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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、消費税等が含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第８期中、第８期及び第９期中、第９期は中間

(当期)純損失を計上しているため記載しておりません。また、第10期中に係る潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期

会計期間

自 平成16年 
  １月１日 
至 平成16年 
  ６月30日

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成16年 
  １月１日 
至 平成16年 
  12月31日

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

売上高 (千円) 1,128,760 1,073,786 922,522 2,032,785 1,984,460

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) △216,845 △205,042 81,112 △766,822 △762,360

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) △159,077 △287,944 102,893 △755,732 △955,380

純資産額 (千円) 1,359,399 1,094,694 613,756 1,380,466 421,037

総資産額 (千円) 2,093,469 1,916,371 1,404,109 2,321,911 1,355,172

１株当たり純資産額 (円) 360.78 255.90 138.90 322.70 98.42

１株当たり中間純利益 
又は中間(当期) 
純損失(△)

(円) △43.63 △67.31 23.55 △190.72 △223.33

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 64.9 57.1 43.7 59.5 31.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △307,232 △195,207 139,823 △919,956 △339,731

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △34,349 25,798 46,053 △130,440 68,492

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 386,700 △116,766 △26,491 1,225,753 △4,431

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 778,901 622,964 792,854 909,139 633,468

従業員数 (名) 87 91 69 83 88



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等が含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第８期中、第８期及び第９期中、第９期は中間

(当期)純損失を計上しているため記載しておりません。また、第10期中に係る潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。 

  

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期

会計期間

自 平成16年 
  １月１日 
至 平成16年 
  ６月30日

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成16年 
  １月１日 
至 平成16年 
  12月31日

自 平成17年
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

売上高 (千円) 1,117,981 1,026,731 923,213 1,983,887 1,880,405

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) △162,121 △245,202 99,373 △678,744 △761,589

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) △106,829 △347,828 10,640 △706,957 △1,029,111

資本金 (千円) 598,525 903,025 948,145 903,025 903,025

発行済株式総数 (株) 3,845,600 4,345,600 4,486,600 4,345,600 4,345,600

純資産額 (千円) 1,429,098 1,101,035 517,298 1,446,691 416,832

総資産額 (千円) 2,140,498 1,892,938 1,306,994 2,347,260 1,336,397

１株当たり純資産額 (円) 379.27 257.38 117.07 338.18 97.44

１株当たり中間純利益 
又は中間(当期) 
純損失(△)

(円) △29.30 △81.31 2.44 △178.41 △240.57

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 (％) 66.8 58.2 39.6 61.6 31.2

従業員数 (名) 79 75 69 66 75



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)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。 

なお、「３ 関係会社の状況」に記載の１社が当中間連結会計期間において異動がありました。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 
  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成18年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 全社(共通)は、総務、経理等の管理部門及びシステム関連部門の従業員であります。 

３ 当中間連結会計期間において従業員数が、前連結会計年度末に比べ19名減少しておりますが、主として平成

17年12月22日付でコンテンツ事業撤退を決議したために伴うものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年６月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業の内容

議決権の所有
(被所有)割合

関係内容所有
割合 
(％)

(持分法適用関連会社)

㈱グリッド・ソリューションズ 東京都港区 210,000 動画配信事業 27.2 役員の兼任２名

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

マーケティング事業 31

Ｅコマース事業 2

全社(共通) 36

合計 69

従業員数(名) 69



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におけるわが国経済は、堅調な個人消費や企業の設備投資が追い風となり、緩

やかな景気回復基調から、より力強い回復への足取りが見られました。インターネット業界におきま

しても、インターネット利用者数が順調に増加する中、インターネットを通じたサービスは技術の進

展とともに一層多様化し、その市場は拡大を続けております。 

 こうした環境の中、新たな経営体制となった当社グループが、当中間連結会計期間において取り組

むべき最も重要な課題は、前連結会計年度、前々連結会計年度に大幅な営業損失を計上することとな

った高コスト体質を抜本的に改善することでした。 

 まず、収益化が困難であったコンテンツ事業からの撤退を平成17年12月22日の取締役会において決

議し、コンテンツ事業の中核であった子会社２社（株式会社アルゴノーツ、株式会社ディープラネッ

ト）の新規事業活動を期首より停止し、コアコンピタンスであるマーケティング事業及びＥコマース

事業に経営資源を集約いたしました。この結果、売上高は922,522千円（前年同期比14.1％減少）と前

中間連結会計期間に比べ減少いたしましたが、売上原価は153,586千円（同55.2％減少）と大幅に削減

され、売上総利益は768,935千円（同5.2％増加）となりました。 

 また、現状の売上高において純利益ベースの黒字化を達成するべく、あらゆる支出の内容を見直し

た上で費用対効果の低い経費の削減を推進し、より採算性を重視した組織への再編と経営管理体制の

強化に取り組んだ結果、販売費及び一般管理費は676,862千円（同27.8％減少）となり、経常利益

81,112千円（前年同期は205,042千円の経常損失）、中間純利益102,893千円（前年同期は287,944千円

の中間純損失）となりました。 

  

当中間連結会計期間における事業別（商品別）の売上高は次のとおりです。 

① マーケティング事業 

マーケティング事業の売上高は819,495千円（前年同期比2.6％増加）となりました。 

 商品別では、ダイレクトＥメール広告「DEmail」はメール広告市場の低迷により引き続き厳しい

環境にありますが、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社との業務提携による販

売強化等により売上高は618,975千円（同2.3％増加）となりました。インターネット調査サービス

「ターゲットリサーチ」は、クライアントの安定的なリピート受注などにより売上高は91,748千円

（同10.5％増）となりました。HTML版マガジン広告「マグスタ」は、積極的にタイアップ案件の増

刊に取り組みましたが、発行タイトルの見直し等により売上高は107,106千円（同3.2％減少）とな

りました。 

② Ｅコマース事業 

Ｅコマース事業は、自社ショッピングサイト「ドリームカタログ」において積極的に商品ライン

ナップの拡充を図りましたが、売上高は103,026千円（前年同期比17.1％減少）となりました。 

③ コンテンツ事業 

コンテンツ事業は、当中間連結会計期間において売上高及び営業利益は計上されておりません。



(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連結ベースの現金及び現金同等物は、税金等調整前中間純利益による

増加及び売上債権の減少等の要因により前連結会計年度末に比べ159,386千円増加し、792,854千円と

なりました。 

  

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

税金等調整前中間純利益104,390千円による増加に加え、債権回収サイトの短縮による売上債権

の減少等の増加要因があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは139,823千円のプラス(前

年同期間は195,207千円のマイナス)となりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

関係会社の株式取得による支出4,900千円等があったものの、無形固定資産の売却による収入

47,341千円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは、46,053千円のプラス(前年同期間は

25,798千円のプラス)となりました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

株式の発行による収入90,240千円と、長期借入金の返済による支出116,731千円が相殺され、財

務活動によるキャッシュ・フローは、26,491千円のマイナス(前年同期間は116,766千円のマイナ

ス)となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社グループでは、前連結会計年度をもってコンテンツ事業から撤退をしておりますので、当中間連

結会計期間において生産に該当する事項はありません。 

  

(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間の仕入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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額は、仕入価格によっております。 

 ３ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  

(3) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注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 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 受注残高は、広告主から申込書を受け入れており、いまだ役務を提供していないものの金額を記載して

おります。 

 ３ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

区分
金額 
(千円)

構成比
(％)

金額
(千円)

構成比
(％)

金額 
(千円)

構成比 
(％)

Ｅコマース事業 70,588 96.5 78,772 100.0 158,952 97.3

コンテンツ事業 2,576 3.5 ― ― 4,456 2.7

合計 73,164 100.0 78,772 100.0 163,409 100.0

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

区分
受注高
(千円)

受注残高
(千円)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

受注高
(千円)

受注残高
(千円)

マーケティング 
事業

オプトインメール®
「DEmail」

605,329 ― 618,975 ― 1,103,587 ―

インターネットリ
サーチ 
「ターゲットリサ
ーチ」

83,017 ― 91,748 ― 191,638 ―

HTMLマガジン 
「マグスタ」

132,123 55,367 133,511 59,315 229,162 32,910

その他 ― ― 1,665 ― ― ―

小計 820,470 55,367 845,900 59,315 1,524,388 32,910

Ｅコマース事業 124,237 ― 103,026 ― 244,836 ―

コンテンツ事業 150,590 ― ― ― 214,290 ―

合計 1,095,298 55,367 948,927 59,315 1,983,515 32,910



(4) 販売実績 

当中間連結会計期間における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 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 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

対前年
増減率 
(％)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

区分
金額
(千円)

構成比
(％)

金額
(千円)

構成比
(％)

金額
(千円)

構成比
(％)

マーケティング 
事業

オプトインメール®
「DEmail」

605,329 56.4 618,975 67.1 2.3 1,103,587 55.6

インターネットリ
サーチ 
「ターゲットリサ
ーチ」

83,017 7.7 91,748 10.0 10.5 191,638 9.7

HTMLマガジン 
「マグスタ」

110,611 10.3 107,106 11.6 △3.2 230,107 11.6

その他 ― ― 1,665 0.1 ― ― ―

小計 798,958 74.4 819,495 88.8 2.6 1,525,333 76.9

Ｅコマース事業 124,237 11.6 103,026 11.2 △17.1 244,836 12.3

コンテンツ事業 150,590 14.0 ― ― △100.0 214,290 10.8

合計 1,073,786 100.0 922,522 100.0 △14.1 1,984,460 100.0

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

デジタル・アドバタイジ
ング・コンソーシアム㈱

579,673 54.0 583,666 63.3



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、200万人を超える会員データベースをアセットの中核に位置づけ、常にアクティブ

で質の高いデータベースの構築に努めると同時に、インターネット技術の進化とともに多様化するクラ

イアントニーズ及びインターネットユーザーニーズに対応すべく、新たなインターネットサービスを提

供してまいります。 

 当社グループは中長期的な事業拡大を目指し、以下の課題に取り組んでまいります。 

① 事業採算性の改善 

 当社グループは、前連結会計年度において759,812千円、前々連結会計年度において757,709千円の営

業損失を計上しております。当社グループがまず最優先して取り組むべき経営課題は、損失計上の要因

となった高コスト体質を抜本的に見直し、当社のコアコンピタンスに経営資源を集中させることで早期

に事業の採算性を改善することであると考えております。この課題については、既に当中間連結会計期

間において最優先課題として取り組んでおり、改善の結果が業績に反映されておりますが、今後も引き

続き採算性を重視した経営管理体制の強化に取り組んでまいります。 

② 新たな商品の開発 

 当中間連結会計期間におけるダイレクトＥメール広告「DEmail」の売上構成割合は67.1％であり、

HTML版マガジン広告「マグスタ」の同11.6％を含めたメール広告の売上構成比は78.7％と依然高い比率

となっております。しかしながら、メール広告の飛躍的な成長を見込めない市場環境と判断される中、

こうしたメール広告依存型のビジネスモデルから脱却すべく、Webサービスやモバイルサービス等の新

たな収益基盤の構築に向けて会員データベースを生かした新商品の開発を進めてまいります。 

③ Ｅコマース事業の強化 

 インターネット利用者人口が増加し、Ｅコマース（電子商取引）の利便性が認知されるとともに、そ

の市場が急拡大する中、当社グループでは積極的にＥコマース事業の拡大に取り組んでまいります。自

社ショッピングサイトにおけるマーチャンダイジング力の強化及び他社との業務提携による新たなサー

ビスの提供などに加え、物販サービスの枠にとらわれない新たなビジネスの可能性を模索してまいりま

す。 

④ 会員データベースの質的向上及び量的維持 

 当社グループのアセットの中核となる会員データベースの質的向上・量的維持に取り組むとともに、

情報運用における管理体制を強化し、信頼のおけるアクティブで質の高いデータベースを蓄積していく

ことで、競争優位性の強化と収益の拡大を図ってまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たな経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間において、研究開発活動について特記すべき事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

提出会社 

当中間連結会計期間において、営業譲渡により当社の関連会社である株式会社グリッド・ソリューショ

ンズへ動画配信事業を譲渡したため、以下の設備が主要な設備に該当しなくなりました。 

 
(注)上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

該当事項はありません。 

  

(3) 重要な設備の新設、除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

会社名 
(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(千円)
従業員数
(名)

建物 器具備品
ソフト
ウェア

合計

株式会社エルゴ・ 
ブレインズ 
(東京都港区)

コンテンツ
事業

動画配信事業
設備

― 3,108 40,902 44,010 2



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

② 【発行済株式】 

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成18年９月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基づ

き発行された新株引受権の権利行使を含む。)により発行された株式数は、含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に関する事項は、次のとおりで

あります。 

臨時株主総会の決議日(平成13年５月28日) 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 13,382,400

計 13,382,400

 

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年９月15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 4,486,600 4,486,600
大阪証券取引所
ヘラクレス市場

―

計 4,486,600 4,486,600 ― ―

中間会計期間末現在
(平成18年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日)

新株予約権の数(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(株) 339,700 (注)２、３ 339,700 (注)２、３

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,000 (注)４ 同左

新株予約権の行使期間
平成13年５月28日から
平成23年５月27日まで

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 1,000
資本組入額 500

同左

新株予約権の行使の条件

平成13年５月28日開催の臨時
株主総会及び同日開催の取締
役会の決議に基づき、当社と
付与対象者の間で締結する
「新株引受権付与契約」に定
めるものとする。(注)５

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―

代用払込みに関する事項 ― ―



(注) １ 当該ストックオプションは、当社取締役、使用人及び新事業創出促進法第11条ノ５第２項に規定する認定支

援者に対して付与したものであります。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権利付与対象ではな

くなった株式の数を控除した残数を記載しております。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株を発行するとき

は、次の調整式により調整される。なお、調整前払込金額は、１株当たりの払込金額の調整式(コンバージ

ョン・プライス方式)による調整前の払込金額を意味し、調整後払込金額は、同調整式による調整後の払込

金額を意味する。 
  

調整前新株数 × 調整前払込金額 
調整後新株数 ＝ ―――――――――――――――――― 

調整後払込金額 
  

４ １株当たりの払込金額は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株の発行が行われる場合は、

次の調整式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生じる１円未満の端数は切り上

げる。なお、合併、資本の減少、株式の併合等が行われる場合にも調整されるものとする。 
  

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額 
調整後払込金額 ＝ ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

既発行株式数＋新発行株式数 
  

５ 主な新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

① 権利を付与された者は、当社株券が日本証券業協会に登録された日、又はいずれかの証券取引所に上場さ

れた日(以下「株式公開日」という。)以降、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使

することができる。なお、(ア)又は(イ)の場合に生ずる端株は(ウ)に繰り越すものとする。 

(ア) 株式公開日の１年後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の１の権利を行使することができ

る。 

(イ) 株式公開日の１年６ヶ月後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の２の権利を行使すること

ができる。 

(ウ) 株式公開日の２年後の応答日以降、付与された権利のすべてを行使することができる。 

② 上記①に従い権利行使が可能となった新株引受権は、権利を与えられた者が死亡した場合には、死亡の日

後１年内に限りその相続人が新株引受権を行使することができる。 

③ 権利を付与された者(ただし、認定支援者を除く)が、当社の役員又は使用人たる地位を失った場合、これ

を行使することはできない。 

  その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新

株引受権付与契約」に定めるところによる。 

  

臨時株主総会の決議日(平成13年11月16日) 

中間会計期間末現在
(平成18年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日)

新株予約権の数(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(株) 6,700 (注)１，２ 6,700 (注)１，２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,000 (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成13年11月16日から
平成23年11月15日まで

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 1,000
資本組入額 500

同左

新株予約権の行使の条件

平成13年11月16日開催の臨時
株主総会及び同日開催の取締
役会の決議に基づき、当社と
付与対象者の間で締結する
「新株引受権付与契約」に定
めるものとする。(注)４

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―

代用払込みに関する事項 ― ―



(注) １ 新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権利付与対象ではな

くなった株式の数を控除した残数を記載しております。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株を発行するとき

は、次の調整式により調整される。なお、調整前払込金額は、１株当たりの払込金額の調整式(コンバージ

ョン・プライス方式)による調整前の払込金額を意味し、調整後払込金額は、同調整式による調整後の払込

金額を意味する。 
  

調整前新株数 × 調整前払込金額 
調整後新株数 ＝ ―――――――――――――――――― 

調整後払込金額 
  

３ １株当たりの払込金額は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株の発行が行われる場合は、

次の調整式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生じる１円未満の端数は切り上

げる。なお、合併、資本の減少、株式の併合等が行われる場合にも調整されるものとする。 
  

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額 
調整後払込金額 ＝ ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

既発行株式数＋新発行株式数 
  

４ 主な新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

① 権利を付与された者は、当社株券が日本証券業協会に登録された日、又はいずれかの証券取引所に上場さ

れた日(以下「株式公開日」という。)以降、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使

することができる。なお、(ア)又は(イ)の場合に生ずる単元未満株は(ウ)に繰り越すものとする。 

(ア) 株式公開日の１年後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の１の権利を行使することができ

る。 

(イ) 株式公開日の１年６ヶ月後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の２の権利を行使すること

ができる。 

(ウ) 株式公開日の２年後の応答日以降、付与された権利のすべてを行使することができる。 

② 上記①に従い権利行使が可能となった新株引受権は、権利を与えられた者が死亡した場合には、死亡の日

後１年内に限りその相続人が新株引受権を行使することができる。 

③ 権利を付与された者が、当社の役員又は使用人たる地位を失った場合、これを行使することはできない。

  その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新

株引受権付与契約」に定めるところによる。 

  



② 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)

に関する事項は、次のとおりであります。 

定時株主総会の決議日(平成15年３月27日) 

 
(注) １ 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、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、

権利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。 

２ 当社が株式分割又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する。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する。 
  

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、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。 

中間会計期間末現在
(平成18年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日)

新株予約権の数(個) 599 (注)１ 554 (注)１

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) 59,900 (注)１、２ 55,400 (注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 880 (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成16年６月１日から
平成20年５月31日まで

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   880
資本組入額  440

同左

新株予約権の行使の条件

①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
社の取締役及び従業員並び
に当社子会社の従業員は、
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、監査役及び従業員
の地位にあることを要す
る。ただし、任期満了によ
る退任、定年による退職の
場合はこの限りではない。
②新株予約権者のうち、社外
協力者は、新株予約権の行
使時においても、社外協力
者であること、又は当社及
び当社子会社の取締役、監
査役及び従業員であること
を要する。
③新株予約権の譲渡、質入れ
その他処分及び相続は認め
ない。
④その他の条件については、
本総会及び取締役会決議に
基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株
予約権割当契約」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

代用払込みに関する事項 ― ―



３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円

未満の端数は切り上げる。 
  

１ 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ―――――――――― 

分割・併合の比率 
  

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株

を発行する場合を除く)は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。 
  

新規発行株式数×１株当たり払込金額 
既発行株式数＋――――――――――――――――――― 

新規発行前の時価 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ―――――――――――――――――――――――――――― 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 
  

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに、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、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

  

定時株主総会の決議日(平成17年３月25日) 

 
(注) １ 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、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、

権利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。 

２ 当社が株式分割又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する。 

  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する。 
  

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、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。 

中間会計期間末現在
(平成18年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日)

新株予約権の数(個) 1,687 (注)１ 1,609 (注)１

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) 168,700 (注)１、２ 160,900 (注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 758 (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年１月１日から
平成22年５月31日まで

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   758
資本組入額  379

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者 (以下、「新株予約権
者」という。)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、監査役及び従業員の地
位にあることを要する。た
だし、任期満了による退
任、定年による退職の場合
はこの限りではない。
②その他の条件については、
当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権割
当契約」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

代用払込みに関する事項 ― ―



３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円

未満の端数は切り上げる。 
  

１ 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ―――――――――― 

分割・併合の比率 
  

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合 (新株予約権の行使により新株

を発行する場合を除く) は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。 
  

新規発行株式数×１株当たり払込金額 
既発行株式数＋――――――――――――――――――― 

新規発行前の時価 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ―――――――――――――――――――――――――――― 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 
  

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに、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、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

  

定時株主総会の決議日(平成18年３月24日) 

 
(注) １ 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、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、

権利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。 

２ 当社が株式分割又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する。 

  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する。 
  

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、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。 

中間会計期間末現在
(平成18年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年８月31日)

新株予約権の数(個) 1,035 (注)１ 995 (注)１

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) 103,500 (注)１、２ 99,500 (注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 708 (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成22年１月１日から
平成26年12月31日まで

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   708
資本組入額  354

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者 (以下、「新株予約権
者」という。)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、監査役及び従業員の地
位にあることを要する。た
だし、任期満了による退
任、定年による退職の場合
はこの限りではない。
②その他の条件については、
当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権割
当契約」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

代用払込みに関する事項 ― ―



３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円

未満の端数は切り上げる。 
  

１ 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ―――――――――― 

分割・併合の比率 
  

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合 (新株予約権の行使により新株

を発行する場合を除く) は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。 
  

新規発行株式数×１株当たり払込金額 
既発行株式数＋――――――――――――――――――― 

新規発行前の時価 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ―――――――――――――――――――――――――――― 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 
  

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに、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、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 
(注) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社を割当先とする第三者割当増資であります。 

 発行価格   １株につき 金640円 

 資本組入額 １株につき 金320円 

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年６月30日現在 

 
(注) 当社は自己株式67,760株(1.51％)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年３月６日 141,000 4,486,600 45,120 948,145 45,120 270,876

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(％)

デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム株式会社

東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 1,813,000 40.41

井 筒 雅 博 京都府長岡京市 974,000 21.71

株式会社まぐクリック 東京都渋谷区桜丘町26－１ 397,500 8.86

MAC Small Cap投資事業組合 東京都中央区銀座６－４－１ 139,900 3.12

井 筒 基 博 京都府長岡京市 72,000 1.60

井 筒 和 子 京都府長岡京市 72,000 1.60

井 筒 和 博 京都府綾部市 72,000 1.60

京都中央信用金庫 京都市下京区四条通宝町東入函谷鉾町91 51,000 1.14

第一生命保険相互会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－４ 47,980 1.07

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜２－４－６ 33,600 0.75

計 ― 3,672,980 81.87



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年６月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,200株(議決権32個)含まれておりま

す。 

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式60株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年６月30日現在 

 
  

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) 最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場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提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

退任役員 

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)
(自己保有株式)
普通株式

67,700
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,418,500
44,185 ―

単元未満株式
普通株式

400
― ―

発行済株式総数 4,486,600 ― ―

総株主の議決権 ― 44,185 ―

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(％)

(自己保有株式) 
株式会社エルゴ・ブレインズ

大阪市北区堂島 
一丁目６番20号

67,700 ― 67,700 1.51

計 ― 67,700 ― 67,700 1.51

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 925 765 675 679 650 545

最低(円) 590 580 590 560 505 390

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ― 剣 持 忠 平成18年３月31日



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。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年１月１日から平成17年６月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則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17年１月１日から平成17年６月30日まで)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を適用しております。 

  

(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。 

なお、前中間会計期間(平成17年１月１日から平成17年６月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則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17年１月１日から平成17年６月30日まで)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を適用しております。 

  

  

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17年１月１日から平成17年

６月30日まで)及び前中間会計期間(平成17年１月１日から平成17年６月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表については、太陽監査法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成18年１月１

日から平成18年６月30日まで)及び当中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)の中間

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

当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

第９期中（連結・個別） 太陽監査法人（現 太陽ASG監査法人） 

第10期中（連結・個別） あずさ監査法人 



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６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年６月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12月31日)

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 622,964 792,854 633,468

 ２ 受取手形及び売掛金 398,317 191,268 253,534

 ３ たな卸資産 96,076 3,758 2,196

 ４ 前払費用 221,978 ― ― 

 ５ その他 105,251 24,609 62,162

   貸倒引当金 △38,236 △180 △416

   流動資産合計 1,406,351 73.4 1,012,309 72.1 950,945 70.2 

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 116,809 6.1 81,495 5.8 98,524 7.3 

 ２ 無形固定資産 124,788 6.5 30,701 2.2 115,708 8.5 

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 103,869 143,517 44,717

  (2) 差入保証金 123,474 123,080 123,444

  (3) 破産更生債権等 ― 123,355 123,822

  (4) その他 41,077 13,005 21,831

   貸倒引当金 ― △123,355 △123,822

   投資その他の資産 
   合計

268,421 14.0 279,602 19.9 189,993 14.0 

   固定資産合計 510,019 26.6 391,799 27.9 404,226 29.8 

   資産合計 1,916,371 100.0 1,404,109 100.0 1,355,172 100.0



   

前中間連結会計期間末

(平成17年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年６月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12月31日)

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
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 15,389 15,447 17,640

 ２ １年以内返済予定 
   長期借入金

204,396 379,663 204,396

 ３ 未払金 139,458 79,382 117,168

 ４ 未払法人税等 5,517 5,084 6,717

 ５ その他 27,074 32,846 45,573

   流動負債合計 391,835 20.5 512,423 36.5 391,495 28.9 

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ― 200,000 200,000

 ２ 長期借入金 429,841 50,178 342,176

 ３ ポイント引当金 ― 27,572 ―

 ４ 繰延税金負債 ― 179 462

   固定負債合計 429,841 22.4 277,929 19.8 542,638 40.0 

   負債合計 821,676 42.9 790,352 56.3 934,134 68.9 

(資本の部)

Ⅰ 資本金 903,025 47.1 ― ― 903,025 66.6 

Ⅱ 資本剰余金 582,718 30.4 ― ― 582,718 43.0 

Ⅲ 利益剰余金 △354,169 △18.5 ― ― △1,024,905 △75.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

3,597 0.2 ― ― 677 0.1 

Ⅴ 自己株式 △40,477 △2.1 ― ― △40,477 △3.0

   資本合計 1,094,694 57.1 ― ― 421,037 31.1 

   負債及び資本合計 1,916,371 100.0 ― ― 1,355,172 100.0

 



 
  

  

前中間連結会計期間末

(平成17年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年６月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年12月31日)

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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 948,145 67.5 ― ―

 ２ 資本剰余金 ― ― 627,838 44.7 ― ―

 ３ 利益剰余金 ― ― △922,012 △65.6 ― ―

 ４ 自己株式 ― ― △40,477 △2.9 ― ―

   株主資本合計 ― ― 613,494 43.7 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

― 262 ―

   評価・換算差額等 
   合計

― ― 262 0.0 ― ―

   純資産合計 ― ― 613,756 43.7 ― ―

   負債純資産合計 ― ― 1,404,109 100.0 ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

 

前中間連結会計期間

(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31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 1,073,786 100.0 922,522 100.0 1,984,460 100.0

Ⅱ 売上原価 342,662 31.9 153,586 16.6 831,007 41.9 

   売上総利益 731,124 68.1 768,935 83.4 1,153,452 58.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 73,605 33,306 148,507

 ２ 給与手当 256,904 195,666 512,415

 ３ 法定福利費 33,706 28,012 69,107

 ４ 福利厚生費 1,733 2,134 5,262

 ５ 広告宣伝費 234,733 176,632 474,556

 ６ 開発費 800 ― 2,400

  ７ 地代家賃 ― 79,828 ―

 ８ 減価償却費 13,183 8,933 26,398

 ９ 貸倒引当金繰入額 16,372 ― 102,375

 10 その他 306,162 937,201 87.3 152,349 676,862 73.4 572,242 1,913,265 96.4 

   営業利益又は営業 
   損失(△)

△206,077 △19.2 92,073 10.0 △759,812 △38.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 52 34 91

 ２ 受取配当金 12 0 12

 ３ 受取手数料 563 840 1,009

 ４  商標権譲渡益 3,000 ― 3,000

 ５ 業務委託料収入 2,103 3,600 5,103

 ６ 賃料収入 ― 4,424 ―

 ７ 保険解約益 ― 4,842 ―

 ８ その他 857 6,589 0.6 1,505 15,247 1.6 1,521 10,737 0.6 

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,328 3,609 8,459

 ２ 社債発行費 ― ― 3,600

 ３ 賃貸原価 ― 4,605 ―

 ４ 持分法による投資 
   損失

― 15,217 ―

 ５ その他 1,225 5,554 0.5 2,776 26,207 2.8 1,225 13,285 0.7

   経常利益又は経常 
   損失(△)

△205,042 △19.1 81,112 8.8 △762,360 △38.4



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31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

(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― ― 4,728

 ２ 固定資産売却益 ※１ ― 4,938 ―

 ３ 貸倒引当金戻入額 ― 703 ―

 ４ コンテンツ事業収益 ― 16,149 ―

 ５ 持分変動利益 ※５ ― ― ― 113,520 135,311 14.7 ― 4,728 0.3 

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※２ 183 422 838

 ２  事業整理損失 ※３ ― ― 52,281

 ３ 商品評価損 ― ― 12,552

 ４ 貯蔵品評価損 ― ― 5,597

 ５ 権利金評価損 ― 52,830 7,510

 ６ ポイント引当金 
   繰入額

― 22,237 ― 

 ７ 減損損失 ※４ ― 25,362 ― 

 ８ その他 ― 183 0.0 11,180 112,033 12.2 ─ 78,780 4.0

   税金等調整前中間純 
      利益又は税金等調整 
      前中間(当期)純損失 
   (△)   

△205,225 △19.1 104,390 11.3 △836,413 △42.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,388 1,497 2,788

   法人税等調整額 81,330 82,718 7.7 ― 1,497 0.1 116,178 118,967 6.0 

   中間純利益又は中間 
      (当期)純損失(△)

△287,944 △26.8 102,893 11.2 △955,380 △48.1



③ 【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

   中間連結剰余金計算書 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

前連結会計年度
要約連結剰余金計算書
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12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 963,623 963,623

Ⅱ 資本剰余金増加高

   資本準備金減少差益 356,961 356,961 356,961 356,961

Ⅲ 資本剰余金減少高

   資本準備金取崩額 470,743 470,743

   資本準備金減少差益 
   取崩額

250,000 250,000

   自己株式処分差益取崩額 17,123 737,867 17,123 737,867

Ⅳ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高

582,718 582,718

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △447,130 △447,130

Ⅱ 利益剰余金増加高

   資本準備金取崩額 113,781 113,781

   資本準備金減少差益 
   取崩額

250,000 250,000

   自己株式処分差益取崩額 17,123 380,905 17,123 380,905

Ⅲ 利益剰余金減少高

      子会社株式の 
      追加取得による減少

─ 3,300

   中間(当期)純損失 287,944 287,944 955,380 958,680

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高

△354,169 △1,024,905



   中間連結株主資本等変動計算書 

   当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
  

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他
有価証券 
評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 903,025 582,718 △1,024,905 △40,477 420,360 677 677 421,037

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 45,120 45,120 90,240 ― 90,240

 中間純利益 102,893 102,893 ― 102,893

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

― △414 △414 △414

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

45,120 45,120 102,893 ― 193,133 △414 △414 192,718

平成18年６月30日残高(千円) 948,145 627,838 △922,012 △40,477 613,494 262 262 613,756



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17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30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17年１月１日
至 平成17年12月31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 税金等調整前中間純利益又は税金 
    等調整前中間(当期)純損失(△)

△205,225 104,390 △836,413

 ２ 減価償却費 17,461 11,688 35,210

 ３ ソフトウェア償却費 9,156 9,391 21,336

 ４ 長期前払費用償却費 4,183 3,291 8,366

 ５ 貸倒引当金の増減額(△は減少) 16,372 △703 102,375

 ６ 権利金評価損 ― 52,830 7,510

 ７ 受取利息及び配当金 △64 △34 △103

 ８ 支払利息 4,328 3,609 8,459

 ９ 投資有価証券売却益 ― ― △4,728

 10 投資有価証券評価損 ― 1,860 ―

 11 固定資産売却益 ― △4,938 ―

 12 有形固定資産除却損 183 422 838

 13 ポイント引当金の増加額 ― 27,572 ―

 14 減損損失 ― 25,362 ―

 15 持分法による投資損失 ― 15,217 ―

 16 持分変動利益 ― △113,520 ―

 17 売上債権の増減額(△は増加) △44,246 62,733 △4,910

 18 たな卸資産の増減額(△は増加) 7,464 △1,561 101,343

 19 前払費用の増減額(△は増加) △34,309 3,500 164,825

 20 未収消費税の増加額 36,005 1,150 36,005

 21 仕入債務の増減額(△は減少) 4,043 △2,193 6,294

 22 未払金の減少額 △12,354 △30,908 △24,899

 23 未払消費税等の増加額 8,839 5,714 15,061

 24 その他 △4,861 △28,152 29,265

小計 △193,024 146,723 △334,162

 25 利息及び配当金の受取額 69 34 146

 26 利息の支払額 △4,930 △4,049 △8,194

 27 法人税等の支払額(△)又は還付額 2,678 △2,884 2,478

 営業活動によるキャッシュ・フロー △195,207 139,823 △339,731

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △2,543 △239 △2,857

 ２ 有形固定資産の売却による収入 194 3,487 215

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △35,027 ― △47,698

 ４ 無形固定資産の売却による収入 ― 47,341 ―

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △30,000 ― △30,000

 ６ 投資有価証券の売却による収入 100,000 ― 158,928

 ７ 関係会社株式の取得による支出 ― △4,900 △3,300

 ８ 差入保証金の預入れによる支出 ― △150 ―

 ９ 差入保証金の返還による収入 ― 514 30

 10 その他 △6,825 ─ △6,825

 投資活動によるキャッシュ・フロー 25,798 46,053 68,492



 
  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

  至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

  至 平成18年６月30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17年１月１日 

  至 平成17年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入金の返済による支出 △116,731 △116,731 △204,396

 ２ 株式の発行による収入 ― 90,240 ―

 ３ 社債の発行による収入 ― ― 200,000

 ４ 自己株式の取得による支出 △35 ― △35

 財務活動によるキャッシュ・フロー △116,766 △26,491 △4,431

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増減額(△は減少)

△286,174 159,386 △275,670

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 909,139 633,468 909,139

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

622,964 792,854 633,468



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

―――  当社グループは当中間連結会計期

間においては92,073千円の営業利益

を計上しておりますが、前々連結会

計年度において757,709千円、前連

結会計年度において759,812千円と

過去連続して営業損失を計上してお

り、当中間連結会計期間における事

業収入は計画どおりには伸びておら

ず、未だ収益基盤が安定した状況に

はないことから、当中間連結会計期

間末日において継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しておりま

す。 

 当社グループは、当該状況を解消

すべく、平成17年12月22日の取締役

会において決議したとおり、収益化

が困難であったコンテンツ事業から

撤退しており、今後は収益力の高い

事業領域に経営資源を集約させる体

制に転換し、また徹底したコスト削

減策を引き続き進めております。 

 したがいまして、中間連結財務諸

表は継続企業を前提として作成され

ており、当該重要な疑義の影響を中

間連結財務諸表には反映しておりま

せん。

 当社グループは、前連結会計年度

において757,709千円、当連結会計

年度において759,812千円の営業損

失を計上しており、継続して営業損

失を計上しております。また、営業

キャッシュ・フローにつきましても

前連結会計年度において919,956千

円、当 連 結 会 計 年 度 に お い て

339,731千円のマイナスとなりまし

た。  

 当該状況により、当連結会計年度

末日において継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消

すべく、平成17年12月22日の取締役

会において、これまで積極的に先行

投資を行いながらも収益化が困難で

あったコンテンツ事業からの撤退を

決議し、収益力の高い事業領域に経

営資源を集約させる体制に転換いた

しました。また、これと同時に役員

報酬をはじめとする人件費の削減を

実行し、グループ全体にてあらゆる

コストを見直した上で、徹底したコ

スト削減策を進めております。  

 さらに、重要な後発事象に記載の

通り、平成18年２月16日開催の取締

役会決議に基づき、デジタル・アド

バタイジング・コンソーシアム株式

会社に対して、平成18年３月６日を

払込期日とする総額90,240千円の第

三者割当増資を実施いたします。こ

れにより事業資金を確保すると同時

に、資本面・業務面においてこれま

で以上に緊密な関係を築き上げ、両

社のシナジー効果を最大限に活かし

た販売活動を積極的に推進してまい

ります。  

 したがいまして、連結財務諸表は

継続企業を前提として作成されてお

り、当該重要な疑義の影響を連結財

務諸表には反映しておりません。



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17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社の数

２社

(1) 連結子会社の数

同左

(1) 連結子会社の数

同左

(2) 連結子会社の名称

株式会社アルゴノーツ

株式会社ディープラネ

ット

(2) 連結子会社の名称

同左

(2) 連結子会社の名称

同左

(3) 非連結子会社名

ERGO BRAINS,INC.

   (米国)

(3) 非連結子会社名

ERGO BRAINS,INC.

  (米国)

(3) 非連結子会社名

ERGO BRAINS,INC.

   (米国)

  連結の範囲から除いた

理由

非連結子会社は、

小規模会社であり、

合計の総資産、売上

高、中間純損益(持

分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に

見合う額)等は、い

ずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を

及ぼしていないため

であります。

  連結の範囲から除いた

理由

同左

  連結の範囲から除いた

理由

非連結子会社は、

小規模会社であり、

合計の総資産、売上

高、当期純損益(持

分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に

見合う額)等は、い

ずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼ

していないためであ

ります。

２ 持分法の適用に関

する事項

(1) 持分法適用の関連会社

  の数

(1) 持分法適用の関連会社

  の数

(1) 持分法適用の関連会社

    の数

―社

(2) 会社名

―――

１社

(2) 会社名

株式会社グリッド・ソ

リューションズ 

 なお、株式会社グリ

ッド・ソリューション

ズは当中間連結会計期

間において新たに設立

された関連会社である

ことから、新たに持分

法適用会社となりまし

た。

―社

(2) 会社名

―――

(3) 持分法を適用しない非

  連結子会社の名称

ERGO BRAINS,INC.(米国)

(3) 持分法を適用しない非

  連結子会社の名称

ERGO BRAINS,INC.(米国)

(3) 持分法を適用しない非

  連結子会社の名称

ERGO BRAINS,INC.(米国)

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、

中間純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等に及ぼ

す影響が軽微であり、且

つ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用

範囲から除外しておりま

す。

持分法を適用しない理由

同左

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、

当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持

分に見合う額)等に及ぼ

す影響が軽微であり、且

つ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用

範囲から除外しておりま

す。

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

 連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一

致しております。

同左  連結子会社の決算日は、

連結決算日と一致しており

ます。



 

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

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有価証券

 ａ 子会社株式

移動平均法による

原価法を採用してお

ります。

①有価証券

 ａ 子会社株式

同左

①有価証券

 ａ 子会社株式

同左

 ｂ その他有価証券

  (イ)時価のあるもの

中間連結決算日

の市場価格等に基

づく時価法を採用

しております。な

お、評価差額は全

部資本直入法によ

り処理しており、

売却原価は移動平

均法により算定し

ております。

 ｂ その他有価証券

  (イ)時価のあるもの

中間連結決算日

の市場価格等に基

づく時価法を採用

しております。な

お、評価差額は全

部純資産直入法に

より処理してお

り、売却原価は移

動平均法により算

定しております。

 ｂ その他有価証券

  (イ)時価のあるもの

決算期末日の市

場価格等に基づく

時価法を採用して

おります。なお、

評価差額は全部資

本直入法により処

理しており、売却

原価は移動平均法

により算定してお

ります。

  (ロ)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)時価のないもの

同左

  (ロ)時価のないもの

同左

②たな卸資産

 商品

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

 商品

同左

②たな卸資産

 商品

同左

 製品

移動平均法による原価

法を採用しております。

─  製品

移動平均法による原価

法を採用しております。

 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

仕掛品

同左

 貯蔵品

最終仕入原価法による

原価法を採用しておりま

す。

─ ─

 (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

定率法を採用しており

ます。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであり

ます。

   建物  ８～15年

   器具備品４～15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

a ソフトウェア(自社利

用)

社内における見込利

用可能期間(５年)に基

づく定額法を採用して

おります。

②無形固定資産

a ソフトウェア(自社利

用)

同左

②無形固定資産

a ソフトウェア(自社利

用)

同左

b 営業権

経済的耐用年数によ

り５年で毎期均等額を

償却しております。

─ b 営業権

経済的耐用年数によ

り５年で毎期均等額を

償却しております。

③長期前払費用

  定額法を採用しており

ます。

③長期前払費用

同左

③長期前払費用

同左



項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

 (3) 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

に備えて、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

(ドリームポイントについ

て)

 ドリームポイントについ

ては、平成12年９月より物

品等との交換を開始してお

りますが、交換実績が乏し

く、交換用物品等の原価率

が合理的に算定できないた

め、引当金の計上は行って

おりません。

②ポイント引当金 

 ドリームメール会員に対

し、メール受信・アンケー

ト回答等に関して付与した

ポイントの使用により今後

発生すると見込まれる景品

交換費用に備えるため、当

中間連結会計期間末におい

て将来使用されると見込ま

れる額を計上しておりま

す。

(追加情報) 

 ポイント使用による費用

は、従来はポイント使用時

に費用処理しておりました

が、ポイント利用数が増加

したことから重要性が増

し、かつ利用見込額を合理

的に算定することが可能と

なったため、当中間連結会

計期間よりポイント引当金

を計上しております。これ

に伴い、ポイント引当金繰

入額のうち、当中間連結会

計期間に付与したポイント

に対応する額については販

売費及び一般管理費に計上

し、前連結会計年度以前に

付与したポイントに対応す

る額については特別損失に

計上しております。 

 この結果、従来の方法に

よった場合と比べ、当中間

連結会計期間の営業利益及

び経常利益は5,334千円減

少し、税金等調整前中間純

利益は27,572千円減少して

おります。

(ドリームポイントについ

て)

 ドリームポイントについ

ては、平成12年９月より物

品等との交換を開始してお

りますが、交換実績が乏し

く、交換用物品等の原価率

が合理的に算定できないた

め、引当金の計上は行って

おりません。

 (4) 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。

同左 同左

 (5) 重要なヘッジ会

計の方法

①ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、特

例処理の要件を満たして

いる金利スワップ等に関

しては、特例処理を採用

しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

①ヘッジ会計の方法

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利 

スワップ

ヘッジ対象 借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

  当社グループの内規に

基づき、金利変動リスク

をヘッジしております。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処

理の要件を満たしている

ものに限定することで有

効性の評価としておりま

す。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (6) その他中間連結

財務諸表(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 

 税抜方式により処理して

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

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 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日)

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。

これにより税金等調整前中

間純利益は25,362千円減少

しております。 

 なお、減損損失累計額に

ついては、改正後の中間連

結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除し

ております。

     ―――

貸借対照表の純資

産の部の表示に関

する会計基準

     ―――  当中間連結会計期間よ

り、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）および

「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用してお

ります。 

 従来の資本の部の合計に

相当する金額は613,756千

円であります。 

 なお、中間連結財務諸表

規則の改正により、当中間

連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中

間連結財務諸表規則により

作成しております。

     ―――



表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

(中間連結貸借対照表)

 「前払費用」は総資産額の100分の５を超えたため、

区分掲記することとしました。なお、前中間連結会計期

間においては流動資産の「その他」に52,097千円含まれ

ております。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)

 「前払費用の増加額」は重要性が増したため、区分掲

記することとしました。なお、前中間連結会計期間にお

いては営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に△18,382千円含まれております。

(中間連結貸借対照表)

 前中間連結会計期間において独立掲記しておりました

「前払費用」(当中間連結会計期間19,134千円)は、総資

産額の100分の５以下であるため当中間連結会計期間に

おいては流動資産の「その他」に含めております。

(中間連結損益計算書)

 「地代家賃」は販売費及び一般管理費の100分の10を

超えたため、区分掲記することとしました。なお、前中

間連結会計期間においては販売費及び一般管理費の「そ

の他」に83,299千円含まれております。

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号)に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上してお

ります。

この結果、販売費及び一般管理費

が、4,128千円増加し、営業損失、

経常損失及び税金等調整前中間純損

失が同額増加しております。

――― 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号) が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以降に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当連結会計年度から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号) に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。

この結果、販売費及び一般管理費

が、3,936千円増加し、営業損失、

経常損失及び税金等調整前当期純損

失が同額増加しております。

前中間連結会計期間末
(平成17年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年６月30日)

前連結会計年度末
(平成17年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

117,970千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

135,536千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

133,655千円



(中間連結損益計算書関係) 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

――― 

 

※１ 固定資産売却益の内容は、次

のとおりであります。

器具備品 251千円

ソフトウェア 4,686千円

合計 4,938千円

――― 

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。

器具備品 183千円

※２ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。

器具備品 422千円

※２ 固定資産除却損の内容は、次

のとおりであります。

器具備品 838千円

――― 

 

――― 

 

※３ 事業整理損失の内容は、次の

とおりであります。

商品 1,043千円

製品 42,866千円

その他 8,370千円

合計 52,281千円

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４ 減損損失

    当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失

を計上いたしました。

場所 用途 種類

大阪市 

北区他

Ｅコマース

事業用資産

コンテンツ

事業用資産

器具備品

東京都 

港区

Ｅコマース

事業用資産

ソフト
ウェア

    当社グループは、原則とし

てセグメント別に資産のグル

ープ化を行っております。 

 営業活動から生ずる損益が

継続してマイナスとなってお

り、かつ将来キャッシュ・フ

ローの見積り総額が帳簿価額

を下回る資産グループについ

て、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減

損損失としております。回収

可能価額については正味売却

価額により測定しており、１

円として評価しております。 

 また、遊休状態となったイ

ンターネットサイト運営に係

る営業権について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として

おります。回収可能価額につ

いては正味売却価額により測

定しており、零として評価し

ております。

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

    減損損失は合計で25,362千

円であり、その内訳は、器具

備品806千円、ソフトウェア

4,555千円、営業権20,000千

円であります。

――― 

 

 

 

 

※５ 持分変動利益 

 持分変動利益は、株式会社

グリッド・ソリューションズ

の第三者割当増資を当社以外

の会社が引き受けたことによ

り発生したものであります。

――― 

 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 

  (注)１ 普通株式の発行済株式の増加141,000株は、第三者割当による新株発行によるものであります。 

  

２ 新株予約権に関する事項 
 

  (注)１ 平成13年５月新株引受権の当中間連結会計期間の減少は、新株引受権の消却によるものであります。 

    ２ 平成13年11月新株引受権の当中間連結会計期間の減少は、新株引受権の消却によるものであります。 

    ３ 平成15年６月新株予約権の当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

    ４ 平成17年12月新株予約権の当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

   ５ 平成18年４月新株予約権の当中間連結会計期間の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

 ６ 平成18年４月新株予約権の当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

 ７ 平成17年12月新株予約権及び平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式の種類

普通株式 (注)１ 4,345,600 141,000 ― 4,486,600

合計 4,345,600 141,000 ― 4,486,600

自己株式の種類

普通株式 67,760 ― ― 67,760

合計 67,760 ― ― 67,760

区分 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間連結会
計期間末残高 
（千円）前連結会

計年度末

当中間連
結会計期
間増加

当中間連
結会計期
間減少

当中間連
結会計期
間末

提出会社

平成13年５月 
新株引受権 (注)１

普通株式 395,500 ― 55,800 339,700 ―

平成13年11月 
新株引受権 (注)２

普通株式 11,900 ― 5,200 6,700 ―

平成15年６月 
新株予約権 (注)３

普通株式 87,900 ― 28,000 59,900 ―

平成17年12月 
新株予約権 
(注)４、７

普通株式 234,500 ─ 65,800 168,700 ―

平成18年４月 
新株予約権 
 (注)５、６、７

普通株式 ― 106,500 3,000 103,500 ―

合計 ― ― ― ― ― ― ―



(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
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

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

(平成17年６月30日)

現金及び預金勘定 622,964千円

現金及び 
現金同等物

622,964千円

現金及び現金同等物の中間期末残高

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

(平成18年６月30日)

現金及び預金勘定 792,854千円

現金及び 
現金同等物

792,854千円

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12月31日)

現金及び預金勘定 633,468千円

現金及び
現金同等物

633,468千円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

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

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

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

有形固定資産 
(器具備品)

千円

取得価額相当額 128,400

減価償却累計額 
相当額

26,980

中間期末残高 
相当額

101,420

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

有形固定資産
(器具備品)

千円

取得価額相当額 122,800

減価償却累計額
相当額

51,073

中間期末残高
相当額

71,726

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

有形固定資産 
(器具備品)

千円

取得価額相当額 128,400

減価償却累計額
相当額

39,820

期末残高相当額 88,580

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 25,022千円

１年超 77,788千円

合計 102,811千円

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 24,592千円

１年超 49,135千円

合計 73,728千円  

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 25,358千円

１年超 65,024千円

合計 90,383千円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 13,630千円

減価償却費相当額 12,746千円

支払利息相当額 1,447千円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 13,435千円

減価償却費相当額 12,560千円

支払利息相当額 1,114千円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 27,359千円

減価償却費相当額 25,586千円

支払利息相当額 2,748千円

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

 

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

 ２ オペレーティング・リース取引

     未経過リース料

  １年以内 85,584 千円

  １年超 46,243 千円

  合計 131,827 千円  

利息相当額の算定方法

同左

 ２ オペレーティング・リース取引

     未経過リース料

  １年以内 46,243 千円

  １年超 ― 千円

  合計 46,243 千円

 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載

は省略しております。

 

利息相当額の算定方法

同左

 ２ オペレーティング・リース取引

    未経過リース料

 １年以内 85,584 千円

 １年超 3,450 千円

 合計 89,035 千円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年６月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

  

当中間連結会計期間末(平成18年６月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分
取得原価
(千円)

中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 4,280 10,336 6,056

合計 4,280 10,336 6,056

内容
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

子会社株式

子会社株式 0

その他有価証券

非上場株式 43,497

マネー・マネージメント・ファンド 50,035

合計 93,533

区分
取得原価
(千円)

中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 80 522 442

合計 80 522 442

内容
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

子会社株式及び関連会社株式

子会社株式 0

関連会社株式 101,358

合計 101,358

その他有価証券

非上場株式 41,637

合計 41,637



前連結会計年度末(平成17年12月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日)及び当中間連結会計期間(自 平

成18年１月１日 至 平成18年６月30日)並びに前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年

12月31日) 

当社グループが利用しているデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているので記

載を省略しております。 

  

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 80 1,220 1,140

合計 80 1,220 1,140

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

子会社株式

子会社株式 0

合計 0

その他有価証券

非上場株式 43,497

合計 43,497



(ストック・オプション関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 ストック・オプションの内容及び規模 

 当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

  提出会社 

 
  (注)１ 但し、当社の「新株予約権割当契約」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではない。 

    ２ 株式数に換算して記載しております。 

  

平成18年４月
新株予約権

付与対象者の区分及び人数

 

当社取締役 8 名

当社監査役 3 名

当社従業員 64 名

ストック・オプションの付与数（注）２ 普通株式 106,500 株

付与日 平成18年４月20日

権利確定条件
権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監
査役または従業員であること。（注）１

対象勤務期間 ―

権利行使期間 平成22年１月１日 ～ 平成26年12月31日

権利行使価格        （円） 708

公正な評価単価（付与日） （円） ―



(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17年１月１日 至 平成17年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分の主な製品等 

 (1) マーケティング事業…………DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ等 

 (2) Ｅコマース事業………………ドリームカタログ 

 (3) コンテンツ事業………………音楽・映像ソフト制作販売等 

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(309,440千円)の主なものは、役員及び総

務人事部門等の管理部門に関わる費用であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分の主な製品等 

 (1) マーケティング事業…………DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ等 

 (2) Ｅコマース事業………………ドリームカタログ 

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(183,798千円)の主なものは、役員及び総

務人事部門等の管理部門に関わる費用であります。 

  

マーケティ 
ング事業 
（千円）

Ｅコマース
事業 
（千円）

コンテンツ
事業 
（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

798,958 124,238 150,590 1,073,786 ― 1,073,786

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 74,059 74,059 (74,059) ―

計 798,958 124,238 224,649 1,147,845 (74,059) 1,073,786

営業費用 500,382 170,724 299,317 970,423 309,440 1,279,863

営業利益又は 
営業損失(△)

298,577 △46,486 △74,668 177,423 (383,499) △206,077

マーケティ 
ング事業 
（千円）

Ｅコマース
事業 
（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

819,495 103,026 922,522 ― 922,522

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 819,495 103,026 922,522 ― 922,522

営業費用 485,966 160,685 646,651 183,798 830,449

営業利益又は 
営業損失(△)

333,529 △57,658 275,871 (183,798) 92,073



前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品等 

 (1) マーケティング事業………DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ等 

 (2) Ｅコマース事業……………ドリームカタログ 

 (3) コンテンツ事業……………音楽・映像ソフト制作販売等 

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(590,413千円)の主なものは、

役員及び総務人事部門等の管理部門に関わる費用であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年１

月１日 至 平成18年６月30日)、前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

在外連結子会社及び在外支店がありませんので、記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日)、当中間連結会計期間(自 平成18年１

月１日 至 平成18年６月30日)、前連結会計年度(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

海外売上高はありませんので、記載を省略しております。 

  

マーケティ 
ング事業 
（千円）

Ｅコマース
事業 
（千円）

コンテンツ
事業 
（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

1,525,333 244,836 214,290 1,984,460 ― 1,984,460

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 377,417 377,417 (377,417) ―

計 1,525,333 244,836 591,707 2,361,877 (377,417) 1,984,460

営業費用 1,203,299 383,783 969,263 2,556,346 187,927 2,744,272

営業利益又は 
営業損失(△)

322,034 △138,947 △377,556 △194,469 (565,343) △759,812



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間純利益又は１株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の 

    算定上の基礎 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

255円90銭 138円90銭 98円42銭

１株当たり中間純損失 １株当たり中間純利益 １株当たり当期純損失

67円31銭 23円55銭 223円33銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益

１株当たり中間純損失であるため

記載しておりません。

希薄化効果を有している潜在株式

がないため記載しておりません。

１株当たり当期純損失であるため

記載しておりません。

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

中間純利益又は中間(当期)純損失

(△)

(千円)

△287,944 102,893 △955,380

普通株主に帰属しない金額

(千円)
― ― ―

普通株式に係る中間純利益又は中

間(当期)純損失(△)

(千円)

△287,944 102,893 △955,380

普通株式の期中平均株式数

(株)
4,277,847 4,368,984 4,277,843

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)

純利益の算定に含まれなかった潜

在株式の概要

(新株引受権)

臨時株主総会決議日

平成13年５月28日

(新株引受権 3,955個)

臨時株主総会決議日

平成13年11月16日

(新株引受権 250個)

(新株予約権)

株主総会決議日

平成15年３月27日

(新株予約権 879個)

これらの詳細について

は、第４提出会社の状況

１株式等の状況(2)新株

予約権等の状況に記載の

とおりであります。

(新株引受権)

臨時株主総会決議日

平成13年５月28日

(新株引受権 3,397個)

臨時株主総会決議日

平成13年11月16日

(新株引受権 67個)

(新株予約権)

株主総会決議日

平成15年３月27日

(新株予約権 599個)

株主総会決議日

平成17年３月25日

(新株予約権 1,687個)

株主総会決議日

平成18年３月24日

(新株予約権 1,035個)

これらの詳細について

は、「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」に記

載のとおりであります。

(新株引受権)

臨時株主総会決議日

平成13年５月28日

(新株引受権 3,955個)

臨時株主総会決議日

平成13年11月16日

(新株引受権 119個)

(新株予約権)

株主総会決議日

平成15年３月27日

(新株予約権 879個)

株主総会決議日

平成17年３月25日

(新株予約権 2,345個)

これらの詳細について

は、「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」に記

載のとおりであります。



(重要な後発事象) 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１ 私募債の発行について

  当社は、平成17年８月18日開催

の取締役会において、次のとおり

私募債を発行することを決議いた

しました。

(1) 社債の名称

第１回無担保社債

(2) 発行総額

200,000,000円

(3) 発行価額

額面100円につき100円

(4) 発行年月日

平成17年９月15日

(5) 償還期限

平成20年９月15日

(6) 利率

年0.550％

(7) 償還方法

満期一括償還

(8) 資金の使途

運転資金

――― １ 第三者割当増資について

  当社は平成18年２月16日開催の

取締役会において、下記のとおり

第三者割当による新株式発行に関

する決議をいたしました。

(1) 発行新株式数

普通株式 141,000株

(2) 発行価額

１株につき 金 640円

(3) 発行価額の総額

90,240,000円

(4) 資本組入額

１株につき 金 320円

(5) 資本組入額の総額

45,120,000円

(6) 申込期日

平成18年３月６日

(7) 払込期日

平成18年３月６日

(8) 配当起算日

平成18年１月１日

(9) 割当先及び株数

デジタル・アドバタイジン

グ・コンソーシアム株式会社

141,000株

２ ストックオプション(新株予約

権)について

  当社は、平成18年３月24日開催

の第９期定時株主総会において、

商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づき、以下のとおりス

トックオプションとして、株主以

外の者に対して特に有利な条件を

もって新株予約権を発行すること

を決議いたしました。

 ・新株予約権の目的となる株式の

種類

  当社普通株式

 ・新株予約権割当の対象者

  当社及び子会社の取締役、監査

役及び従業員並びに社外協力者

に割り当てるものとする。

 ・新株予約権発行の要領

 (1) 新株予約権の目的となる株式

の種類及び数

当社普通株式135,000株を上

限とする。



  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

 (2) 新株予約権の総数

   1,350個を上限とする。(新株

予約権１個につき普通株式

100株。ただし、(1)に定める

株式の数の調整を行った場合

は、同様の調整を行う。)

 (3) 新株予約権の価額

   無償で発行するものとする。

 (4) 新株予約権の行使に際して払

込をすべき金額

   新株予約権１個当たりの払込

金額は、次により決定される

１株当たりの払込金額に(2)

に定める新株予約権１個の株

式の数を乗じた金額とする。

   １株当たりの払込金額は、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

ける大阪証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終

値の平均値に1.1を乗じた金

額(１円未満の端数を切り上

げ)とする。

   ただし、当該金額が新株予約

権発行日の前日の終値(取引

が成立しない場合はその前日

の終値)を下回る場合は、当

該終値とする。

 ・新株予約権を行使することがで

きる期間

  平成22年１月１日から平成26年

12月31日までとする。

 ・その他

  ストックオプション制度の詳細

については「第４提出会社の状

況１株式等の状況(7)ストック

オプション制度の内容」に記載

しております。



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６月30日)

当中間会計期間末

(平成18年６月30日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成17年12月31日)

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 583,391 741,903 584,952

 ２ 受取手形 491 ― 1,365

 ３ 売掛金 381,457 191,268 233,945

 ４ たな卸資産 73,089 3,758 1,825

 ５ 前払費用 161,590 ― 21,656

 ６ その他 75,218 24,580 40,116

   貸倒引当金 △38,236 △180 △416

   流動資産合計 1,237,002 65.4 961,330 73.6 883,445 66.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 113,124 6.0 81,495 6.2 95,615 7.2

 ２ 無形固定資産 124,390 6.5 30,701 2.4 115,248 8.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 103,869 42,159 44,717

  (2) 関係会社株式 150,000 53,535 52,094

  (3) 差入保証金 123,474 123,080 123,444

  (4) 破産更正債権等 ― 123,355 123,822

    (5) 関係会社長期 
    貸付金

― 67,500 67,500

  (6) その他 108,577 13,005 21,831

   貸倒引当金 △67,500 △189,168 △191,322

   投資その他の資産 
   合計

418,421 22.1 233,466 17.8 242,088 18.1

   固定資産合計 655,936 34.6 345,663 26.4 452,952 33.9

   資産合計 1,892,938 100.0 1,306,994 100.0 1,336,397 100.0



 

前中間会計期間末

(平成17年６月30日)

当中間会計期間末

(平成18年６月30日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成17年12月31日)

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
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 15,208 15,447 17,577

 ２ 一年以内返済予定 
   長期借入金

204,396 379,663 204,396

 ３ 未払金 117,844 79,064 109,790

 ４ 未払費用 6,113 4,241 11,780

 ５ 未払法人税等 4,652 4,746 5,541

 ６ その他 ※２ 13,848 28,603 27,841

   流動負債合計 362,062 19.1 511,766 39.1 376,926 28.2

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ― 200,000 200,000

 ２ 長期借入金 429,841 50,178 342,176

 ３ ポイント引当金 ― 27,572 ―

 ４ 繰延税金負債 ― 179 462

   固定負債合計 429,841 22.7 277,929 21.3 542,638 40.6

   負債合計 791,903 41.8 789,695 60.4 919,565 68.8

(資本の部)

Ⅰ 資本金 903,025 47.7 ― ― 903,025 67.6

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 225,756 ― 225,756

 ２ その他資本剰余金 356,961 ― 356,961

   資本剰余金合計 582,718 30.8 ― ― 582,718 43.6

Ⅲ 利益剰余金

  １ 中間(当期) 
   未処理損失

△347,828 ― △1,029,111

   利益剰余金合計 △347,828 △18.4 ― ― △1,029,111 △77.0

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金

3,597 0.2 ― ― 677 0.0

Ⅴ 自己株式 △40,477 △2.1 ― ― △40,477 △3.0

   資本合計 1,101,035 58.2 ― ― 416,832 31.2

   負債・資本合計 1,892,938 100.0 ― ― 1,336,397 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年６月30日)

当中間会計期間末

(平成18年６月30日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成17年12月31日)

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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 ― ― 948,145 72.5 ― ―

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 ― 270,876 ―

(2) その他資本剰余金 ― 356,961 ―

資本剰余金合計 ― ― 627,838 48.1 ― ―

３ 利益剰余金

 (1) その他利益剰余金

 繰越利益剰余金 ― △1,018,470 ―

利益剰余金合計 ― ― △1,018,470 △77.9 ― ―

４ 自己株式 ― ― △40,477 △3.1 ― ―

株主資本合計 ― ― 517,035 39.6 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券 
  評価差額金

― 262 ―

評価・換算差額等 
合計

― ― 262 0.0 ― ―

純資産合計 ― ― 517,298 39.6 ― ―

負債純資産合計 ― ― 1,306,994 100.0 ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31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 1,026,731 100.0 923,213 100.0 1,880,405 100.0

Ⅱ 売上原価 313,933 30.6 155,272 16.8 703,444 37.4

   売上総利益 712,798 69.4 767,941 83.2 1,176,961 62.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 971,745 94.6 675,504 73.2 1,960,684 104.3

   営業利益又は営業 
      損失(△)

△258,947 △25.2 92,437 10.0 △783,722 △41.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 19,056 1.8 15,230 1.7 35,175 1.9

Ⅴ 営業外費用 ※２ 5,311 0.5 8,294 0.9 13,042 0.7

   経常利益又は経常 
      損失(△)

△245,202 △23.9 99,373 10.8 △761,589 △40.5

Ⅵ 特別利益 ※３ ― ― 23,500 2.5 4,728 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４ 20,197 2.0 111,009 12.0 153,753 8.2

   税引前中間純利益又 
      は税引前中間(当期) 
   純損失(△)

△265,400 △25.9 11,863 1.3 △910,614 △48.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,098 1,222 2,318

   法人税等調整額 81,330 82,428 8.0 ─ 1,222 0.1 116,178 118,497 6.3

   中間純利益又は中間 
      (当期)純損失(△)

△347,828 △33.9 10,640 1.2 △1,029,111 △54.7

   前期繰越利益又は 
      前期繰越損失(△)

― ― ―

   中間(当期)未処理損 
   失

347,828 ― 1,029,111



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

       

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金

資本剰余金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計
繰越利益 

剰余金

平成17年12月31日残高 (千円) 903,025 225,756 356,961 582,718 △1,029,111 △1,029,111 △40,477 416,154

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 45,120 45,120 45,120 90,240

 中間純利益 10,640 10,640 10,640

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額 (純額)

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
45,120 45,120 ― 45,120 10,640 10,640 ― 100,880

平成18年６月30日残高 (千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △1,018,470 △1,018,470 △40,477 517,035

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日残高 (千円) 677 677 416,832

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 90,240

 中間純利益 10,640

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動額 (純額)
△414 △414 △414

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△414 △414 100,466

平成18年６月30日残高 (千円) 262 262 517,298



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

―――  当社は当中間会計期間においては

92,437千円の営業利益を計上してお

りますが、前々事業年度において

680,580千円、前事業年度において

783,722千円と過去連続して営業損

失を計上しており、当中間会計期間

における事業収入は計画どおりには

伸びておらず、未だ収益基盤が安定

した状況にはないことから、当中間

会計期間末日において継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在してお

ります。 

 当社は、当該状況を解消すべく、

平成17年12月22日の取締役会におい

て決議したとおり、収益化が困難で

あったコンテンツ事業から撤退して

おり、今後は収益力の高い事業領域

に経営資源を集約させる体制に転換

し、また徹底したコスト削減策を引

き続き進めております。 

 したがいまして、中間財務諸表は

継続企業を前提として作成されてお

り、当該重要な疑義の影響を中間財

務諸表には反映しておりません。

 当社は、前事業年度において

680,580千円、当事業年度において

783,722千円の営業損失を計上して

おり、継続して営業損失を計上して

おります。 

 当該状況により、当事業年度末日

において継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、

平成17年12月22日の取締役会におい

て、これまで積極的に先行投資を行

いながらも収益化が困難であったコ

ンテンツ事業からの撤退を決議し、

収益力の高い事業領域に経営資源を

集約させる体制に転換いたしまし

た。また、これと同時に役員報酬を

はじめとする人件費の削減を実行

し、全社的にあらゆるコストを見直

した上で、徹底したコスト削減策を

進めております。 

 さらに、重要な後発事象に記載の

通り、平成18年２月16日開催の取締

役会決議に基づき、デジタル・アド

バタイジング・コンソーシアム株式

会社に対して、平成18年３月６日を

払込期日とする総額90,240千円の第

三者割当増資を実施いたします。こ

れにより事業資金を確保すると同時

に、資本面・業務面においてこれま

で以上に緊密な関係を築き上げ、両

社のシナジー効果を最大限に活かし

た販売活動を積極的に推進してまい

ります。 

 したがいまして、財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、

当該重要な疑義の影響を財務諸表に

は反映しておりません。



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

項目
前中間会計期間

(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１ 有価証券の評価基

準及び評価方法

(1) 有価証券

 ①子会社株式

   移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

(1) 有価証券

 ①子会社株式及び関連  

  会社株式

同左

(1) 有価証券

 ①子会社株式

同左

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

   中間決算日の市場価

格等に基づく時価法を

採用しております。な

お、評価差額は全部資

本直入法により処理し

ており、売却原価は移

動平均法により算定し

ております。

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

   中間決算日の市場価

格等に基づく時価法を

採用しております。な

お、評価差額は全部純

資産直入法により処理

しており、売却原価は

移動平均法により算定

しております。

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

   決算期末日の市場価

格等に基づく時価法を

採用しております。な

お、評価差額は全部資

本直入法により処理し

ており、売却原価は移

動平均法により算定し

ております。

  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。

時価のないもの

同左

  時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価

基準及び評価方法

(1) 商品

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

(1) 商品

同左

(1) 商品

同左

(2) 製品

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

――― ―――

――― (3) 仕掛品

個別法による原価法

を採用しております。

―――

(4) 貯蔵品

最終仕入原価法によ

る原価法を採用してお

ります。

――― ―――

３ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

   定率法を採用してお

ります。なお、主な耐

用年数は以下のとおり

であります。

   建物   ８～15年

   器具備品 ４～15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

①ソフトウェア(自社

利用)

社内における見込

利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採

用しております。

(2) 無形固定資産

①ソフトウェア(自社

利用)

同左

(2) 無形固定資産

①ソフトウェア(自社

利用)

同左



 

項目
前中間会計期間

(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

②営業権

経済的耐用年数に

より５年で毎期均等

額を償却しておりま

す。

――― ②営業権

経済的耐用年数に

より５年で毎期均等

額を償却しておりま

す。

(3) 長期前払費用

   定額法を採用してお

ります。

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左

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

に備えて、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(ドリームポイントについ

て) 

 ドリームポイントについ

ては、平成12年９月より物

品等との交換を開始してお

りますが、交換実績が乏し

く、交換用物品等の原価率

が合理的に算定できないた

め、引当金の計上は行って

おりません。

(2) ポイント引当金

ドリームメール会員に対

し、メール受信・アンケー

ト回答等に関して付与した

ポイントの使用により今後

発生すると見込まれる景品

交換費用に備えるため、当

中間会計期間末において将

来使用されると見込まれる

額を計上しております。

(追加情報) 

 ポイント使用による費用

は、従来はポイント使用時

に費用処理しておりました

が、ポイント利用数が増加

したことから重要性が増

し、かつ利用見込額を合理

的に算定することが可能と

なったため、当中間会計期

間よりポイント引当金を計

上しております。これに伴

い、ポイント引当金繰入額

のうち、当中間会計期間に

付与したポイントに対応す

る額については販売費及び

一般管理費に計上し、前事

業年度以前に付与したポイ

ントに対応する額について

は特別損失に計上しており

ます。 

 この結果、従来の方法に

よった場合と比べ、当中間

会計期間の営業利益及び経

常利益は5,334千円減少

し、税引前中間純利益は

27,572千円減少しておりま

す。

(ドリームポイントについ

て)

 ドリームポイントについ

ては、平成12年９月より物

品等との交換を開始してお

りますが、交換実績が乏し

く、交換用物品等の原価率

が合理的に算定できないた

め、引当金の計上は行って

おりません。



 

項目
前中間会計期間

(自 平成17年１月１日
  至 平成17年６月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

５ リース取引の処理

方法

リース物件の所有者が借

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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理を採

用しております。な

お、特例処理の要件を

満たしている金利スワ

ップ等に関しては、特

例処理を採用しており

ます。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) 主なヘッジ手段とヘッ

ジ対象

ヘッジ手段 金利 

スワップ

ヘッジ対象 借入金
 

(2) 主なヘッジ手段とヘッ

ジ対象

同左

 

(2) 主なヘッジ手段とヘッ

ジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

   内規に基づき、金利

変動リスクをヘッジし

ております。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

   金利スワップの特例

処理の要件を満たして

いるものに限定するこ

とで有効性の評価とし

ております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

７ 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

消費税等の会計処理 

 税抜方式により処理して

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



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 

  

 
  

項目
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
  至 平成17年12月31日)

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。これにより

税引前中間純利益は25,362

千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額に

ついては、改正後の中間財

務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除して

おります。

     ―――

貸借対照表の純資

産の部の表示に関

する会計基準

     ―――  当中間会計期間より、

「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）および

「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用してお

ります。 

 従来の資本の部の合計に

相当する金額は517,298千

円であります。 

 なお、中間財務諸表等規

則の改正により、当中間会

計期間における中間貸借対

照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しており

ます。

     ―――



表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

(中間貸借対照表）

「前払費用」は総資産額の100分の５を超えたため、区

分掲記することとしました。なお、前中間会計期間は流

動資産の「その他」に41,635千円含まれております。

(中間貸借対照表）

 前中間会計期間において独立掲記しておりました「前

払費用」(当中間会計期間19,134千円)は、総資産額の

100分の５以下であるため当中間会計期間においては流

動資産の「その他」に含めております。 

 「関係会社長期貸付金」は総資産額の100分の５を超

えたため、区分掲記することとしました。なお、前中間

会計期間は投資その他の資産の「その他」に67,500千円

含まれております。

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。

この結果、販売費及び一般管理費

が、3,443千円増加し、営業損失、

経常損失及び税引前中間純損失が同

額増加しております。

―――  「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が、3,120千円増加し、営業損失、

経常損失及び税引前当期純損失が同

額増加しております。

前中間会計期間末 
(平成17年６月30日)

当中間会計期間末
(平成18年６月30日)

前事業年度末 
(平成17年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

113,881千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

135,536千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

128,755千円

※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、金額的

重要性が乏しいため、流動負

債の「その他」に含めて表示

しております。

※２ 消費税等の取扱い

同左

―――



(中間損益計算書関係) 

  

 

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 459千円

受取手数料 563千円

賃料収入 11,487千円

商標権譲渡益 3,000千円

出向者営業 
委託料収入

2,103千円  

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 33千円

受取手数料 840千円

賃料収入 4,424千円

保険解約益 4,842千円

業務委託料収入 3,600千円  

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,099千円

受取手数料 1,009千円

賃料収入 23,481千円

商標権譲渡益 3,000千円

業務委託料収入 5,103千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 4,328千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 3,064千円

賃貸原価 4,605千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 8,134千円

社債発行費 3,600千円

―――

 

※３ 特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益

 器具備品 344千円

 ソフトウェア 6,439千円

 合計 6,783千円

コンテンツ事業

収益
14,327千円

 

※３ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券 

売却益
4,728千円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

 器具備品 183千円

貸倒引当金 
繰入額

20,014千円

 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

 器具備品 422千円

権利金評価損 52,830千円

ポイント引当金

損失
22,237千円

   減損損失
    当中間会計期間において、

当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたし

ました。

場所 用途 種類

大阪市 

北区他

Ｅコマース

事業用資産

コンテンツ

事業用資産

器具備品

東京都 

港区

Ｅコマース

事業用資産

ソフト
ウェア

    当社は、原則としてセグメ

ント別に資産のグループ化を

行っております。 

 営業活動から生ずる損益が

継続してマイナスとなってお

り、かつ将来キャッシュ・フ

ローの見積り総額が帳簿価額

を下回る資産グループについ

て、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減

損損失としております。回収

可能価額については正味売却

価額により測定しており、１

円として評価しております。

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

 器具備品 838千円

事業整理損失 107,239千円

貸倒引当金繰入

額
20,014千円



 
  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

  

 当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

  

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

        また、遊休状態となったイ

ンターネットサイト運営に係

る営業権について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として

おります。回収可能価額につ

いては正味売却価額により測

定しており、零として評価し

ております。 

 減損損失は合計で25,362千

円であり、その内訳は、器具

備品806千円、ソフトウェア

4,555千円、営業権20,000千

円であります。

５ 減価償却実施額

有形固定資産 16,555千円

無形固定資産 9,097千円

５ 減価償却実施額

有形固定資産 11,688千円

無形固定資産 19,391千円

５ 減価償却実施額

有形固定資産 33,408千円

無形固定資産 31,206千円

前事業年度末株式
数 (株)

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 (株) 67,760 ― ― 67,760

合計 67,760 ― ― 67,760



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

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

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

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

有形固定資産 
(器具備品)

千円

取得価額相当額 128,400

減価償却累計額 
相当額

26,980

中間期末残高 
相当額

101,420

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

有形固定資産
(器具備品)

千円

取得価額相当額 122,800

減価償却累計額
相当額

51,073

中間期末残高
相当額

71,726

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

有形固定資産 
(器具備品)

千円

取得価額相当額 128,400

減価償却累計額
相当額

39,820

期末残高相当額 88,580

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 25,022千円

１年超 77,788千円

合計 102,811千円

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 24,592千円

１年超 49,135千円

合計 73,728千円  

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 25,358千円

１年超 65,024千円

合計 90,383千円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 13,630千円

減価償却費相当額 12,746千円

支払利息相当額 1,447千円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 13,435千円

減価償却費相当額 12,560千円

支払利息相当額 1,114千円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 27,359千円

減価償却費相当額 25,586千円

支払利息相当額 2,748千円

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

 

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

 ２ オペレーティング・リース取引

     未経過リース料

  １年以内 85,584 千円

  １年超 46,243 千円

  合計 131,827 千円  

利息相当額の算定方法

同左

 ２ オペレーティング・リース取引

     未経過リース料

  １年以内 46,243 千円

  １年超 ― 千円

  合計 46,243 千円

 

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載

は省略しております。

 

利息相当額の算定方法

同左

 ２ オペレーティング・リース取引

    未経過リース料

 １年以内 85,584 千円

 １年超 3,450 千円

 合計 89,035 千円



(有価証券関係) 

前中間会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30日)及び当中間会計期間(自 平成18年１月１

日 至 平成18年６月30日)並びに前事業年度(自 平成17年１月１日 至 平成18年12月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間純利益又は１株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の 

 算定上の基礎 

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

257円38銭 117円07銭 97円44銭

１株当たり中間純損失 １株当たり中間純利益 １株当たり当期純損失

81円31銭 2円44銭 240円57銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益

１株当たり中間純損失であるため

記載しておりません。

希薄化効果を有している潜在株式

がないため記載しておりません。

１株当たり当期純損失であるため

記載しておりません。

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

中間純利益又は中間(当期)純損失

(△)           
(千円)

△347,828 10,640 △1,029,111

普通株主に帰属しない金額

(千円)
― ― ―

普通株式に係る中間純利益又は中

間(当期)純損失(△)

(千円)

△347,828 10,640 △1,029,111

普通株式の期中平均株式数

(株)
4,277,847 4,368,984 4,277,843

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)

純利益の算定に含まれなかった潜

在株式の概要

(新株引受権)

臨時株主総会決議日

平成13年５月28日

(新株引受権 3,955個)

臨時株主総会決議日

平成13年11月16日

(新株引受権 250個)

(新株予約権)

株主総会決議日

平成15年３月27日

(新株予約権 879個)

これらの詳細について

は、第４提出会社の状況

１株式等の状況(2)新株

予約権等の状況に記載の

とおりであります。

(新株引受権)

臨時株主総会決議日

平成13年５月28日

(新株引受権 3,397個)

臨時株主総会決議日

平成13年11月16日

(新株引受権 67個)

(新株予約権)

株主総会決議日

平成15年３月27日

(新株予約権 599個)

株主総会決議日

平成17年３月25日

(新株予約権 1,687個)

株主総会決議日

平成18年３月24日

(新株予約権 1,035個)

これらの詳細について

は、「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」に記

載のとおりであります。

(新株引受権)

臨時株主総会決議日

平成13年５月28日

(新株引受権 3,955個)

臨時株主総会決議日

平成13年11月16日

(新株引受権 119個)

(新株予約権)

株主総会決議日

平成15年３月27日

(新株予約権 879個)

株主総会決議日

平成17年３月25日

(新株予約権 2,345個)

これらの詳細について

は、「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」に記

載のとおりであります。



(重要な後発事象) 

  

 

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１ 私募債の発行について

  当社は、平成17年８月18日開催

の取締役会において、次のとおり

私募債を発行することを決議いた

しました。

(1) 社債の名称

第１回無担保社債

(2) 発行総額

200,000,000円

(3) 発行価額

額面100円につき100円

(4) 発行年月日

平成17年９月15日

(5) 償還期限

平成20年９月15日

(6) 利率

年0.550％

(7) 償還方法

満期一括償還

(8) 資金の使途

運転資金

――― １ 第三者割当増資について

  当社は平成18年２月16日開催の

取締役会において、下記のとおり

第三者割当による新株式発行に関

する決議をいたしました。

(1) 発行新株式数

普通株式 141,000株

(2) 発行価額

１株につき 金 640円

(3) 発行価額の総額

90,240,000円

(4) 資本組入額

１株につき 金 320円

(5) 資本組入額の総額

45,120,000円

(6) 申込期日

平成18年３月６日

(7) 払込期日

平成18年３月６日

(8) 配当起算日

平成18年１月１日

(9) 割当先及び株数

デジタル・アドバタイジン

グ・コンソーシアム株式会社

141,000株

２ ストックオプション(新株予約

権)について

  当社は、平成18年３月24日開催

の第９期定時株主総会において、

商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づき、以下のとおりス

トックオプションとして、株主以

外の者に対して特に有利な条件を

もって新株予約権を発行すること

を決議いたしました。

 ・新株予約権の目的となる株式の

種類

  当社普通株式

 ・新株予約権割当の対象者

  当社及び子会社の取締役、監査

役及び従業員並びに社外協力者

に割り当てるものとする。

 ・新株予約権発行の要領

 (1) 新株予約権の目的となる株式

の種類及び数

当社普通株式135,000株を上

限とする。



 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

 (2) 新株予約権の総数

   1,350個を上限とする。(新株

予約権１個につき普通株式

100株。ただし、(1)に定める

株式の数の調整を行った場合

は、同様の調整を行う。)

 (3) 新株予約権の価額

   無償で発行するものとする。

 (4) 新株予約権の行使に際して払

込をすべき金額

   新株予約権１個当たりの払込

金額は、次により決定される

１株当たりの払込金額に(2)

に定める新株予約権１個の株

式の数を乗じた金額とする。

   １株当たりの払込金額は、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

ける大阪証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終

値の平均値に1.1を乗じた金

額(１円未満の端数を切り上

げ)とする。

   ただし、当該金額が新株予約

権発行日の前日の終値(取引

が成立しない場合はその前日

の終値)を下回る場合は、当

該終値とする。

 ・新株予約権を行使することがで

きる期間

  平成22年１月１日から平成26年

12月31日までとする。

 ・その他

  ストックオプション制度の詳細

については「第４提出会社の状

況１株式等の状況(7)ストック

オプション制度の内容」に記載

しております。



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９期(自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日)

平成18年３月27日 
近畿財務局長に提出



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】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年９月９日

株式会社 エルゴ・ブレインズ 

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

ている株式会社エルゴ・ブレインズの平成17年１月１日から平成17年12月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成17年１月１日から平成17年６月30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、株式会社エルゴ・ブレインズ及び連結子会社の平成17年６月30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１月１日から平成17年６月30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 

  

 

太陽監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  山  田  茂  善  ㊞

業務執行社員 公認会計士  宮  内     威  ㊞

※ 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(半期報告書提出会

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９月13日

株式会社 エルゴ・ブレインズ 

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

ている株式会社エルゴ・ブレインズの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30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、中間連結株主資本等変動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、株式会社エルゴ・ブレインズ及び連結子会社の平成18年6月30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18年1月1日から平成18年6月30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。 
  
追記情報 

 

   
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  酒  井  弘  行  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  湯  口     豊  ㊞

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間においては92,073千円の営業

利益を計上しているが、前々連結会計年度において757,709千円、前連結会計年度において759,812千円

と過去連続して営業損失を計上しており、当中間連結会計期間における事業収入は計画どおりには伸び

ておらず、未だ収益基盤が安定した状況にはないことから、当中間連結会計期間末日において継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されてい

る。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連

結財務諸表には反映していない。

２．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に記載のとおり、会社は当中間連結会計期

間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作

成している。

※ 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(半期報告書提出会

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９月９日

株式会社 エルゴ・ブレインズ 

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

ている株式会社エルゴ・ブレインズの平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第９期事業年度の中間

会計期間(平成17年１月１日から平成17年６月30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、株式会社エルゴ・ブレインズの平成17年６月30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１月１日から平成17年６月30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 

  

 

太陽監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  山  田  茂  善  ㊞

業務執行社員 公認会計士  宮  内     威  ㊞

※ 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(半期報告書提出会

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９月13日

株式会社 エルゴ・ブレインズ 

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

ている株式会社エルゴ・ブレインズの平成18年1月1日から平成18年12月31日までの第10期事業年度の中間会

計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間株主資本等変動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、株式会社エルゴ・ブレインズの平成18年6月30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18年1月1日から平成18年6月30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。 
  
追記情報 

 

   
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  酒  井  弘  行  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  湯  口     豊  ㊞

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当中間会計期間においては92,437千円の営業利益

を計上しているが、前々事業年度において680,580千円、前事業年度において783,722千円と過去連続し

て営業損失を計上しており、当中間会計期間における事業収入は計画どおりには伸びておらず、未だ収

益基盤が安定した状況にはないことから、当中間会計期間末日において継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。

２．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に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固

定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。

※ 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(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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