 514,451

計 (株) (4,560) (2,400) ( ―) (6,960)

計 (千円) 243,751 270,700 ― 514,451

資本準備金及び 
その他資本剰余金

(資本準備金)

 株式払込剰余金 (千円) 112,950 346,360 ― 459,310

計 (千円) 112,950 346,360 ― 459,310

利益準備金及び 
任意積立金

(任意積立金)

 特別償却準備金 (千円) 1,111 ― 465 645

計 (千円) 1,111 ― 465 645

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 1,000 1,000 ― 1,000 1,000

モニタポイント引当金 ― 10,000 ― ― 10,000

役員退職慰労引当金 17,080 7,911 ― ― 24,991



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

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 

  

 
  

③ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

  

 
  

区分 金額(千円)

現金 703

預金

普通預金 740,851

小計 740,851

合計 741,554

相手先 金額(千円)

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ 6,627

合計 6,627

期日別 金額(千円)

平成18年5月 5,257

平成18年7月 1,370

合計 6,627

相手先 金額(千円)

㈱リコー 23,647

キヤノン㈱ 19,409

エヌ・ティ・ティ・リース㈱ 12,915

㈱Ｎow Ｌoading 9,975

㈱沖データ 5,386

その他 99,715

合計 171,049



(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 

  

 
  

⑥ 敷金・保証金 

  

 
  

前期繰越高(千円) 
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

次期繰越高(千円)
 
(Ｄ)

 

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

194,911 2,442,535 2,466,397 171,049 93.5 27.3

品目 金額(千円)

リサーチ 1,255

コンサルティング 2,002

合計 3,258

品目 金額(千円)

図書券 85

書籍 1,044

合計 1,130

相手先 金額(千円)

朝日生命保険相互会社 26,649

㈱丸富本店 4,754

㈲新大阪プロパティーズ 1,805

㈱インタースペース 100

合計 33,309



⑦ 買掛金 

  

 
  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(千円)

Ｄirective Ａnalytics 11,299

㈱ベル・マーケティング・サービス 1,580

㈱ネットマイル 1,574

ＧＭＯリサーチ㈱ 1,413

Ｇlobal Ｍarket Insite 1,350

その他 3,722

合計 20,939



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ますが、現在端株は生じておりません。 

     2  平成18年６月29日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、当会社の公告方法は次のとおり

となりました。 

 当会社の公告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って電子公告による公告

を行うことが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載してする。 

 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 

 http://www.vlcank.com/ 

  

  

  

決算期 ３月31日

定時株主総会 営業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 ３月31日

株券の種類 １株券、10株券

中間配当基準日 ９月30日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
 住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 無料

端株の買取り

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号
 住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号
 住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社 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

株主に対する特典 該当事項はありません。



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、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) 有価証券届出書及びその添付書類 

有償一般募集増資(ブックビルディング方式による募集)及び株式売出し(ブックビルディング方式によ

る売出し)に係る有価証券届出書を平成17年11月10日関東財務局長に提出 

  

(2) 有価証券届出書の訂正届出書 

上記(1)に係る訂正届出書を平成17年11月24日及び平成17年12月５日関東財務局長に提出 

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成17年11月７日

株式会社 バルク 

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

ている株式会社バルクの平成16年４月１日から平成17年３月31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、株式会社バルク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 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  磯  貝  和  敏  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  牧  野  隆  一  ㊞

(注) 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(有価証券届出書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年６月29日

株式会社 バルク 

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

ている株式会社バルクの平成17年４月１日から平成18年３月31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、株式会社バルク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。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年5月30日付で日本データベース開発株式会社

の全株式を取得し、連結子会社化した。 

  

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 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  磯  貝  和  敏  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  牧  野  隆  一  ㊞

(注) 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。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成17年11月７日

株式会社 バルク 

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

ている株式会社バルクの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第11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、株式会社バルクの平成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 
  

 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  磯  貝  和  敏  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  牧  野  隆  一  ㊞

(注) 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(有価証券届出書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 

  

平成18年６月29日

株式会社 バルク 

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

ている株式会社バルクの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第12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、株式会社バルクの平成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。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年5月30日付で日本データベース開発株式会社

の全株式を取得し、子会社化した。 

  

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 
  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  磯  貝  和  敏  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  牧  野  隆  一  ㊞

(注) 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。
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