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１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成18年２月24日付をもって提出いたしました第11期中（自 平成17年６月１日 至 平成17年11月30日）の半期報告書の記載

事項のうち、一部に誤りがありましたので、半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

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 

第２ 事業の状況 

２ 制作、受注及び販売の状況 

第４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 

(2）新株予約権等の状況 

① 新株予約権 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は      で示しております。 



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】 

  （訂正前） 

  

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 
６月１日 

至 平成15年 
11月30日 

自 平成16年
６月１日 

至 平成16年 
11月30日 

自 平成17年
６月１日 

至 平成17年 
11月30日 

自 平成15年 
６月１日 

至 平成16年 
５月31日 

自 平成16年
６月１日 

至 平成17年 
５月31日 

売上高 （千円） 1,054,154 1,486,144 2,298,987 2,361,330 3,562,989

経常利益又は経常損失
（△） 

（千円） 249 △47,745 103,326 △33,381 86,109

中間（当期）純利益又は中
間（当期）純損失（△） 

（千円） △13,525 △69,396 102,065 △49,699 28,221

持分法を適用した場合の投
資利益 

（千円） ─ ─ ─ ─ ─

資本金 （千円） 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

発行済株式総数 （株） 27,210 27,210 27,210 27,210 27,210

純資産額 （千円） 616,937 511,323 711,321 580,763 609,028

総資産額 （千円） 1,187,949 1,104,825 1,594,337 1,134,091 1,435,833

１株当たり純資産額 （円） 22,673.19 18,791.76 26,141.91 21,343.76 22,382.54

１株当たり中間（当期）純
利益又は１株当たり中間
（当期）純損失（△） 

（円） △497.08 △2,550.42 3,751.03 △1,826.50 1,037.17

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益 

（円） ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり中間（年間）配
当額 

（円） ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 （％） 51.9 46.3 44.6 51.2 42.4

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） 9,118 △10,201 △36,246 △125,099 254,290

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） 6,418 △105,530 △7,577 16,105 △130,891

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） 200,000 59,004 △56,996 109,170 80,008

現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

（千円） 568,954 296,864 456,180 353,593 557,000

従業員数 
（他、臨時雇用者数） 

（名） 
98 
(4) 

118
(5) 

104
(6) 

117 
(11) 

92
(4) 



  （訂正後） 

  

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 
６月１日 

至 平成15年 
11月30日 

自 平成16年
６月１日 

至 平成16年 
11月30日 

自 平成17年
６月１日 

至 平成17年 
11月30日 

自 平成15年 
６月１日 

至 平成16年 
５月31日 

自 平成16年
６月１日 

至 平成17年 
５月31日 

売上高 （千円） 1,054,154 1,486,144 2,298,987 2,361,330 3,562,989

経常利益又は経常損失
（△） 

（千円） 249 △47,745 103,326 △33,381 86,109

中間（当期）純利益又は中
間（当期）純損失（△） 

（千円） △13,525 △69,396 102,065 △49,699 28,221

持分法を適用した場合の投
資利益 

（千円） ─ ─ ─ ─ ─

資本金 （千円） 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

発行済株式総数 （株） 27,210 27,210 27,210 27,210 27,210

純資産額 （千円） 616,937 511,323 711,321 580,763 609,028

総資産額 （千円） 1,187,949 1,104,825 1,594,337 1,134,091 1,435,833

１株当たり純資産額 （円） 22,673.19 18,791.76 26,141.91 21,343.76 22,382.54

１株当たり中間（当期）純
利益又は１株当たり中間
（当期）純損失（△） 

（円） △497.08 △2,550.42 3,751.03 △1,826.50 1,037.17

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益 

（円） ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり中間（年間）配
当額 

（円） ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 （％） 51.9 46.3 44.6 51.2 42.4

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） 9,118 △10,201 △36,246 △125,099 254,290

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） 6,418 △105,530 △7,577 16,105 △130,891

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） 200,000 59,004 △56,996 109,170 80,008

現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

（千円） 568,954 296,864 456,180 353,593 557,000

従業員数 
（他、臨時雇用者数） 

（名） 
98 
(4) 

118
(5) 

104
(6) 

117 
(11) 

90
(6) 



第２【事業の状況】 

  

２【制作、受注及び販売の状況】 

(3）受注実績 

  （訂正前） 

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記金額は、販売価格によっております。 

３ 当中間会計期間より上記金額については、「(2) 広告及び商品の仕入実績」に対応するものを含めて記載しておりま

す。なお、前年同期比については、「(2) 広告及び商品の仕入実績」に対応するものを含めた場合の前年同期実績（デ

ジタルマーケティング事業：受注高1,715,322千円、受注残高355,427千円、メディア＆ツール事業：受注高174,666千

円、受注残高52,815千円、合計：受注高1,889,989千円、受注残高408,242千円）との比較を行っております。 

４ 前中間会計期間において記載しておりました「Ｗｅｂインテグレーション事業」は、当中間会計期間より「デジタル

マーケティング事業」と「メディア＆ツール事業」に分けて記載しております。 

  

  （訂正後） 

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記金額は、販売価格によっております。 

３ 当中間会計期間より上記金額については、「(2) 広告及び商品の仕入実績」に対応するものを含めて記載しておりま

す。なお、前年同期比については、「(2) 広告及び商品の仕入実績」に対応するものを含めた場合の前年同期実績（デ

ジタルマーケティング事業：受注高1,715,322千円、受注残高355,427千円、メディア＆ツール事業：受注高174,666千

円、受注残高52,815千円、合計：受注高1,889,989千円、受注残高408,242千円）との比較を行っております。 

４ 前中間会計期間において記載しておりました「Ｗｅｂインテグレーション事業」は、当中間会計期間より「デジタル

マーケティング事業」と「メディア＆ツール事業」に分けて記載しております。 

  

区分 
受注高 受注残高 

金額（千円） 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％）

デジタルマーケティング事業 2,129,810 124.1 299,032 84.1 

メディア＆ツール事業 290,371 166.2 30,878 58.4 

合計 2,420,181 128.0 329,910 80.8 

区分 
受注高 受注残高 

金額（千円） 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％）

デジタルマーケティング事業 2,114,104 123.2 299,031 84.1 

メディア＆ツール事業 290,607 166.4 30,831 58.3 

合計 2,404,712 127.2 329,861 80.8 



第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(2）【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

  （訂正前） 

第９回定時株主総会決議日（平成16年８月26日）

  
中間会計期間末現在
（平成17年11月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年１月31日） 

新株予約権の数 718個 718個 

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 718株 718株 

新株予約権の行使時の払込金額 45,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年９月１日～
平成26年７月31日 

同左 

新株予約権の権利行使により発行する株式
の発行価格及び資本組入額 

発行価格   45,000円
資本組入額  22,500円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1）権利者は、当社株式が日本証
券業協会の開設する市場もしく
は日本国内の証券取引所に上場
された後６ヶ月経過した場合に
限り、新株予約権を行使するこ
とができる。 
(2）新株予約権行使時の前年度末
の当社の営業利益が150百万円
以上であることを要する。 
(3）新株予約権の割当てを受けた
者が死亡した場合は、相続人が
その権利を行使することができ
る。 
(4）次の各号に該当する場合、新
株予約権は喪失し、権利行使は
できないものとする。 
① 新株予約権の割当てを受け
た者が、当社の取締役、監査
役もしくは従業員、関連会社
の取締役もしくは従業員、ま
たは当社が業務を委託してい
る会計士もしくはコンサルタ
ントのいずれでもなくなった
場合。ただし、取締役会が認
めた場合はこの限りでない。 
② 新株予約権の割当てを受け
た者が、禁固刑以上の刑に処
せられた場合。 
③ 新株予約権の割当てを受け
た者が、新株予約権の第三者
に対する質入れその他の処分
をした場合。 
④ その他の条件については、
株主総会および取締役会決議
に基づき、当社と新株予約権
の割当てを受けた者との間で
締結する新株予約権付与契約
に定めるところによる。 

同左 

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、
取締役会の承認を要するものとす
る。 

同左 



  （訂正後） 

  

  

  

第９回定時株主総会決議日（平成16年８月26日）

  
中間会計期間末現在
（平成17年11月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年１月31日） 

新株予約権の数 718個 703個 

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 718株 703株 

新株予約権の行使時の払込金額 45,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年９月１日～
平成26年７月31日 

同左 

新株予約権の権利行使により発行する株式
の発行価格及び資本組入額 

発行価格   45,000円
資本組入額  22,500円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

(1）権利者は、当社株式が日本証
券業協会の開設する市場もしく
は日本国内の証券取引所に上場
された後６ヶ月経過した場合に
限り、新株予約権を行使するこ
とができる。 
(2）新株予約権行使時の前年度末
の当社の営業利益が150百万円
以上であることを要する。 
(3）新株予約権の割当てを受けた
者が死亡した場合は、相続人が
その権利を行使することができ
る。 
(4）次の各号に該当する場合、新
株予約権は喪失し、権利行使は
できないものとする。 
① 新株予約権の割当てを受け
た者が、当社の取締役、監査
役もしくは従業員、関連会社
の取締役もしくは従業員、ま
たは当社が業務を委託してい
る会計士もしくはコンサルタ
ントのいずれでもなくなった
場合。ただし、取締役会が認
めた場合はこの限りでない。 
② 新株予約権の割当てを受け
た者が、禁固刑以上の刑に処
せられた場合。 
③ 新株予約権の割当てを受け
た者が、新株予約権の第三者
に対する質入れその他の処分
をした場合。 
④ その他の条件については、
株主総会および取締役会決議
に基づき、当社と新株予約権
の割当てを受けた者との間で
締結する新株予約権付与契約
に定めるところによる。 

同左 

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、
取締役会の承認を要するものとす
る。 

同左 
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