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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 

決算年月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 

売上高 （千円） 454,915 814,854 1,175,690 1,305,216 1,554,618 

経常利益 （千円） 7,767 150,527 297,116 353,443 470,824 

当期純利益 （千円） 829 80,322 172,346 189,314 261,748 

持分法を適用した場合の

投資利益又は投資損失

（△） 

（千円） 3,545 △349 － － － 

資本金 （千円） 25,000 25,000 25,000 30,059 200,059 

発行済株式総数 （株） 500 500 500 50,408 54,408 

純資産額 （千円） 32,410 112,739 285,088 484,521 1,171,770 

総資産額 （千円） 358,198 525,445 577,854 1,092,983 1,698,709 

１株当たり純資産額 （円） 64,821.07 225,478.18 570,177.20 9,612.00 21,536.73 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配

当額） 

（円） 
－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

1,000 

(－) 

１株当たり当期純利益金

額 
（円） 1,658.98 160,645.51 344,693.22 3,775.95 4,881.19 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 
（円） － － － － 4,786.13 

自己資本比率 （％） 9.0 21.5 49.3 44.3 69.0 

自己資本利益率 （％） 2.6 110.7 86.6 49.2 31.6 

株価収益率 （倍） － － － － 30.1 

配当性向 （％） － － － － 20.5 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － 183,819 9,746 528,636 143,291 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △19,759 12,203 △5,469 △94,878 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（千円） － △20,009 △13,992 △8,452 411,544 

現金及び現金同等物の期

末残高 
（千円） － 321,772 329,730 844,444 1,304,402 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

52 

(4) 

59 

(1) 

66 

(3) 

87 

(1) 

103 

(3) 



２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第12期以降の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社の株式を売却したことから、関連会社

がなくなりましたので記載しておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第12期までは潜在株式が存在しないため記載してお

りません。また、第13期については、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権残

高がありますが、当社株式は非上場であったため、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。 

５．株価収益率については、第13期まで当社株式は非上場でありましたので記載しておりません。 

６．従業員数は就業人員数を表示しております。 

７．第11期以降の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、新日本監査法人の監査を受け

ておりますが、第10期の財務諸表については、監査を受けておりません。 

８．第11期より「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。 

９．第10期のキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、当該期のキャッシュ・フローに係る指標に

ついては、記載しておりません。 

10．平成17年１月６日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。 



２【沿革】 

 （注） BREWゲームとは、CDMA携帯電話機のアプリケーションプラットフォーム上で利用するゲームのことです。 

年月 事項 

平成５年３月 東京都大田区において、ゲームソフトウェア開発、設計、製作及び販売を事業目的として有限会

社エイティングを出資金300万円で設立。 

平成５年５月 当社初の販売商品である業務用シューティングゲーム「魔法大作戦」を開発販売。 

平成５年11月 組織変更を行い、有限会社から株式会社組織形態とする。 

平成６年12月 当社初の家庭用ゲームソフト開発として、当社オリジナルの業務用パズルゲームを家庭用ゲーム

として開発販売。以後、積極的に当社オリジナルの業務用ゲームを、家庭用ゲーム向けに開発販

売を行う。 

平成９年７月 ３Ｄ格闘ゲーム「ブラッディロア」を業務用ゲームとして開発販売。同時に家庭用「プレイステ

ーション」向けにも開発販売。 

平成12年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの「ｉモード」向けに、アドベンチャーノベルゲーム「バロ

ンハウスの夏休み」（現「ドキワクケータイ書店」）を配信開始し、モバイルコンテンツ開発事

業を開始。 

平成12年10月 株式会社ライジング及び有限会社ロジック・アンド・マジックを吸収合併（資本金2,225万

円）。開発体制を強化し、家庭用ゲームソフトの受託制作を積極的に展開。 

平成12年11月 本店を東京都品川区に移転。 

平成13年３月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの「ｉモード」向けに、ネットワークロールプレイングゲー

ム「ケータイ忍者城！」を配信開始。 

平成14年12月 「個人認証方法」（携帯端末の音源からの楽音データを読み取り機にて照合する個人認証方法）

に関する特許登録。 

平成15年４月 家庭用３Ｄ対戦格闘ゲーム「ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－激闘忍者大戦！」企画・開発。 

平成15年７月 パソコンユーザー向けに「キャラクター委員会」ホームページ開設。オリジナルキャラクター情

報の配信を開始し、ライセンスビジネスを開始。 

平成16年２月 ゲームセンター向けに「あわうさぎ」「陰陽パンダ」のぬいぐるみ商品を開発販売。 

携帯電話向けに「ＣＨＡＲＡＭＯＢＡ」を一般サイトとして配信開始。 

平成16年４月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの「ｉモード」向けに、ミュージカル専門着信メロディ 

「Ｍｕｓｉｃａｌ ｍｏｂｉｌｅ」（現「ミュージカルカフェ」）を配信開始。 

平成16年９月 ボーダフォン株式会社の「Vodafone live！」向けに携帯コンテンツ配信開始。 

平成16年10月 KDDI株式会社の「EZweb」向けに携帯コンテンツ配信開始。 

平成17年６月 KDDI株式会社の「EZweb」向けに、当社オリジナル業務用シューティングゲーム「魔法大作戦」

をBREWゲーム（注）用に開発した「魔法大作戦ガイン」を配信開始。 

 平成17年12月 東京証券取引所マザーズ市場へ上場。 



３【事業の内容】 

 当社は、アミューズメント施設向けビデオゲームソフトの企画・開発会社として創業し、家庭用ゲームソフトを中

心としたデジタルエンターテインメントコンテンツの企画・開発を主たる業務としております。事業別では、主に家

庭用テレビゲームソフトの企画・開発を行う「ゲームソフト開発事業」、携帯電話コンテンツの企画・配信を主たる

業務とする「モバイルコンテンツ開発事業」、この他、ゲームソフト開発で積み重ねたコンテンツ開発力をもとに、

キャラクターの企画製作販売及び版権許諾業務等を行う「その他事業」の３事業で構成しております。 

１．ゲームソフト開発事業 

 当社のゲームソフト開発事業は、主に国内のゲームソフトウェアメーカーからの受託開発であり、ＰＳ２、ゲーム

キューブ等の家庭用ゲーム機、及びニンテンドーＤＳ、ＰＳＰ、ゲームボーイアドバンス等の携帯型ゲーム機向けの

ソフト開発を行っております。当社の特徴として、積極的に開発機能のライブラリー化を進めることで開発ソフトの

高品質化を図り、同時に、開発期間の短縮化により徹底した納期管理を実施しております。この特徴を活かし、厳し

い納期管理を求められるＴＶアニメのキャラクターを題材としたゲームの開発において実績・ノウハウの蓄積があり

ます。ＴＶアニメの認知度にプラスして、当社が創業以来積極的に取り組んできた対戦型格闘アクションゲームにお

ける３Ｄキャラクターのモーション制御技術（注１）や、誰もが楽しめる操作性などを織り込むことで、趣向性を高

めゲームソフトとしての価値向上を目指し作品を作り上げております。業務請負契約に基づく請負代金とゲームソフ

ト販売数量に比例したロイヤリティ収入がゲームソフト開発事業の売上となります。 

（注１）３Ｄキャラクターのモーション制御技術とは、三次元で表現したゲームのキャラクターの骨格や関節などを

複合的に動かしテレビゲーム上で表現する制御技術です。 

２．モバイルコンテンツ開発事業 

 当社のモバイルコンテンツ開発事業は、携帯電話のインターネット接続者向けに提供するデジタルコンテンツの企

画制作・開発・運営を行っております。当社のモバイルコンテンツは、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、KDDI株

式会社、ソフトバンクモバイル株式会社の３キャリアを通じて提供されております。 

 当社の主な携帯コンテンツは、名作から新作まで様々な演目をカバーするミュージカル専門着信メロディサイトで

ある「ミュージカルカフェ」、当社のアーケードゲームを中心に携帯コンテンツへ開発したハイテンポなゲーム集

「魔法大作戦」、ノベルやアドベンチャー中心のゲームサイトで小説や漫画も楽しめる「ドキワクケータイ書店」な

どがあります。また、一般サイトとしては、その他事業部門で開発したデジタルキャラクターの最新情報や壁紙・ゲ

ームを入手できるオリジナルキャラクターサイト「キャラモバ」があります。携帯電話を通じてのコンテンツダウン

ロード料や月額課金によるコンテンツ利用料が、モバイルコンテンツ開発事業の売上となります。 

３．その他事業 

 当社のその他事業は、ゲームソフト開発で蓄積したデザイン力を活かした当社独自のデジタルキャラクターの開

発、及び携帯電話に関する特許開発を実施しております。デジタルキャラクターをぬいぐるみにした商品販売や商標

登録、特許権から得られる版権許諾料・特許使用料収入等が、その他事業となります。 

 当社は、これらの３事業の相乗効果により、デジタルエンターテインメントコンテンツの提供を展開しておりま

す。各事業の事業系統図は以下のとおりです。 



［事業系統図］ 



４【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを

含んでおります。）であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

     ２．臨時雇用者には、パートタイマーおよび季節工を含み、人材会社からの派遣社員を除いております。 

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

４．従業員が当期中において16名増加いたしましたのは、主として業容拡大に伴う開発人員の採用によるもので

あります。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

103（3）  29.6   3.6 4,096 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当事業年度のわが国経済は、原油価格の高騰や米国経済の先行き不透明感等の懸念材料が見られるものの、企業

収益の改善による民間設備投資の増加、雇用情勢の改善による個人消費も堅調に推移し、緩やかな景気回復基調が

続いております。 

 こうした中、ゲームソフト市場は、携帯ゲーム機を中心に、これまでゲームに参加しなかった中高年者や成人女

性にもゲームソフトが受け入れられ、性別と年齢層の両方においてユーザーの拡大が進みました。また、今後発売

が予定されている任天堂㈱のWii、㈱ソニー・コンピュータエンタテインメントのＰＳ３などの次世代機の登場に

より市場の拡大が期待されております。 

 次世代機向けの開発は、ゲームソフト開発業界にとっては、市場規模の拡大期待はあるものの、より高精度な開

発力とパブリッシャーからのニーズへの対応力が要求され、同様に、既存のゲーム機向けの開発自体も、開発内容

が高度化し、高度な開発を求められる傾向が続いています。高品質で人気のあるキャラクターを使ったゲームソフ

トをタイムリーに供給する当社にとっては、今後一層、当社の強みを活かせる事業環境であると認識しておりま

す。 

 このような環境の中で、当社は次世代機向けの開発体制を整えつつ、開発ラインの増強のために積極的に開発人

員の採用を行い、家庭用ゲームソフトを中心としたデジタルエンターテインメントコンテンツの開発・販売を行い

ました。当期におきましては、当社の主力事業でありますゲームソフト開発事業においては、ＴＶアニメのアクシ

ョンゲームのジャンルを中心に、１億円以上の大型案件５件を含む１７タイトルの受託開発を行いました。また、

携帯電話向けコンテンツの開発・配信を行うモバイルコンテンツ開発事業では、既存サイトのリニューアルとコン

テンツ追加により、ユーザー数の増加を図りました。 

 以上の結果、当事業年度の売上高は1,554,618千円（前期比19.1％増）、経常利益は470,824千円（前期比33.2％

増）、当期純利益は261,748千円（前期比38.3％増）となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の状況は、前事業年度に比べ 459,957千円増

加し、当事業年度末には 1,304,402千円となりました。 

 また、当事業年度中における各キャッシュ・フロー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） 

 営業活動の結果得られた資金は、143,291千円（前事業年度は528,636千円）となりました。これはたな卸資産の

増加や法人税等の支払等資金の減少要因がありましたが、税引前当期純利益（466,340千円）等の増加要因が上回

ったこと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） 

 投資活動による資金の減少は、94,878千円（前事業年度は5,469千円の支出）となりました。これは主として本

社移転等による固定資産の取得による支出（50,600千円）や敷金保証金の差入による支出（53,417千円）などによ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、411,544千円（前事業年度は8,452千円の支出）となりました。これは東証マザ

ーズへの上場に伴う株式の発行による収入411,544千円のよるものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）開発実績 

 当事業年度の開発実績を示すと、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．金額は製造原価によっております。 

(2）受注状況 

 当事業年度の受注状況を示すと、次のとおりであります。 

① 受注高 

 （注） 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 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門別 
第14期 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

ゲームソフト開発事業（千円） 587,657 117.9 

合計（千円） 587,657 117.9 

事業部門別 
第14期 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

ゲームソフト開発事業（千円） 1,150,200 77.1 

合計（千円） 1,150,200 77.1 

事業部門別 
第14期 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

ゲームソフト開発事業（千円） 835,000 99.3 

合計（千円） 835,000 99.3 



(3）販売実績 

 当事業年度の販売実績を事業の部門別に示すと、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．最近２事業年度の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 ※１ 第13期の総販売実績に対する割合が10％未満であるため、記載しておりません。 

 ※２ 第14期の総販売実績に対する割合が10％未満であるため、記載しておりません。 

事業部門別 
第14期 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

ゲームソフト開発事業（千円） 1,394,707 119.2 

モバイルコンテンツ開発事業（千円） 148,560 158.9 

その他事業（千円） 11,350 27.1 

合計（千円） 1,554,618 119.1 

相手先 

第13期 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

第14期 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社タカラトミー 390,772 29.9 339,196 21.8 

株式会社バンダイナムコゲームス 272,697 20.9 ※２ ※２ 

任天堂株式会社 ※１ ※１ 359,691 23.1 

株式会社ソニー・コンピュータエン

タテインメント 
207,951 15.9 284,382 18.3 

キュー・エンターテインメント株式

会社 
195,000 14.9 ※２ ※２ 



３【対処すべき課題】 

 当社はゲームソフト開発事業を中核に、モバイルコンテンツ開発事業、キャラクター開発などのその他事業を展開

しております。日本のゲームソフトウェアは家庭用をはじめ世界市場で高く評価され、コンテンツ産業における最大

の輸出産業であります。近年は、国際競争の激化や国内ゲーム市場の伸び悩みが見られるものの、携帯電話やブロー

ドバンドネットワークの普及に伴って、ゲームソフトを含めたデジタルエンターテイメントコンテンツはその用途市

場を急拡大し、産業として大きく開花しようとしています。今後、当社はこれらの変化を事業拡大の好機と捉え、ゲ

ームソフトを中心としたデジタルコンテンツの事業を推進させる上で以下の項目について対処すべき課題と認識して

おり、企業価値の増大に向け取り組んでまいります。 

(1）ゲームソフト開発事業においての課題 

 ゲームソフト開発業界では、任天堂㈱、㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント、マイクロソフト社各社の

次世代機向けの開発が今後増加していくと予想されます。ゲームソフトの制作においては、機能性や高精度のみな

らず、従来の家庭用ゲームソフトの枠にとらわれない、技術力に裏付けされた企画が求められると認識しておりま

す。当社といたしましては、プラットフォームの機能を充分活かし、かつ、ユーザーに受け入れられるゲームソフ

トの開発を行うことが重要な課題と認識しております。そのための対策として、市場調査や新型プラットフォーム

の技術検証、開発スタッフの能力向上のためのOJT、優秀な人材の確保、適切な開発工程の管理による開発コスト

の削減などを実施し、競争力のあるゲームソフトの開発に取り組んでまいります。 

(2）モバイルコンテンツ開発事業においての課題 

 当社では、携帯電話向けにコンテンツの配信を行っておりますが、今後の携帯電話の機能向上やモバイルコンテ

ンツ市場の急速な拡大にともない、ユーザーの嗜好性の変化に対応できるコンテンツの開発・配信が重要な課題と

認識しております。市場競争が厳しくなる国内市場では、これまで以上に携帯電話機メーカーや通信キャリアとの

連携と、これからもたらされる情報を最大限に活用し、有益なコンテンツの提供を展開し事業拡大を図りたく計画

しています。 

(3）その他事業においての課題 

 その他事業においては、キャラクター開発関係では顧客の嗜好性にあわせたキャラクター商品の開発や、モバイ

ルコンテンツ事業のコンテンツユーザーをイーコマースへ誘導するためのマーケティング等が課題と認識しており

ます。また、特許開発をもとに、特許の特性を必要とする国内外企業との関係強化を実現させるべく対処してまい

ります。 

 なお、全社的な重点課題としましては、事業の拡大とともに高い専門性と経験を有する人材を確保することが不可

欠になってきております。幅広い人材採用活動を実施し、能力・実績に応じた報酬体系の実施などを通じ、中長期的

な成長に寄与する人材の採用を行い、企業価値の増大を図ってまいります。 



４【事業等のリスク】 

 以下において、当社の事業展開その他に関して、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項について記

載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の判断上、重要であると考え

られるものについては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。なお、当社はこれらの事項

が発生する可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に対す

る投資判断は、以下の記載事項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があります。ま

た、以下の記載は当社の事業もしくは本株式への投資に関するリスクのすべてを網羅するものではありませんのでご

留意ください。 

 なお、本項における将来に関する事項については、本書提出日現在において判断したものであります。 

(1）ゲームソフト業界の動向 

 当社が事業を展開している国内のゲームソフト市場は、既に広く消費者に認知され、今後も新機種の投入やオン

ライン化により市場規模は拡大すると認識しております。当社は、市場動向を鑑み、ユーザーである消費者の嗜好

に留意し、すべての主要なゲーム機種へ供給できる体制を確立し事業の強化をはかっております。しかしながら、

ゲームソフト市場の成長が当社の予測を下回ったり、国内におけるゲーム機種の普及状況が変化したり、当社の強

みとするアクションジャンルのゲームに対する消費者の嗜好が急激に変化した場合は、業績に大きな影響を与える

可能性があります。 

(2）事業の競合 

 ゲームソフトの企画・開発、モバイルコンテンツの企画・開発・配信の各業界には、有力な事業者が存在し、大

きな参入障壁も存在しないことから当社と事業競合関係にあります。当社のゲームソフトの開発事業においては徹

底した納期管理や、開発機能のライブラリー化を進めております。また、モバイルコンテンツの企画・開発・配信

においては、ゲームソフト開発事業との相乗効果によりゲーム性を織り込んだオリジナルコンテンツを開発し、他

社との差別化を図って事業を展開しております。しかしながら、他社との比較においてゲームソフトおよびモバイ

ルコンテンツの完成度が低い場合や、当社と同様なゲームソフトおよびモバイルコンテンツの開発を他社が先んじ

た場合において、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

(3）開発コスト力 

 当社が販売先やエンドユーザーである一般消費者から評価を得るには、前述のとおり魅力あるゲームソフトを生

み出すことも重要ですが、販売先が納得する価格でのゲームソフト供給や収益性のあるモバイルコンテンツを作成

することも重要です。そのため、日々のコスト削減や研究開発活動を通じた開発効率の向上策などに取り組み、競

合他社と比べ高い競争力を持つ必要があります。その状況によっては収益性の低下や販売先からの依頼の減少、一

般消費者の情報利用の減少など、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

(4）開発期間の長期化 

 ゲームソフト、モバイルコンテンツの企画・開発期間は半年から長いもので１年を要します。開発が長期間にわ

たるため、企画段階において予測した開発期間と実際の開発期間に差異が生じる可能性があります。また、最近の

技術革新におけるスピードの速さのために、製品に求められる機能が高度化した場合、開発期間が長期化する可能

性があります。技術情報の収集には努めていますが、当社の努力にもかかわらず対応に遅れが生じた場合、その結

果によっては、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

(5）開発要員・外注業者の確保 

 当社は、ゲームソフト、モバイルコンテンツの企画・開発に関する事業においてデザイナーやプログラマー、音

楽や効果音に取り組むコンポーザーなど特殊技術を持つ数多くの人材、外注業者を活用しております。当社は継続

的に優秀な人材の確保に努めてまいりますが、これらの人材が当社より流出した場合や外注業者の確保が行えなか

った場合は、当社が計画していた事業活動が遂行できず、その結果によっては、当社の業績に大きな影響を与える

可能性があります。 



(6）ゲームソフトの瑕疵 

 当社は販売先へ納入するゲームソフトを高い品質に保つため、開発スタッフ以外にも数社の検査会社への外注を

活用して、ゲームソフトの厳しい検査を行っております。また、ゲームソフトについては当社の納品後、各販売先

においてゲームソフトの動作確認やキャラクターの描写等の細部にいたるまで検収を受け、瑕疵の発生を極小化し

ております。しかしながら、当社が販売先に納入したゲームソフトに瑕疵が発生しないという保証はなく、さらに

大規模なリコールなどで当社が多額の損害賠償請求を受けた場合には、その結果によっては、当社の業績に大きな

影響を与える可能性があります。 

(7）ゲームソフト販売時期による売上の変動 

 当社が販売先から得るゲームソフトの企画・開発の対価は、開発業務の完了時に受取る開発売上と販売先からエ

ンドユーザーへゲームソフトが販売されるごとに販売数量に基づき受取るロイヤリティ収入からなります。このよ

うな中、ゲームソフトの企画・開発の対価としての当社の売上は、販売先のゲームソフト検収時に売上の多くが集

中する傾向があります。当社では売上の平準化を図るため、ゲームソフトの納入時期を分散させると同時にゲーム

ソフトの制作工程管理を適切に行い、スケジュールに則した売上計上を行うよう務めております。しかしながら、

ゲームソフトの市場動向や制作工程の変更によりスケジュールどおりの納品ができなかった場合、一定期間に売上

が集中し、その結果によっては、決算に大きな影響を与える可能性があります。 

(8）販売先の政策により変動する収入 

 当社が販売先から得るゲームソフトの企画・開発の対価は、開発業務の完了時に受取る開発売上と販売先からエ

ンドユーザーへゲームソフトが販売されるごとに販売数量に基づき受取るロイヤリティ収入からなります。このよ

うな中で、販売先からゲームソフトの納期に変更の要請があった場合は、開発売上の計上時期が変わることがあり

ます。また、ゲームソフトの販売数量に基づき変動するロイヤリティ収入も、販売先が実施する各種の販売活動に

より大きく影響を受けます。このように、当社の売上額や売上のタイミングは、販売先の政策の変更により大きく

影響を受け、その結果によっては、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

(9）新しいハードウェア環境や新技術への対応 

 当社の取り組む事業分野では、家庭用ゲーム機や携帯電話機器等のゲームソフト、モバイルコンテンツの対象ハ

ードウェアが周期的に変遷し、その度に技術環境が変化し、当社はその対応を迫られます。また、家庭用ゲーム機

では、ハードウェアごとにパッケージの価格やその価格から差引かれる家庭用ゲーム機のメーカー取り分が変化

し、当社の収益環境も大きく変化します。その結果によっては、当社の業績に大きな影響を与える可能性がありま

す。 

(10）知的財産権の取得・侵害 

 当社の取り組む事業分野では、ゲームソフト、モバイルコンテンツに登場する人物や架空のキャラクターに関す

る使用権や技術上の特許権等多くの知的財産権が関係しております。ゲームソフト、モバイルコンテンツの開発に

付随して知的財産の保護の対象となる可能性のあるものについては、必要に応じて特許権・商標権等の取得を目指

しております。しかしながら、当社の技術、ノウハウが特許権又は商標権などとして保護されず他社に先んじられ

た場合や、他社より保有する知的財産権を侵害していると訴訟等を提訴された場合には、当社製品の開発又は販売

に支障が生じ、その結果によっては、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

(11）販売先の機密情報の漏洩 

 当社は販売先の依頼により、ゲームソフトの企画・開発を行いますが、その際、技術情報はもとより経営に関す

る情報まで、販売先が保有するさまざまな機密情報の開示を受けます。そのため、社員教育やコンピュータシステ

ム上でのセキュリティ対策等様々な角度から機密情報の漏洩防止策を採っておりますが、万一機密情報が漏洩した

場合には、販売先から訴訟や発注の停止等処置を受けることも考えられ、その結果によっては、当社の業績に大き

な影響を与える可能性があります。 



(12）特定販売先への依存 

 当社の販売先のうち、「２ 生産、受注及び販売の状況 (3）販売実績」の注２に記載のとおり、総販売実績に

対する割合が10％を超える相手先が当事業年度において３社となっております。ゲームソフト開発事業に関しては

新たな販路の開拓を常に心掛けるとともに、特定取引先に対する依存度を低下させる方針でありますが、今後、当

該販売先による当社への取引方針が変化した場合には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

(13）法的規制 

 現在、当社が営む事業の中で、事業活動を直接的に規制するような法的規制はありません。また、当社は、アダ

ルトや暴力シーンが含まれるゲームソフト、モバイルコンテンツ制作や事業の展開、製品の取扱いは行っておりま

せんので、法的規制や行政指導に該当する事項もありません。しかしながら、将来的にインターネット、コンピュ

ータ、デジタルコンテンツ関連業者を対象とした法的規制が整備された場合には、当社の業績に大きな影響を与え

る可能性があります。 

(14）回収不能な情報料の取扱い 

 モバイルコンテンツ開発事業においては、情報料の回収は各携帯電話会社が代行して行っておりますが、各携帯

電話会社の責に帰すべき事由によらず情報料を回収できない場合は、各社は当社へ情報料の回収が不能であるとの

通知によって、当社への情報料回収代行義務は免責されることとなっております。このような場合、当社は直接代

金回収を行うことができますが、人員、回収費用等の面から考えると事実上回収は不可能であります。平成18年９

月期においてはこのような未払者による未払額が775千円あります。このような未払者が増加した場合には、当社

の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

(15）モバイルコンテンツ業界の動向 

 モバイルコンテンツ開発事業においては、携帯電話の機能向上やインターネットへの接続により、モバイルコン

テンツ市場は急拡大しております。当社は、ゲームソフト開発事業で蓄積したノウハウを活かし、既に国内の携帯

電話会社を通じてコンテンツの配信を行い、今後もモバイルコンテンツ開発事業の強化を図ってまいりますが、今

後のモバイルコンテンツを巡る何らかの予期せぬ要因により、当社の期待通りにモバイルコンテンツ市場の成長が

進まない場合には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

(16）個人情報の管理 

 当社が管理すべき個人情報については、当社及び当社の外注業者を含めて厳重な管理の元管理を行っておりま

す。また、当社の全役職員へ情報管理の周知徹底を図っているため、当社においてはこれまでに判明した個人情報

の流出はありません。個人情報が蓄積されているデータベースサーバーは、外部からのアクセスが直接できない状

態にしております。社内的にはID、パスワード等を厳重に管理することにより、同サーバーへアクセスする人数を

絞り込んでおります。 

 このような対策を採っているものの、外部からの不正アクセス等によって個人情報が外部流出する可能性は存在

します。個人情報が流出した場合、当社への損害賠償請求、社会的信用の失墜等により、当社の業績に大きな影響

を与える可能性があります。 

(17）ストックオプションによる株式の希薄化 

 平成18年９月30日現在における新株予約権による潜在株式数は1,172株であり、発行済株式総数54,408株の2.2％

に相当いたします。今後につきましても、役員及び従業員等のモチベーション向上と優秀な人材の確保を目的とし

てストックオプションによる新株予約権発行を検討しており、新株予約権の行使が行われた場合、保有株式の株式

価値が希薄化する可能性があります。 

 なお、当該新株予約権の状況及び内容につきましては「第一部 企業情報 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」の項をご参照ください。 



(18）配当政策について 

 当社は、事業展開と経営体質の強化のために、事業資金の流出を避け、内部留保の充実を図ったことから、平成

５年３月設立以来、平成17年9月期までは利益配当は実施しておりません。しかしながら、株式上場を契機に、当

社は株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識し、将来の利益に貢献する投資資金に充てると同時に、新

たな事業展開に備え財務体質及び経営基盤の強化を図りつつ、可能な限り株主還元策を図る所存でございます。 

(19）取締役の選任について 

 当社では平成13年12月から平成14年12月にかけて取締役の選任が為されておらず、登記もされておりません。旧

商法によれば、取締役に欠員が生じた場合、従前の退任した取締役が権利義務を有すとされておりますが、上記期

間における当社の法律行為の有効性について争いが生じる可能性を全て否定するものではありません。 

５【経営上の重要な契約等】 

(1）携帯電話会社との契約 

相手方の名称 契約の名称 契約内容 契約期間 

株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモ 

iモード情報サービス

提供者契約書 

サービス内容、提供条件、iモード情

報サービスの提供可能範囲、コンテン

ツの確認、コンテンツの保証、ユーザ

ーIDについての制限等に関する基本契

約 

平成12年３月29日～平成

13年３月31日（以降１年

ごとに自動更新） 

 ｉモードサービスに関

する料金収納代行回収

契約書 

iモード有料情報サービス利用者等に

対する請求・回収代行委託業に関する

基本契約 

平成12年３月29日～平成

13年３月31日（以降１年

ごとに自動更新） 



６【研究開発活動】 

 当社はゲーム業界のハード、ソフトメーカーや携帯電話事業会社を通じてエンドユーザーに対して高品質のゲーム

ソフト、モバイルコンテンツの企画・開発を行い提供するサポート企業であることを目指しております。当社は、現

在、ゲームソフト、モバイルコンテンツの企画・開発事業を中核に事業を進めていることから、研究開発活動に関し

ても、ゲームソフト、モバイルコンテンツの企画・開発事業を中心に市場の真のニーズを把握し、エンドユーザーに

満足していただける良質で魅力的な製品を供給することを目的として行っております。 

 しかしながら、当社の研究開発体制については、未だ独立した部門を設けて行いうる状況ではなく、当社の開発部

内において、ソフト制作作業に伴って研究開発を行うに留まっております。このため、研究開発にかかるコストも集

計することが困難な状況にあります。 

 なお、研究開発の成果として、ゲームソフト、モバイルコンテンツ企画・開発段階で特許権を取得しており、知的

財産権の保全を図っております。当社登録済みの特許権には以下のものがあります。 

発明名称 日本国出願番号 出願年月日 特許取得日  取得国 

オンラインゲームまたはオンラインチ

ャットにおける参加者探索方法、参加

者探索処理装置、同ネットワークサー

バー、ネットワーク端末およびコンピ

ュータプログラム 

 特願2001-530716 平成11年10月8日 

平成18年5月10日  中国 

平成18年10月27日 香港 

情報配信装置、同方法および同プログ

ラムを記録したコンピュータ読取可能

な記録媒体 

 特願2001-532401 平成11年10月18日  

平成17年6月15日   中国  

平成17年9月30日  香港  

平成18年9月25日  欧州8カ国  

電子絵はがき送信装置、電子絵はがき 

送信プログラムおよび同プログラムを

記録した媒体  

 特願2001-534816 平成12年2月21日  平成18年3月23日  中国 

個人認証方法  特願2000-381019 平成12年12月14日  

平成14年12月27日   日本  

平成18年9月1日 中国 

平成18年8月1日 韓国 

携帯端末による電子決済方法  特願2000-177426 平成12年6月13日  
平成15年6月6日  日本 

平成18年9月6日  韓国 

電子メールによるコミュニケーション

方法 
 特願2002-572015 平成14年3月5日  

平成15年11月28日  日本 

平成18年8月25日 韓国 

平成18年8月25日  中国 

平成18年10月3日 米国 

携帯端末への情報配信方法および情報 

配信サーバー 
 特願2003-524286 平成13年8月24日 平成18年9月8日  日本 

個人認証方法  特願2003-525479 平成13年9月3日  平成17年1月7日 日本 

オンラインゲーム方法  特願2003-530393 平成13年9月19日  
平成18年4月12日  中国 

平成18年7月28日  香港 

テレビ電話監視システム   特願2002-154786 平成14年5月28日 平成16年5月14日 日本 

人身監視システム   特願2004-9990 平成16年1月19日 平成17年11月4日 日本 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当事業年度における財政状態及び経営成績の分析は以下のとおりであります。 

 当社は子会社を有しておりませんので、財政状態及び経営成績の分析・検討内容は当社の財務諸表に基づいて分析

した内容であります。なお、本項における将来に関する事項については、本書提出日現在において判断したものであ

ります。 

(1）財政状態の分析 

① 資産 

 資産合計は、1,698,709千円（前事業年度は1,092,983千円）であり、前事業年度に比し、605,725千円

（55.4％）増加いたしました。 

 流動資産残高は、1,576,357千円（前事業年度は1,042,820千円）であり、前事業年度に比し、533,537千円

（51.2％）増加しております。主な要因は、現金及び預金の増加（前期比は459,957千円増）であります。 

 固定資産残高は、122,351千円（前事業年度は50,163千円）であり、前事業年度に比し、72,188千円

（143.9％）増加しております。主な要因は、手狭でありました開発環境の改善のための本社移転等による固定

資産の取得による増加（54,878 千円増）および敷金保証金の増加（38,939千円増）によるものです。 

② 負債 

 負債合計は、526,939千円（前事業年度は608,462千円）であり、前事業年度に比し、81,523千円（13.4％）減

少いたしました。 

 流動負債残高は、526,939千円（前事業年度は608,462千円）であり、前事業年度に比し、81,523千円

（13.4％）減少しております。主な要因は、ゲームソフトの開発が進み前受金が減少（361,200千円から288,750

千円へ72,450千円の減少）したことと、未払金の減少（75,737千円から31,531千円へ44,206千円の減少)、未払

法人税等の増加（96,105千円から131,616千円へ35,510千円の増加）によるものであります。 

③ 純資産 

 純資産は、1,171,770千円（前事業年度は484,521千円）であり、前事業年度に比し、687,248千円（141.8％）

増加いたしました。主な要因は、東証マザーズへの上場に伴う増資と当期純利益 261,748千円の計上でありま

す。 

(2）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

① キャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度において得られた資金は、143,291千円（前事業年度は

528,636千円）となりました。これはたな卸資産の増加や法人税等の支払等資金の減少要因がありましたが、税

引前当期純利益（466,340千円）等の増加要因が上回ったことによるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度における資金の減少は、94,878千円（前事業年度は

5,469千円）となりました。これは主として本社移転等による固定資産の取得による支出（50,600千円）や敷金

保証金の差入による支出（53,417千円）などによるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、当事業年度において得られた資金は、411,544千円（前事業年度は

8,452千円の支出）となりました。これは東証マザーズへの上場に伴う株式の発行による収入411,544千円のよる

ものです。 

 以上の結果、当事業年度における現金及び現金同等物の残高は、1,304,402千円となり、前事業年度に比べ、

459,957千円の増加となりました。 

② 資金需要 

 当社の資金需要のうち主なものは、ゲームソフト企画・開発事業におけるコンテンツ企画・開発資金及びモバ

イル・インターネット企画・開発事業における新規コンテンツの開発資金であり、これらに伴う開発人件費、外

注加工費及びサーバー等の維持管理に必要なシステム費用等であります。 



(3）経営成績の分析 

① 売上高 

 ゲームソフト開発事業においては、１億を超える大型案件５件を含み、TVアニメのアクションジャンルのゲー

ムソフトを中心に17タイトルの開発を行いました。また、開発したタイトルの販売に応じて支払われるロイヤリ

ティ収入も寄与し、ゲームソフト開発事業の当事業年度の売上高は1,394,707千円となり、前事業年度

（1,169,778千円）に比し224,929千円（19.2％)増加しました。 

 モバイルコンテンツ開発事業は国内全キャリア向けにコンテンツ配信を行い、既存コンテンツの見直しと新規

コンテンツの投入を行いました結果、当事業年度の売上高は148,560千円となり、前事業年度（93,496千円）に

比し55,064千円（58.9％)増加し、順調に立ち上がっており、今後も安定的な収入確保につながると考えていま

す。 

 その他事業においては、当事業年度の売上高は11,350千円となり、前事業年度（41,941千円）に比し30,591千

円（72.9％)減少いたしました。 

 上記の通り、ゲームソフト開発事業、モバイルコンテンツ開発事業が堅調に推移し、当事業年度の売上高は、

前事業年度（1,305,216千円）に比し、249,401千円（19.1％）増加し、1,554,618千円となりました。 

② 売上原価、売上総利益 

 当事業年度の売上原価は、530,977千円（前事業年度492,161千円）であり、前事業年度に比し、38,816千円

（7.9％）増加いたしました。これにより、当事業年度の売上総利益は、1,023,640千円（前事業年度813,055千

円）であり、前事業年度に比し、210,585千円（25.9％）増加となっております。開発人件費は、前事業年度

254,072千円に対し当事業年度は278,721千円と微増となり、売上総利益率は65.8％となりました。 

③ 販売費及び一般管理費 

 当事業年度の販売費及び一般管理費は、527,404千円（前事業年度443,863千円）であり、前事業年度に比し、

83,540千円（18.8％）増加いたしました。主な要因は、給与手当が前事業年度に対し35,725千円増加したこと

と、売上高の増加に伴い一般管理費が全般的に増加したためであります。 

④ 営業外損益 

 当事業年度の営業外損益は、営業外収益242千円（前事業年度237千円）、営業外費用25,653千円（前事業年度

15,985千円）となりました。営業外費用は株式交付費（13,955千円）および上場関連費用（11,698千円)であり

ます。 

⑤ 特別損益 

 当事業年度の特別損益は、特別利益314千円（前事業年度2,383千円）、特別損失4,798千円（前事業年度430千

円）となりました。特別利益の要因は車両運搬具売却に伴う固定資産売却益（314千円)であり、特別損失の要因

は車両運搬具売却に伴う固定資産売却損（2,671千円）および本社移転に伴う固定資産除却損（2,127千円）であ

ります。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当事業年度における設備投資については、手狭でありました開発環境の改善のための本社移転等により建物附属設

備に27,771千円、開発人員の増加や機材の入換に対応した、開発用機材及びソフトウェア等の購入に27,107千円、総

額54,878千円の設備投資を行いました。これらの資金はいずれも増資資金により賄いました。 

２【主要な設備の状況】 

 当社の主要な設備は、以下のとおりであります。 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．建物は賃借物件であり、本社事務所の年間賃借料は 17,149千円であります。 

３．現在休止中の設備はありません。 

４．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）内にて外数で記載しております。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設 

 当社では今後のゲームソフト開発体制強化及びモバイルコンテンツ開発事業の運営強化に向けた人員の増加に伴

い、以下のような設備の購入を計画しております。 

 （注） 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

  平成18年９月30日現在

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 
従業員数 
（人） 建物 

（千円） 
工具器具備
品（千円） 

ソフトウェ
ア（千円） 

合計 
（千円） 

本社 

（東京都品川区） 

開発用設備 

管理用設備 
26,411 20,480 4,462 51,354 
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(3)

  平成18年９月30日現在

事業所名 
事業の部門別の名
称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達
方法 

着手及び完了予定 
完成後の
増加能力 総額 

（千円） 
既支払額 
（千円） 

着手 完了 

 本社 

ゲームソフト開発

事業  
開発用設備等  55,575 35,414 

増資資

金  

平成17年 

10月  

 平成20年 

9月 
  － 

 モバイルコンテ

ンツ開発事業 

 事業用サーバ

ー等 
82,600 8,893 

 増資資

金  

 平成17年 

10月  

 平成20年 

9月 
  － 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

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 

（平成17年６月14日開催の臨時株主総会特別決議） 

 （注）１．新株予約権の行使の条件 

(1）本新株予約権の割当個数の全部または一部を行使することができる。ただし、１個の本新株予約権をさら

に分割して行使することはできないものとする。 

(2）新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権は喪失するものとする。 

(3）新株予約権の譲渡、質入その他の処分をすることができない。 

(4）新株予約権者は、当社の普通株式にかかる株券が、いずれかの証券取引所に上場された場合に限り、行使

することができる。 

(5）その他の細目については当社と新株予約権割当対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定め

られております。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 200,000 

計 200,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月25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 54,408 54,408 
東京証券取引所 

マザーズ市場 
－ 

計 54,408 54,408 － － 

区分 
事業年度末現在 

（平成18年９月30日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,172 1,172 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,172（注）２． 1,172（注）２． 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 24,800（注）３． 24,800（注）３． 

新株予約権の行使期間 
平成20年６月16日から 

平成23年６月15日まで 

平成20年６月16日から 

平成23年６月15日まで 

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  24,800 

資本組入額 12,400 

発行価格  24,800 

資本組入額 12,400 

新株予約権の行使の条件 （注）１． （注）１． 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認

を要する。 

代用払込みに関する事項      －      － 



２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整さ

れるものとする。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

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、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込

金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．合併（株式会社ライジング及び有限会社ロジック・アンド・マジック２社との合併） 

当社と被合併会社の合併比率は以下のとおりであります。 

当社：株式会社ライジング：有限会社ロジック・アンド・マジック＝１：１：0.75 

２．有償第三者割当（発行価格50千円、資本組入額50千円） 

割当先は当社取締役２名であります。 

３．平成16年10月31日開催の取締役会決議により、平成17年１月６日付で１株を100株とする株式分割が行わ

れ、会社の発行済株式総数は500株より49,500株増加し、50,000株となりました。 

４．有償第三者割当（発行価格24,800円、資本組入額12,400円） 

割当先は当社監査役２名、当社従業員持株会であります。 

５．平成17年11月４日及び平成17年11月17日開催の取締役会決議に基づき、平成17年12月６日を払込期日とした

新株発行（ブックビルディング方式による有償一般募集、発行価格115,000円、資本組入額42,500円）によ

り普通株式3,000株が増加しております。 

６．平成17年11月４日及び平成17年11月17日開催の取締役会決議に基づき、平成17年12月28日を払込期日とした

第三者割当増資（オーバーアロットメント分/割当先：日興シティグループ証券、発行価額85,000円、資本

組入額42,500円）により普通株式1,000株が増加しております。 

調整後行使価額 ＝ 
調整前 
行使価額 

× 
１ 

分割・併合の比率

    
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額 ＝ 
調整前 
行使価額 

× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

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12年10月１日 

（注）１． 
245 445 12,250 22,250 750 750 

平成13年９月11日 

（注）２． 
55 500 2,750 25,000 － 750 

平成17年１月６日 

（注）３． 
49,500 50,000 － 25,000 － 750 

平成17年５月31日 

（注）４． 
408 50,408 5,059 30,059 5,059 5,809 

 平成17年12月６日 

 （注）５． 
3,000 53,408 127,500 157,559 191,625 197,434 

 平成17年12月28日 

 （注）６． 
1,000 54,408 42,500 200,059 63,875 261,309 



(4）【所有者別状況】 

 （注） 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1株含まれております。 

  

(5）【大株主の状況】 

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  平成18年９月30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） 0 3 17 33 5 2 3,501 3,561 － 

所有株式数

（株） 
0 684 516 253 65 5 52,885 54,408 － 

所有株式数の

割合（％） 
0 1.26 0.95 0.46 0.12 0.01 97.2 100.0 － 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

藤澤 知徳 東京都大田区 32,900 60.47 

豊嶋 真人 東京都世田谷区 8,700 15.99 

日比 進 東京都大田区 800 1.47 

外山 雄一 東京都大田区 800 1.47 

落合 雄一 東京都目黒区 800 1.47 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目2-10 570 1.05 

エイティング従業員持株会 東京都品川区南大井６丁目20－14 304 0.56 

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４ 240 0.44 

城田 健吾 神奈川県横浜市旭区 200 0.37 

下口 達次 東京都台東区 164 0.30 

計 － 45,478 83.58 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  54,408 54,408 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 54,408 － － 

総株主の議決権 － 54,408 － 



②【自己株式等】 

  該当事項はありません。 

  

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は以下のとおりであります。 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく特別決議によるもの 

決議年月日 平成17年６月14日 

付与対象者の区分及び人数 
取締役４名 

従業員32名 

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 

代用払込みに関する事項 －  



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 

    該当事項はありません。 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。 

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。 

  

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  該当事項はありません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

   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を重要な経営課題として認識しております。当社の配当政策の基本的な考え方は、

収益状況に応じた継続的な配当を実施するとともに将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必

要性を考慮し、総合的に利益還元を判断・決定していくこととしております。株式市場への上場を契機に当事業年度

より配当を開始いたしましたが、今後の配当につきましても、業績の向上を図り、今後の事業展開を勘案しながら配

当金の安定化に努めていく所存であります。 

 なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定

款に定めております。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

なお、平成17年12月７日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該

当事項はありません。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 

決算年月 平成14年９月 平成15年９月 平成16年９月 平成17年９月 平成18年９月 

最高（円） － － － － 440,000 

最低（円） － － － － 140,000 

月別 平成18年４月 平成18年５月 平成18年６月 平成18年７月 平成18年８月 平成18年９月 

最高（円） 365,000 269,000 248,000 303,000 205,000 172,000 

最低（円） 245,000 195,000 140,000 155,000 174,000 141,000 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

取締役社長 

（代表取締

役） 

 藤澤 知徳 昭和33年７月14日生 

昭和57年４月 加賀電子株式会社入社 

平成５年３月 株式会社エイティング設立 

代表取締役社長（現任） 

32,900 

専務取締役 開発本部長 豊嶋 真人 昭和36年６月12日生 

昭和59年４月 加賀電子株式会社入社 

平成５年５月 当社入社 

平成５年11月 専務取締役 

平成12年10月 専務取締役管理本部長 

平成18年10月  専務取締役開発本部長（現任） 

8,700 

取締役 業務部長 日比  進 昭和36年５月13日生 

昭和59年４月 株式会社フジエテキスタイル入社 

昭和60年10月 日本ソフト開発株式会社入社 

平成５年３月 当社入社 

平成５年11月 取締役 

平成12年10月 取締役業務部長（現任） 

800 

取締役 開発部長 落合 雄一 昭和42年10月１日生 

平成元年11月 有限会社フライトプラン入社 

平成２年６月 株式会社ナグザット入社 

平成５年３月 株式会社ライジング入社 

平成12年10月 当社入社取締役開発部長（現任） 

800 

取締役 開発推進部長 外山 雄一 昭和42年４月23日生 

昭和62年４月 株式会社テクノソフト入社 

平成元年１月 株式会社コンパイル入社 

平成５年３月 株式会社ライジング入社 

平成12年10月 当社入社取締役業務部担当部長 

平成18年10月 取締役開発推進部長（現任） 

800 

 取締役 管理部長  津村 正幸 昭和40年10月18日生 

平成元年４月 株式会社福岡シティ銀行(現株式会

社西日本シティ銀行）入行 

平成14年８月 日本駐車場開発株式会社入社管理

部長 

平成17年３月 当社入社経営企画室長 

平成18年10月 管理部長 

平成18年12月 取締役管理部長（現任） 

    －

常勤監査役  秋岡  昭  昭和17年４月15日生  

昭和43年４月 東洋通信機株式会社入社 

平成８年６月 同社取締役経営企画部長 

平成９年４月 同社取締役水晶事業部長 

平成11年６月 同社常勤監査役 

平成15年６月 同社取締役常務 

平成18年６月 当社仮監査役 

平成18年12月 監査役（現任） 

    － 

監査役   緒方 昭一 昭和17年12月19日生 

昭和41年４月 住友商事株式会社入社 

昭和56年６月 住商エレクトロニクス株式会社常

務取締役 

平成９年９月 同社代表取締役専務 

平成15年６月 同社常勤監査役 

平成18年６月 当社仮監査役 

平成18年12月 監査役（現任） 

    － 

 監査役  小出 敏彦  昭和36年８月７日生 

昭和61年３月 ハパックロイドジャパン株式会社

入社 

平成３年10月 監査法人朝日新和会計社(現あずさ

監査法人）入所 

平成５年５月 太田昭和監査法人（現新日本監査

法人）へ移籍 

平成６年10月 公認会計士登録 

平成８年２月 新日本アーンストアンドヤング税

理士法人へ移籍 

平成11年11月 小出会計事務所設立 

有限会社小出コンサルティング設

立代表取締役(現任） 

平成18年６月 当社仮監査役 

平成18年12月 監査役（現任） 

    － 

    計 44,000 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社では、株主をはじめとする各ステークホルダーの信頼に足る経営の実現のために、経営の迅速性、正確性お

よび公平性が企業の姿勢として求められていると認識しております。これらの期待に応え、経営の効率性、健全性

および透明性を確保し、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される企業を実現するため、以下のとおり、コー

ポレートガバナンスの体制を整えております。 

(2）会社の機関の概要 

 会社の機関として株主総会および取締役以外に、会社法に規定する取締役会及び監査役を設置しており、重要な

業務執行の決議、監督ならびに監査を行っております。 

 取締役会は、創業者を含む６名の取締役より構成されており、できる限り少数の取締役にすることで、経営の迅

速性、効率性を高めるように努力しております。なお、社外取締役はおりません。 

 監査役制度は、３名の監査役より構成されております。複数監査役制度においては、実態に即した迅速な経営と

モニタリング強化の両立が図られ、意思決定スピードを損なうことなく、経営における透明性、法令および企業倫

理遵守等の一層の向上を得られたものと考えております。また、当機関の設置は、経営陣自身にとっても、自らが

法令等を遵守した経営を為しているかどうかを再確認するとともに、各部門において会社の方針、規程に沿った業

務遂行がなされているかどうかを検証するものとして有益なものとして機能しております。 

(3）内部統制システムの整備状況及びリスク管理体制の整備状況 

 内部統制システムとしては、社長直轄の機関として内部監査室（１名）が内部監査を担当しております。各部門

の業務が経営方針、社内諸規程ならびに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点をおいて、内部監査規程に基づ

いて書類監査及び実地監査を実施しております。内部監査の実施により、業務遂行に対するモニタリング、法令お

よび企業倫理遵守、会社における不祥事等のリスク発生の未然の防止等の機能が強化されていると考えておりま

す。 

 また、内部監査人、監査役及び監査法人は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう

情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適切な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に務めて

おります。 

 さらに、内部統制システムを支える基礎として従業員教育・育成に力を入れており、各社内研修、朝礼等を通じ

て社風の浸透を積極的に行っております。これは、当社創業以来の社風でもある常に密な情報交換、部門間を超え

た議論と協力等によって、過剰なセクショナリズムの排除、従業員の目的意識のさらなる向上および風通しのよい

組織形成等を実現できると考えているためです。これら積極的な社風の浸透により、必然的に社内において、法令

および企業倫理の遵守、誠実・公正な行動等が守られる土壌が育成されるものと考えております。 

 なお、顧問弁護士、特許事務所（石田特許事務所）、会計士、社会保険労務士等その他主たる第三者の状況につ

きましては以下のとおりです。 

① （法律事務所） 

 当社は、黒田法律事務所と顧問契約を締結しており、重要事項をはじめとして適法性に関する事項を中心にア

ドバイスを受けております。 

② （監査法人） 

 当社は、新日本監査法人と監査契約を締結しており、外部監査人として会計監査を受けております。 

③ （社会保険労務士事務所） 

 当社は、株式会社岡労務管理事務所と労務管理に関する契約を締結しており、従業員労務に関する事項を中心

にアドバイスを受けております。 



(4）社外監査役との関係 

 該当事項はありません。 

(5）役員報酬及び監査報酬 

 第14期における当社の取締役、監査役に対する役員報酬及び当社が新日本監査法人と締結した監査契約に基づく

監査証明に係る報酬は以下のとおりであります。 

役員報酬： 

監査報酬： 

(6）会計監査の状況 

① 当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名 

 （注）１ 継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。 

２ 同監査法人は既に自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのない

よう措置をとっております。 

② 監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 ２名  会計士補 ２名  その他 －名 

① 取締役の年間報酬総額 79.2百万円 

② 監査役の年間報酬総額 9.4百万円 

計 88.6百万円 

① 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 9.5百万円（平成18年９月期） 

② 上記以外の報酬 －百万円 

計 9.5百万円 

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 

 岩渕 信夫  

 指定社員 

業務執行社員 
舩山 卓三 新日本監査法人 

 原口 清治  



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

 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、第13期事業年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第

14期事業年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しており

ます。 

 ただし、第13期事業年度（平成16年10月１日から平成17年９月30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、第13期事業年度（平成16年10月１日から平成17年９月30日ま

で）及び第14期事業年度（平成17年10月１日から平成18年９月30日まで）の財務諸表について、新日本監査法人によ

り監査を受けております。 

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【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９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９月30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   844,444   1,304,402  

２．売掛金   69,218   42,058  

３．仕掛品   103,959   194,351  

４．前払金   9,187   1,365  

５．前払費用   8,675   11,798  

６．繰延税金資産   7,271   10,256  

７．その他   63   12,124  

流動資産合計   1,042,820 95.4  1,576,357 92.8 

Ⅱ 固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  3,848   27,771   

減価償却累計額  1,618 2,230  1,360 26,411  

２．車両運搬具  39,911   －   

減価償却累計額  25,769 14,141  － －  

３．工具器具備品  13,843   33,616   

減価償却累計額  11,715 2,127  13,136 20,480  

有形固定資産合計   18,499 1.7  46,892 2.8 

(2）無形固定資産        

１．ソフトウェア   1,043   4,462  

２．その他   736   736  

無形固定資産合計   1,780 0.2  5,199 0.3 

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   1,000   1,000  

２．長期前払費用   －   546  

３．繰延税金資産   －   166  

４．敷金保証金   14,478   53,417  

５．保険積立金   11,904   12,630  

６．会員権   2,500   2,500  

投資その他の資産合計   29,883 2.7  70,260 4.1 

固定資産合計   50,163 4.6  122,351 7.2 

資産合計   1,092,983 100.0  1,698,709 100.0 

 



  
前事業年度 

（平成17年９月30日） 
当事業年度 

（平成18年９月30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．買掛金   33,355   17,252  

２．未払金   75,737   31,531  

３．未払費用   19,143   26,125  

４．未払法人税等   96,105   131,616  

５．未払消費税等   11,019   16,702  

６．前受金   361,200   288,750  

７．預り金   11,900   14,961  

流動負債合計   608,462 55.7  526,939 31.0 

負債合計   608,462 55.7  526,939 31.0 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※１  30,059 2.7  － － 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  5,809   －   

資本剰余金合計   5,809 0.5  － － 

Ⅲ 利益剰余金        

１．当期未処分利益  448,653   －   

利益剰余金合計   448,653 41.1  － － 

資本合計   484,521 44.3  － － 

負債資本合計   1,092,983 100.0  － － 

        

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本            

１．資本金     － －   200,059 11.8

２．資本剰余金        

(1)資本準備金  － 261,309   

資本剰余金合計    － －   261,309 15.4

３．利益剰余金        

(1)その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  － 710,402   

利益剰余金合計    － －   710,402 41.8

株主資本合計    － －   1,171,770 69.0

純資産合計    － －   1,171,770 69.0

負債純資産合計    － －   1,698,709 100.0

        



②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   1,305,216 100.0  1,554,618 100.0 

Ⅱ 売上原価   492,161 37.7  530,977 34.2 

売上総利益   813,055 62.3  1,023,640 65.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  443,863 34.0  527,404 33.9 

営業利益   369,191 28.3  496,236 31.9 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  1   0   

２．受取配当金  1   －   

３．受取報奨金  200   －   

４．その他  35 237 0.0 241 242 0.0 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  196   －   

２．新株発行費  872   －   

３．株式交付費  －   13,955   

４．上場関連費用  14,792   11,698   

５．支払保証料  123 15,985 1.2 － 25,653 1.7 

経常利益   353,443 27.1  470,824 30.3 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ －   314   

２．保険差益  2,383 2,383 0.1 － 314 0.0 

        

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却損 ※３ －   2,671   

２．固定資産除却損 ※４ －   2,127   

３．会員権退会損   430 430 0.0 － 4,798 0.3 

税引前当期純利益   355,396 27.2  466,340 30.0 

法人税、住民税及び事
業税 

 163,279   207,743   

法人税等調整額  2,802 166,081 12.7 △3,152 204,591 13.2 

当期純利益   189,314 14.5  261,748 16.8 

前期繰越利益   259,338   －  

当期未処分利益   448,653   －  

        



売上原価明細書 

 （脚注） 

  
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費  254,072 49.1 278,721 45.2 

Ⅱ 経費 ※１ 262,954 50.9 337,747 54.8 

当期発生原価  517,026 100.0 616,469 100.0 

期首仕掛品たな卸高  51,533  103,959  

合計  568,560  720,428  

期末仕掛品たな卸高  103,959  194,351  

差引計  464,600  526,077  

製品仕入高  9,305  4,900  

商品仕入高  18,255  －  

売上原価合計  492,161  530,977  

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※１ 経費の主な内訳は次のとおりであります。 

外注加工費 177,761千円

使用許諾料 12,632千円

賃借料 17,563千円

消耗品費 19,880千円

減価償却費 1,281千円

外注加工費        236,030千円

使用許諾料       7,150千円

賃借料 21,039千円

消耗品費       23,391千円

減価償却費     2,462千円

２ 原価計算の方法 

 原価計算の方法は個別原価計算によっておりま

す。 

２ 原価計算の方法 

同左 



③【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰
余金 

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成17年9月30日残高 

（千円） 
30,059 5,809 5,809 448,653 448,653 484,521 484,521 

事業年度中の変動額               

新株の発行 170,000 255,500 255,500     425,500 425,500 

当期純利益       261,748 261,748 261,748 261,748 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
170,000 255,500 255,500 261,748 261,748 687,248 687,248 

平成18年９月30日残高 

（千円） 
200,059 261,309 261,309 710,402 710,402 1,171,770 1,171,770 



④【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30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    

税引前当期純利益  355,396 466,340 

減価償却費  9,443 7,183 

受取利息及び受取配当金  △2 △0 

支払利息  196 － 

固定資産売却益  － △314 

固定資産売却損  － 2,671 

固定資産除却損  － 2,127 

新株発行費  872 － 

株式交付費  － 13,955 

保険差益  △2,383 － 

売上債権の増減額（増加：△）  47,683 27,160 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △52,426 △90,391 

仕入債務の増減額（減少：△）  31,255 △16,103 

前払金の増減額（増加：△）  △9,187 7,822 

前受金の増減額（減少：△）  318,587 △72,450 

未払金の増減額（減少：△）  △426 △44,471 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △5,022 5,683 

その他  △1,073 11,823 

小計  692,913 321,036 

利息及び配当金の受取額  2 0 

利息の支払額  △196 － 

保険金収入  3,840 － 

法人税等の支払額  △167,922 △177,745 

営業活動によるキャッシュ・フロー  528,636 143,291 

 



  
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △7,157 △50,600 

有形固定資産の売却による収入  － 11,400 

無形固定資産の取得による支出  △728 △4,013 

敷金保証金の差入による支出   － △53,417 

投資有価証券の売却による収入  427 － 

関係会社株式の売却による収入  5,000 － 

その他  △3,011 1,753 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,469 △94,878 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の返済による支出  △17,698 － 

株式の発行による収入  9,883 411,544 

新株発行による支出  △637 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △8,452 411,544 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  514,714 459,957 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  329,730 844,444 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 844,444 1,304,402 



⑤【利益処分計算書】 

  
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成17年12月13日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   448,653 

Ⅱ 次期繰越利益   448,653 

    



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。 

(1）その他有価証券 

  時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。  

 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 

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 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、建物については定

額法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物     ６～10年 

車両運搬具  ５～６年 

工具器具備品 ５～15年 

(1）有形固定資産 

     定率法（ただし、建物については定 

  額法）を採用しております。  

   なお、主な耐用年数は以下のとおり 

 であります。  

   建物     ６～15年  

     工具器具備品 ４～15年  

  

 (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。 

株式交付費 

 支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 （追加情報） 

 平成17年12月６日付の有償一般募集

（ブックビルディング方式による募集）

による新株式発行（3,000株）及び平成17

年12月28日付のオーバー・アロットメン

トによる売出に関連して行われた第三者

割当増資による新株式発行（1,000株）

は、引受証券会社が引受価額で引受けを

行い、これを引受価額と異なる発行価格

で一般投資家に販売するスプレッド方式

の買取引受方式によっております。スプ

レッド方式では、発行価格と引受価額と

の差額34,500千円が事実上の引受手数料

となりますので、引受証券会社に対する

引受手数料の支払いはありません。この

ため、株式交付費に引受手数料は含まれ

ておりません。 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

５．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

 なお、当事業年度末においては、計上

はありません。 

貸倒引当金 

        同左 

  

６．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 

７．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か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 

８．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方法 

 消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 



会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

 ──────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「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

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号 ）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。 

  ──────   （役員賞与に関する会計基準） 

 当事業年度から、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4

号）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。 

  ──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）及び「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

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）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、1,171,770千

円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。  

 ──────  （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当事業年度から「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会 平成１８年８月１１日 

実務対応報告第１９号）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。 

前事業年度において、営業外費用の内訳として表示して

いた「新株発行費」は、当事業年度より「株式交付費」

として表示する方法に変更しております。 

前事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの内訳として表示していた「新株発行費」は、当事業

年度より「株式交付費」として表示する方法に変更して

おります。 



追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30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5,512千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が5,512千円減

少しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18年９月30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 200,000株

発行済株式総数 普通株式 50,408株

 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は12.2％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は87.8％

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 販売費に属する費用のおおよその割合は5.2％、 

一般管理費に属する費用のおおよその割合は94.8％

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。 

役員報酬 83,400千円

給料手当 72,365 

広告宣伝費 54,360 

支払報酬 26,956 

外部委託費 85,008 

減価償却費 8,161 

役員報酬       88,672千円

給料手当 108,090 

賞与 28,653 

広告宣伝費 27,663 

支払報酬 30,222 

外部委託費 91,348 

減価償却費 4,720 

※２        ―――――― 

※３        ――――――  

  

※４        ―――――― 

※２ 固定資産売却益は、車両運搬具314千円でありま

す。 

※３ 固定資産売却損は、車両運搬具2,671千円でありま

す。 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  建物   1,998千円

 工具器具備品 128 

計 2,127 



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 （注）１．平成17年11月４日及び平成17年11月17日開催の取締役会決議に基づき、平成17年12月６日を払込期日とした

新株発行（ブックビルディング方式による有償一般募集）により普通株式3,000株が増加しております。 

２．平成17年11月４日及び平成17年11月17日開催の取締役会決議に基づき、平成17年12月28日を払込期日とした

第三者割当増資（オーバーアロットメント分/割当先：日興シティグループ証券）により普通株式1,000株が

増加しております。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

    該当事項はありません。 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式     

 普通株式 （注）１．２． 50,408 4,000  －  54,408 

合計 50,408 4,000  － 54,408 

自己株式     

 普通株式  －  －   －    －  

合計   －   －  －  － 

決議予定 株式の種類 配当原資 
配当金の総額

（千円） 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年12月22日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 54,408 1,000 平成18年９月30日 平成18年12月25日

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 844,444千円

現金及び現金同等物 844,444千円

現金及び預金勘定 1,304,402千円

現金及び現金同等物  1,304,402千円



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

 当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

（退職給付関係） 

前事業年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 当社は退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

 当社は退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

内容の重要性が乏しく、契約一件当たりの金額が少額な

リース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の

規定により記載を省略しております。 

同左 

 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18年９月30日） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式 1,000 1,000 



（ストック・オプション等関係） 

当事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

１．ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。  

  

２．ストック・オプションの規模及びその変動状況 

    当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、 

   株式数に換算しております。 

①．ストック・オプションの数 

②．単価情報 

 （注）権利行使価格は１株当たりの払込金額を記載しております。 

平成17年６月14日 株主総会決議 （新株予約権）ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役      ４名 

従業員        32名 

ストック・オプション数 普通株式 1,192株 

付与日   平成17年６月15日 

権利確定条件 
 付与日（平成17年６月15日）以降、権利確定日（平成20年６月

15日）まで継続して勤務していること。 

対象勤務期間  平成17年６月15日から平成20年６月15日まで 

権利行使期間 平成20年６月16日から平成23年６月15日まで 

平成17年６月14日 株主総会決議 （新株予約権） ストック・オプション 

権利確定前 （株）   

前事業年度末                       1,192 

付与                         ― 

失効                                       20  

権利確定  ―  

未確定残                       1,172  

権利確定後 （株）  

前事業年度末                                                  ― 

権利確定                         ― 

権利行使                           ― 

失効                                                 ― 

未行使残                                                  ― 

平成17年６月14日 株主総会決議 （新株予約権） ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  24,800 

行使時平均株価 （円）                       ― 

付与日における公正な評価単価 （円）                       ― 



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

前事業年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

 当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度 
（平成17年９月30日） 

当事業年度 
（平成18年９月30日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 千円

未払事業税 7,271 

繰延税金資産計 7,271 

繰延税金資産 千円

未払事業税 9,514 

未払事業所税 742 

一括償却資産  166 

繰延税金資産計 10,423 

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 

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 42.0 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
0.9 

留保金課税 3.2 

その他 0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.7 

 （％）

法定実効税率 40.7 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.2 

留保金課税 2.1 

その他 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.9 



【関連当事者との取引】 

前事業年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり純資産額 9,612.00円

１株当たり当期純利益金額 3,775.95円

１株当たり純資産額         21,536.73円

１株当たり当期純利益金額         4,881.19円

 潜在株式調整後１株当たり当 

 期純利益金額 

       4,786.13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、新株予約権残高がありますが、当社株式は非上

場であり、かつ店頭登録もしていないため、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。 

 当社は、平成17年1月6日付で株式1株につき100株の株

式分割を行っております。なお、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

り情報については、以下のとおりとなります。 

  

前事業年度 

１株当たり純資産額          5,701.77円 

１株当たり当期純利益金額       3,446.93円 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

 
前事業年度 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１株当たり当期純利益金額     

 当期純利益（千円） 189,314 261,748 

 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（千円） 189,314 261,748 

 期中平均株式数（株） 50,137 53,624 

      

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（千円） － － 

 普通株式増加数（株） － 1,065 

  （うち、新株予約権（株））             （－）            （1,065) 

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まれな

かった潜在株式の概要 

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 

1,192個 

－ 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日） 

１．（当社上場について） 

 当社株式は、平成17年11月４日に株式会社東京証券

取引所の承認を得て、平成17年12月７日にマザーズ市

場へ上場いたしました。当社は上場にあたり、平成17

年11月４日及び平成17年11月17日開催の取締役会にお

いて、下記のとおり新株式発行を決議いたしました。 

 なお、下記① 公募増資による新株式発行は、平成

17年12月６日に払込が完了し、この結果、平成17年12

月６日付で資本金は157,559千円、発行済株式総数は

53,408株となっております。 

① 公募増資による新株式発行 

② 第三者割当増資による新株式発行 

(1）募集の方法 ブックビルディング方式に

よる一般募集 

(2）募集する株式の種

類及び数 

普通株式    3,000株 

(3）発行価格 １株につき  115,000円 

一般募集は、この価格にて行いました。 

(4）引受価額 １株につき  106,375円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株

式払込金として受け取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、

引受人の手取金となります。 

(5）発行価額 １株につき   85,000円 

（資本組入額  42,500円）

(6）発行価額の総額 255,000千円 

(7）払込金額の総額 319,125千円 

(8）資本組入額の総額 127,500千円 

(9）払込期日 平成17年12月６日 

(10）配当起算日 平成17年10月１日 

(11）資金の使途 設備投資資金、運転資金 

(1）発行する株式の種

類及び数 

普通株式    1,000株 

(2）割当価格 １株につき  106,375円 

(3）発行価額 １株につき   85,000円 

（資本組入額  42,500円）

(4）発行価額の総額 85,000千円 

(5）払込金額の総額 106,375千円 

(6）資本組入額の総額 42,500千円 

(7）申込期日 平成17年12月28日 

(8）払込期日 平成17年12月28日 

(9）配当起算日 平成17年10月１日 

(10）割当先 日興シティグループ証券株

式会社 

(11）資金の使途 設備投資資金、運転資金 

          ―――――― 

  

  

  

  

    

    

    

  

    

  

  

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    



⑥【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第121条の規定により記載を省略し

ております。 

【有形固定資産等明細表】 

 （注）当期増減額のうち主なものは次のとおりです。 

  

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

      該当事項はありません。 

  

【引当金明細表】 

     該当事項はありません。 

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 3,848 27,771 3,848 27,771 1,360 1,592 26,411 

車両運搬具 39,911      － 39,911      －      － 384      － 

工具器具備品 13,843 22,829 3,055 33,616 13,136 4,347 20,480 

有形固定資産計 57,602 50,600 46,814 61,388 14,496 6,323 46,892 

無形固定資産        

 ソフトウェア 9,777 4,278      － 14,056 9,593 859 4,462 

その他 736      －      － 736      －      － 736 

無形固定資産計 10,514 4,278      － 14,792 9,593 859 5,199 

長期前払費用   － 546  － 546  －  － 546 

繰延資産                

 株式交付費  － 13,955 － 13,955 13,955 13,955  － 

 繰延資産計  － 13,955  － 13,955 13,955 13,955  － 

資産の種類 増減 項目 金額（千円） 

 建物 増加 本社移転設備工事 27,771 

 車両運搬具 減少 業務用車両売却 39,911 

 工具器具備品 増加  サーバー３台購入 12,423 

 工具器具備品 増加  本社移転による備品購入 9,555 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 売掛金 

(イ）相手先別内訳 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

③ 仕掛品 

区分 金額（千円） 

現金 360 

預金  

普通預金 1,304,042 

小計 1,304,042 

合計 1,304,402 

相手先 金額（千円） 

 京セラコミュニケーションシステム（株） 8,484 

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ  7,948 

 ソフトバンクモバイル（株） 2,201 

（株）タカラトミー  1,575 

 その他  21,849 

合計 42,058 

前期繰越高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

次期繰越高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

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

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

69,218 1,632,349 1,659,509 42,058 97.5 12.4 

品目 金額（千円） 

 ゲームソフト 194,351 

合計 194,351 



④ 買掛金 

⑤ 未払法人税等 

⑥ 前受金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

 エム・ビー・エーインターナショナル（株） 5,525 

（株）デジタルスケープ  4,745 

（株）クリーク・アンド・リバー  3,884 

 (有)サイクロンエンターテインメント  1,470 

（株）３Ｆｉｌｍｓ 577 

 その他 1,050 

合計 17,252 

区分 金額（千円） 

 法人税 89,320 

 住民税 18,919 

 事業税 23,377 

合計 131,616 

相手先 金額（千円） 

 山佐（株） 84,000 

 任天堂（株）  73,500 

（株）カプコン  73,500 

（株）タカラトミー  31,500 

（株）ソニー・コンピュータエンタテインメント  26,250 

合計 288,750 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ９月30日 

定時株主総会 12月中 

基準日 ９月30日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券 

中間配当基準日 ３月31日 

１単元の株式数 － 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

野村證券株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

公告掲載方法 

電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他

やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

  

公告掲載URL http://www.8ing.co.jp/ir/ 

株主に対する特典 

９月末日現在の株主様に対し、次のとおり所有株数に応じて株主優待を贈

呈いたします。 

①1株以上10株未満の株主様   クオカード１枚（1,000円分） 

②10株以上の株主様        郵便局のふるさと小包ギフトカード 

                               １枚（3,000円分） 



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)有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度（13期）（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月13日関東財務局長に提出。 

(2)半期報告書 第14期中（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月27日関東財務局長に提出。 

(3）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類 

   平成17年11月４日関東財務局長に提出。 

(4）有価証券届出書の訂正届出書 

   平成17年11月18日及び平成17年11月29日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１７年１２月１３日

株式会社エイティング   

 取締役会 御中   

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 岩渕 信夫  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 舩山 卓三  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 原口 清治  印 

 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

会社エイティングの平成１６年１０月１日から平成１７年９月３０日までの第１３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、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

エイティングの平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業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１７年１２月７日に株式会社東京証券取引所マザーズへ上場

し、これにあたり新株式発行を実施した。 

 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 

 （※） 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１８年１２月２２日

株式会社エイティング   

 取締役会 御中   

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 岩渕 信夫  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 舩山 卓三  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 原口 清治  印 

 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

会社エイティングの平成１７年１０月１日から平成１８年９月３０日までの第１４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー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

エイティングの平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

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

以  上 

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

会社）が別途保管しております。 
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