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平成17年12月期   個別中間財務諸表の概要 平成17年８月15日 

上 場 会 社 名 株式会社まぐクリック 上場取引所(所属部) 大阪証券取引所（ヘラクレス市場） 

コ ー ド 番 号 ４７８４ 本社所在都道府県 東京都 

(ＵＲＬ http://www.magclick.co.jp/ ) 

代 表 者 役職名 代表取締役社長 

 氏 名 西山 裕之 

問合せ先責任者  役職名 常務取締役 経営管理本部長 

 氏 名 薛  仁興      ＴＥＬ  (０３)５４５７－０９０９ 

決算取締役会開催日  平成17年８月15日  中間配当制度の有無  有 

中間配当支払開始日 平成－年－月－日 単元株制度採用の有無  無 

 

１．17年６月中間期の業績（平成17年１月１日～平成17年６月30日） 

  (1)経営成績                                                                                       （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円（％） 百万円（％） 百万円（％）

17年６月中間期 1,563(△35.6) 57(△32.3) 68(△17.0) 
16年６月中間期 2,426(  20.6) 85(△15.6) 82(△21.5) 

16年12月期 4,381(   4.1) 192(△17.5) 194(△17.9) 
 

 中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益 
 百万円（％） 円  銭 

17年６月中間期 62(△32.7) 704 23 
16年６月中間期 92(  27.8) 1,120 13 

16年12月期 191(△13.3)      2,263 90 

 （注）1. 期中平均株式数 17年６月中間期  88,780株 16年６月中間期  82,961株 16年12月期 84,486株 

       2. 会計処理の方法の変更   有 

       3．売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率 

 

  (2)配当状況 

 １株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金

 円  銭 円  銭 
17年６月中間期 0  00 ― 
16年６月中間期 0  00 ― 

16年12月期 ― 600  00 

 

  (3)財政状態 

 総 資 産        株 主 資 本        株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 （％） 円  銭 

17年６月中間期 4,306 3,903 90.6 44,650  06 
16年６月中間期 5,357 4,574 85.4 54,786  25 

16年12月期 4,699 4,263 90.7 48,006  48 

 （注）1. 期末発行済株式数 17年６月中間期  89,545株 16年６月中間期  84,230株 16年12月期 89,545株 

       2. 期末自己株式数 17年６月中間期  2,125株 16年６月中間期 740株 16年12月期 740株 

 

２．平成17年12月期の個別業績予想（平成17年１月１日～平成17年12月31日） 

１株当たり年間配当金  
売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭

通  期 4,000 250 150 ― ― 600 00 600 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 1,689 円 09 銭 

 ※1. 従来、販売費及び一般管理費に計上していた代理店手数料及び販売促進費を平成17年12月期より売上高から控除する方法に

変更いたします。この変更により、従来の方法に比べ売上高は、1,000百万円減少する見込みですが、経常利益並びに当期純

利益に対する影響はありません。 

 ※2. 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々な不確実

要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依存して投資

等の判断を行うことは差し控えてください。 
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【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16年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成16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   2,243,400 2,249,864  1,142,353

２ 売掛金   465,134 399,958  528,147

３ たな卸資産   1,568 1,560  1,588

４ 繰延税金資産   7,564 10,224  ―

５ その他   8,641 126,750  744,932

  貸倒引当金   △200 △1,183  △1,133

 流動資産合計   2,726,110 50.9 2,787,173 64.7  2,415,888 51.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物   3,493 24,110  11,401

(2) 工具器具及び備品   639 6,753  549

有形固定資産合計   4,132 0.1 30,863 0.7  11,950 0.2

２ 無形固定資産    

(1) 営業権   ― 10,150  11,600

(2) ソフトウェア   78,320 45,732  47,078

(3) その他   145 557  568

無形固定資産合計   78,466 1.4 56,440 1.3  59,246 1.3

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   2,495,053 1,211,405  1,990,116

(2) その他   53,658 220,726  222,406

投資その他の資産 
合計   2,548,712 47.6 1,432,131 33.3  2,212,522 47.1

 固定資産合計   2,631,311 49.1 1,519,435 35.3  2,283,719 48.6

 資産合計   5,357,422 100.0 4,306,609 100.0  4,699,607 100.0
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前中間会計期間末 

(平成16年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成16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   252,872 215,251  275,299

２ 未払金   50,225 72,489  68,178

３ 未払法人税等   66,223 67,202  478

４ 賞与引当金   4,156 3,982  403

５ その他 ※３  44,421 36,916  、16,346

 流動負債合計   417,898 7.8 395,841 9.2  360,705 7.7

Ⅱ 固定負債    

繰延税金負債   365,419 7,459  75,687

固定負債合計   365,419 6.8 7,459 0.2  75,687 1.6

 負債合計   783,318 14.6 403,300 9.4  436,392 9.3

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,300,587 24.3 1,301,568 30.2  1,301,568 27.7

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金   2,164,722 2,214,547  2,214,547

２ その他資本剰余金    

(1)資本準備金減少差益  175,235 175,235 175,235 

(2)自己株式処分差益  4,657 179,892 3,553 178,788 4,657 179,892

資本剰余金合計   2,344,614 43.8 2,393,336 55.6  2,394,440 50.9

Ⅲ 利益剰余金    

１ 任意積立金    

(1)特別償却準備金   ― ―  477

 ２ 中間(当期)未処分利益   387,417 495,472  485,757

   利益剰余金合計 
  387,417 7.2 495,472 11.5  486,234 10.3

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

  570,936 10.6 18,304 0.4  110,423 2.4

Ⅴ 自己株式   △29,451 △0.5 △305,374 △7.1  △29,451 △0.6

 資本合計   4,574,103 85.4 3,903,308 90.6  4,263,215 90.7

 負債資本合計   5,357,422 100.0 4,306,609 100.0  4,699,607 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16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   2,426,434 100.0 1,563,777 100.0  4,381,148 100.0

Ⅱ 売上原価   1,448,547 59.7 1,165,858 74.5  2,579,499 58.9

  売上総利益   977,887 40.3 397,919 25.5  1,801,649 41.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 代理店手数料  374,784 ― 662,475 

 ２ 販売促進費  189,439 ― 340,064 

 ３ ロイヤリティ  2,901 ― 4,259 

 ４ 役員報酬  21,021 19,428 42,453 

 ５ 給与手当  117,716 133,368 235,898 

 ６ 貸倒引当金繰入額  ― 50 683 

 ７ 賞与引当金繰入額  3,613 3,352 403 

 ８ 減価償却費  15,197 9,954 30,485 

 ９ その他  167,851 892,527 36.8 174,018 340,171 21.8 292,707 1,609,432 36.7

  営業利益   85,359 3.5 57,747 3.7  192,217 4.4

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  19 6,316 3,559 

 ２ 受取配当金  ― 2,100 2,100 

 ３ 受取手数料  1,505 1,100 2,800 

 ４ その他  152 1,676 0.1 1,247 10,763 0.7 274 8,733 0.2

Ⅴ 営業外費用    

 １ 新株発行費  4,742 ― 6,385 

 ２ 自己株式取得手数料  ― 4,742 0.2 245 245 0.0 ― 6,385 0.2

  経常利益   82,293 3.4 68,265 4.4  194,565 4.4

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※1 ― 1,834 ― 

２ 投資有価証券売却益  111,098 56,925 152,215 

 ３ 貸倒引当金戻入益  250 111,348 4.6 ― 58,760 3.8 ― 152,215 3.5

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※２ 25,868 812 56,957 

２ 関係会社株式評価損  ― ― 7,484 

３ 本社移転費用  ― ― 1,803 

４ 営業権償却額  ― 25,868 1.1 20,200 21,012 1.4 ― 66,246 1.5

  税引前中間(当期)純利
益   167,773 6.9 106,013 6.8  280,534 6.4

  法人税、住民税及び事
業税  66,291 61,973 43,714 

  法人税等調整額  8,553 74,845 3.1 △18,481 43,491 2.8 45,552 89,267 2.0

  中間(当期)純利益   92,927 3.8 62,521 4.0  191,267 4.4

  前期繰越利益   294,489 432,951  294,489

  中間(当期)未処分利益   387,417 495,472  485,757
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１ 資産の評価基準及

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 

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(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。 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの  

決算末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。 

 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 

総平均法による原価法を採

用しております。 

(2)たな卸資産 

同左 

(2)たな卸資産 

同左 

２ 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、主な耐用年数は次の

通りであります。 

建物      10～15年 

工具器具及び備品６～10年 

(1)有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は次の

通りであります。 

建物      10～18年 

工具器具及び備品６～20年 

(1)有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は次の

通りであります。 

建物      10～15年 

工具器具及び備品６～10年 

 (2)無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。 

なお、ソフトウエア(自社利

用分)については、社内におけ

る利用可能見込期間(５年)に

よる定額法を採用しておりま

す。 

(2)無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

３ 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。 

――――― 

 

新株発行費 

支出時に全額費用として処

理しております。 

４ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上す

ることとしております。ただ

し、当中間期末においては個

別引当の対象となるものはご

ざいません。 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上す

ることとしております。 

(1)貸倒引当金 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

 (2)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、支給

見込額基準により計上してお

ります。 

(2)賞与引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

同左 

５ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

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 

同左 

消費税等の会計処理 

――――― 

 

 

会計処理の変更 

 

前中間会計期間 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年６月30日） 

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

前会計年度 
（自 平成16年１月１日 
  至 平成16年12月31日） 

――――― 

 

従来、販売費及び一般管理費に計上

していた代理店手数料及び販売促進費

について、当中間会計期間より売上高

から控除する方法に変更しました。 

 この変更は、代理店及び広告主等の

売上先数の増加、取扱商材の増加及び

今後の事業展開を総合的に勘案した結

果、販売代理店としての位置付けが一

層明確になり、経営成績をより適切に

開示するために行ったものでありま

す。 

この変更により、従来の方法に比べ

売上高は436,471千円減少し、売上総利

益も同額減少いたしますが、販売費及

び一般管理費も同額減少するため営業

利益、経常利益、税引前中間純利益、

中間純利益に与える影響はありませ

ん。 

――――― 
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追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16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

以後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

5,406千円増加し、営業利益、経常利

益、税引前中間純利益が、5,406千円減

少しております。 

―――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成16年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

前事業年度末 
(平成16年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 3,190千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 934千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 109千円
 

 ２ 債務保証 

次の会社のリース契約に対し、債務保

証を行なっています。 

㈱イースマイ 1,408千円 
 

２    ――――― 

 

 ２ 債務保証 

次の会社のリース契約に対し、債務保

証を行なっています。 

㈱イースマイ 1,106千円
 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

※３ 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16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

※１   ――――― 

 
 

※１ 固定資産売却益の内容は、 

   次の通りであります。 

ソフトウェア 1,834千円
 

※１   ――――― 

 
 

※２ 固定資産除却損の内容は、 

   次の通りであります。 

建  物 1,564千円

ソフトウエア 24,304千円

合  計 25,868千円
 

※２ 固定資産除却損の内容は、 

   次の通りであります。 

建  物 812千円
 

※２ 固定資産除却損の内容は、 

   次の通りであります。 

建物 4,783千円

工具器具及び備品 492千円

ソフトウエア 51,681千円

合  計 56,957千円
 

３ 減価償却実施額 

   有形固定資産 419千円 

   無形固定資産 14,778千円 
 

３ 減価償却実施額 

   有形固定資産 1,494千円

   無形固定資産 8,460千円
 

３ 減価償却実施額 

   有形固定資産 3,721千円

   無形固定資産 26,764千円
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１ 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 

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 

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 

  
工具器具
及び備品 
(千円) 

 
ソフト 
ウエア 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

 
 

36,774  3,890 40,665 

減価償却 
累計額 
相当額 

 

 
 

22,822  1,686 24,508 

中間期末 
残高 
相当額 

 

 
 

13,952  2,204 16,157 

 

 
工具器具
及び備品
(千円)

ソフト
ウエア
(千円)

合計
(千円)

取得価額 
相当額 

42,453 5,564 48,018

減価償却 
累計額 
相当額 

32,099 3,754 35,854

中間期末 
残高 
相当額 

10,354 1,810 12,164

 

  
工具器具
及び備品 
(千円) 

 
ソフト 
ウエア 
(千円) 

合計
(千円)

取得価額 
相当額 

 
 

36,774  3,890 40,665

減価償却 
累計額 
相当額 

 

 
 

27,176  2,075 29,251

期末 
残高 
相当額 

 

 
 

9,597  1,815 11,413

 

②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料中間期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 9,731千円 

１年超 6,985千円 

合計 16,716千円 
 

１年内 6,686千円

１年超 5,832千円

合計 12,519千円
 

１年内 8,269千円

１年超 3,618千円

合計 11,888千円
 

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 5,688千円 

減価償却費相当額 5,317千円 

支払利息相当額 321千円 
 

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 5,886千円

減価償却費相当額 5,521千円

支払利息相当額 230千円
 

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 10,138千円

減価償却費相当額 9,487千円

支払利息相当額 559千円
 

④減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

④減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

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。 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

・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

額相当額と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。 

・利息相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

同左 

２      ――――― 

 

 

 

 

 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 2,492千円

１年超 7,477千円

合計 9,969千円
 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 2,492千円

１年超 8,723千円

合計 11,215千円
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(有価証券関係) 

前中間会計期間(自 平成16年１月１日 至 平成16年６月30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。 

 

当中間会計期間(自 平成17年１月１日 至 平成17年６月30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。 

 

前事業年度(自 平成16年１月１日 至 平成16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) 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１株当たり純資産額 54,786円 25銭 44,650円 06銭 48,006円 48銭

１株当たり中間(当期)純利益 1,120円 13銭 704円 23銭 2,263円 90銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益 

1,108円 07銭 700円 97銭 2,246円 46銭

 (追加情報) 

 当社は、平成16年２月20日

付をもって普通株式１株を５

株に分割しております。な

お、前期首に当該株式分割が

行なわれたと仮定した場合に

おける１株当たり情報は以下

のとおりとなります。 
前中間会計期

間 

前事業年度

１株当たり 

純資産額 

46,810円17銭 

 

１株当たり 

中間純利益 

880円88銭 

 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益の

金額について

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。 

１株当たり 

純資産額 

50,226円38銭 

 

１株当たり 

当期純利益 

2,673円04銭 

 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益 

2,658円08銭 

 

 

 

  
 

 当社は、平成16年２月20

日付をもって普通株式１株

を５株に分割しておりま

す。なお、前期首に当該株

式分割が行なわれたと仮定

した場合における１株当た

り情報は以下の通りとなり

ます。 

 

１株当たり純資産額 

50,226円38銭 

 

１株当たり当期純利益 

2,673円04銭 

 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 

2,658円08銭 
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(注) １株当たり中間(当期)純利益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は、下記の通りでありま

す。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 92,927 62,521 191,267 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 

――――― ――――― ――――― 

普通株式に係る中間（当期） 

純利益（千円） 
92,927 62,521 191,267 

普通株式の 

期中平均株式数（株） 

期中平均発行済株式数 83,921

期中平均自己株式数 △960

期中平均株式数 82,961
 

期中平均発行済株式数 89,545

期中平均自己株式数 △765

期中平均株式数 88,780
 

期中平均発行済株式数 85,335

期中平均自己株式数 △849

期中平均株式数 84,486
 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 

   

 中間(当期)純利益調整額 

（千円） 

――――― ――――― ――――― 

 普通株式増加数（株） 903 413 656 

  （うち自己株式取得方式による

ストックオプション） 

(309) (129) （218)

  （うち新株予約権） (594) （284) （438)

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間（当
期）純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

平成16年３月19日定時株主
総会決議 
ストックオプション 
（新株予約権方式） 
潜在株式の数 

2,000株（上限） 
払込金額 
 平成16年３月19日の定時
株主総会終了後に開催され
る取締役会において定め
る。 
行使期間 
平成17年４月１日から 
平成21年３月31日まで 

――――― ――――― 
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

(1) 株式会社マグフォースの吸収合併 

当社は、平成16年７月14日開催の取締

役会において、連結子会社である株式

会社マグフォースをグループ経営の効

率化と事業基盤の強化を図ることを目

的として吸収合併することを決議し、

同日、合併契約を締結いたしました。

当社は商法第413条ノ３第１項（簡易合

併）の規定により商法第408条第１項に

規定する合併契約書承認の株主総会を

開催いたしません。 

なお、株式会社マグフォースにおきま

しては、平成16年７月29日開催の臨時

株主総会において、同合併契約書の承

認を受けております。 

①合併期日 

平成16年９月１日 

②合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併（簡易

合併）による新たに新株を発行しない

方式で、株式会社マグフォースは解散

いたしました。 

③合併比率 

該当事項はありません。 

④合併交付金 

該当事項はありません。 

⑤財産の引継 

合併期日における株式会社マグフォー

スの資産・負債及び権利義務一切を引

継ぎいたしました。なお、株式会社マ

グフォースの平成16年６月30日の財政

状態は、次の通りであります。 

流動資産 25,178千円 

固定資産 563千円 

資産合計 25,741千円 

流動負債 24,204千円 

固定負債 ― 千円 

負債合計 24,204千円 
  

――――― (1) 連結子会社株式会社イースマイの

合併 

連結子会社である株式会社イースマイ

は、平成17年２月９日開催の取締役会

において、株式会社ネクストに吸収合

併されることを決議し、同日、合併契

約書を締結いたしました。株式会社イ

ースマイは、平成17年２月24日開催の

臨時株主総会において、同合併契約書

の承認を受けております。なお、株式

会社ネクストは、商法第413条ノ３第

１項（簡易合併）の規定により商法第

408条第１項に規定する合併契約書承

認の株主総会を開催いたしません。 

①合併期日 

平成17年４月１日 

②合併方式 

株式会社ネクストを存続会社とする吸

収合併（簡易合併）による方式で、株

式会社イースマイは解散いたします。

③合併に際して発行する株式及び割当

株式会社ネクストは、合併に際して普

通株式1,428株を発行し、合併期日前

日の最終の株式会社イースマイの株主

名簿に記載された株主に対して、その

所有する株式会社イースマイの普通株

式１株につき、株式会社ネクストの株

式3.5株の割合をもって割当交付しま

す。 

④合併交付金 

該当事項はありません。 

⑤財産の引継 

株式会社ネクストは合併期日における

株式会社イースマイの資産・負債及び

権利義務一切を引継ぎする予定です。

なお、株式会社イースマイの平成16年

12月31日現在の財政状態及び発行済株

式総数は、次のとおりで あります。 

イ）財政状態 

流動資産     74,927千円 

固定資産      3,207千円 

資産合計     78,135千円 

流動負債     17,710千円 

固定負債      ― 千円 

負債合計     17,710千円 

ロ）発行済株式総数    408株 
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前中間会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

(2) 株式会社パワーフォーメーション

との株式交換及び株式会社サンプラン

ニングの子会社化 

当社は、平成16年８月16日開催の取締

役会において事業の拡大を図ることを

目的として、株式会社パワーフォーメ

ーションを完全子会社化する株式交換

を決議し、同日、株式交換契約を締結

いたしました。当社は商法第358条第１

項（簡易株式交換）の規定により商法

第353条第１項に規定する株式交換契約

書承認の株主総会を開催いたしませ

ん。 

なお、株式会社パワーフォーメーショ

ンにおきましては、平成16年８月26日

開催の臨時株主総会において、同株式

交換契約書の承認を受けております。 

また、同株式交換に伴い、株式会社パ

ワーフォーメーションの子会社である

株式会社サンプランニング（持株比率

67.0％）が当社の子会社となります。 

①株式交換契約の概要 

イ）株式交換の内容 

当社は、株式会社パワーフォーメ

ーションと商法第352条ないし第

363条に規定する方法により株式

交換を行います。 

ロ）株式交換の日 

平成16年９月28日 

ハ）株式交換に際して発行する株式及

び割当て 

当社は、株式会社パワーフォーメーシ

ョンとの株式交換に際して、普通株式

4,200株を発行し、株式交換の日の前日

最終の株式会社パワーフォーメーショ

ンの株主名簿に記載された株主に対し

て、その所有する株式会社パワーフォ

ーメーションの普通株式１株につき当

社の株式3.4146株の割合をもって割当

交付します。 

 

 

⑥株式会社ネクストの概要 

イ)主な事業の内容 

不動産ポータルサイトの企画・運営

事業 

ロ)売上高及び当期純利益 

（平成16年3月） 

売上高    1,006,193千円 

当期純利益    22,969千円 

ハ)資産、負債、資本の状況 

   （平成16年3月31日現在） 

資産合計        657,558千円 

負債合計        351,035千円 

資本合計       306,523千円 

ニ)発行済株式総数 

（平成16年3月31日現在） 

           71,583株 

 

(2) ストックオプションとしての新株

予約権付与の件 

当社は、平成17年２月18日開催の取締

役会において、平成16年３月19日開催

の第5期定時株主総会で承認されまし

た商法第280条ノ20及び同第280条ノ21

の規定に基づくストックオプションと

して発行する新株予約権について、具

体的な発行内容を決定し、平成17年２

月28日に以下のとおり発行いたしまし

た。 

①新株予約権の発行日 

平成17年２月28日 

②新株予約権の発行数 

1,984個（新株予約権１個につき１

株） 

③新株予約権の発行価額 

無償で発行する。 

④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1,984株 

⑤新株予約権の行使に際しての払込金

額 

１株当たり161,479円 

なお、新株予約権発行後に、当社が株

式分割又は株式併合を行うときは、次

の算式により1株当たり払込金額を調

整し、調整により生ずる1円未満の端

数は切り上げる。 

調整後1株当たり払込金額＝ 

1 
調整前1株当たり
払込金額 

× 分割又は併合の
比率 

⑥新株予約権の行使期間 

平成18年４月1日から平成21年３月31

日まで 
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前中間会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

ニ）増加すべき資本金及び資本準備金

の額 

株式交換により資本金は増加しな

いものとし、増加すべき資本準備

金の額は、株式交換日に株式会社

パワーフォーメーションに現存す

る純資産額であります。 

②株式会社パワーフォーメーションの

概要 

イ）主な事業内容 

広告代理店業 

ロ）売上高及び当期純利益 

（自平成16年２月１日 至平成16年６

月30日） 

１月末日決算であるため２月１日から

６月30日までの金額を記載しておりま

す。 

売上高       557千円 

当期純利益   △2,467千円 

ハ）資産、負債及び資本の状況 

（平成16年６月30日現在） 

資産合計    34,408千円 

負債合計     2,037千円 

資本合計    32,371千円 

③株式会社サンプランニングの概要 

イ）主な事業内容 

求人広告代理店業 

ロ）売上高及び当期純利益 

（自平成15年４月１日 至平成16年３

月31日） 

売上高    4,307,143千円 

当期純利益    2,265千円 

ハ）資産、負債及び資本の状況 

（平成16年３月31日現在） 

資産合計   2,354,186千円 

負債合計   2,265,290千円 

資本合計    88,895千円 

 ⑦新株予約権の行使の条件 

イ）新株予約権者は、新株予約権の行

使時において、当社又は当社の関

係会社の取締役、監査役若しくは

従業員の地位を有していることを

要する。 

ロ）新株予約権者の相続人による新株

予約権の行使は認められない。 

ハ）その他の条件は、当社第5期定時

株主総会及び平成17年２月18日開

催の取締役会決議に基づき、当社

及び当社の関係会社の取締役及び

従業員との間で締結する「新株予

約権割当契約書」に定めるところ

による。 

⑧新株予約権の行使により株券を発行

する場合の当該株券の発行価額のうち

の資本組入額 

１株当たり80,740円 

⑨新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権を譲渡するには、取締役

会の承認を要する。 

 

(3) ストックオプション制度の採用 

当社は、平成17年３月24日開催の第6

期定時株主総会において商法第280条

ノ20及び同第280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権方式によるストックオプ

ション制度の採用につき承認を受けま

した。 

当該制度の内容は、次のおとりであり

ます。 

①新株予約権の割当を受ける者 

当社並びに当社の関係会社の取締役、

監査役、従業員及び社外協力者。（以

下「対象者」という。） 

②新株予約権の目的たる株式の種類及

び数 

当社普通株式2,000株を総株数の上限

とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式

分割又は株式併合を行うときは、次の

算式により目的たる株式の数を調整す

る。但し、かかる調整は、新株予約権

のうち当該時点で権利行使されていな

い新株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行われ、調整の結果1株未満

の端数が生じる場合はこれを切り捨て

る。 

調整後株式数 

＝調整前株式数×分割又は併合の比率
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前中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

  また、当社が他社と吸収合併又は新設

合併を行い新株予約権が承継される場

合、当社が他社と株式交換を行い当社

が完全親会社となる場合、又は、当社

が新設分割若しくは吸収分割を行う場

合、当社は目的たる株式の数の調整を

行うことができる。 

③発行する新株予約権の総数 

2,000個を上限とする。(新株予約権1

個当たりの目的たる株式の数は1株と

し、②に定める調整を行った場合は、

同様に調整する。) 

④新株予約権の発行価額 

無償で発行する。 

⑤新株予約権の行使に際して払込をす

べき金額 

各新株予約権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（以下「１株当たり払込金

額」という。）に新株予約権1個当たり

の目的たる株式数を乗じた金額とす

る。 

１株当たり払込金額は、新株予約権発

行日の属する月の前月の各日(取引が

成立しない日を除く。)の大阪証券取

引所における当社普通株式の終値（以

下「終値」という。）の平均値に1.05

を乗じた金額とし、1円未満の端数は

切り上げる。但し、当該金額が新株予

約権発行日の前営業日（当日に取引が

ない場合は、その日に先立つ直近日）

の終値を下回る場合は、新株予約権発

行日の前営業日の終値とする。 

なお、新株予約権発行後に、当社が株

式分割又は株式併合を行うときは、次

の算式により1株当たり払込金額を調

整し、調整により生ずる1円未満の端

数は切り上げる。 

調整後1株当たり払込金額＝ 

1 
調整前1株当たり
払込金額 

× 分割又は併合の
比率 

⑥新株予約権を行使することができる

期間 

平成19年4月1日から平成24年3月31日

までとする。 

⑦新株予約権の行使の条件 

イ）対象者のうち、当社並びに当社の

関係会社の取締役、監査役及び従

業員は、新株予約権の行使時にお

いて、当社並びに当社の関係会社

の取締役、監査役、従業員又は社

外協力者であることを要する。 
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前中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

  ロ）対象者のうち、社外協力者は、新

株予約権の行使時において、社外

協力者若しくは当社並びに当社の

関係会社の取締役、監査役又は従

業員であることを要する。 

ハ）対象者の相続人による新株予約権

の行使は認められない。 

ニ）その他の条件は、取締役会決議に

より決定する。 

⑧新株予約権の消却事由及び条件 

イ）当社が消滅会社となる合併契約書

が株主総会で承認された場合、又

は当社が完全子会社となる株式移

転若しくは株式交換の議案が株主

総会で承認された場合、当社は新

株予約権を無償で消却することが

できる。 

ロ）対象者がその行使の条件を充足し

なくなったことにより、新株予約

権の全部又は一部につき行使でき

なくなった場合、当該新株予約権

を無償で消却することができる。

⑨新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡については、取締役

会の承認を要する。 

⑩細目事項 

新株予約権に関する細目事項は、取締

役会決議により決定する。 
 


