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１．18年６月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨て表示）

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 3,486 △6.6 92 △52.4 117 △51.5

17年６月中間期 3,731 47.3 193 127.9 241 198.9

17年12月期 7,441 12.2 334 △0.0 400 24.7

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年６月中間期 △23 ― △272 66 ―  

17年６月中間期 122 37.8 1,377 08 1,370 70

17年12月期 151 △41.0 1,716 57 1,707 48
（注）１．持分法投資損益 18年６月中間期 ―百万円 17年６月中間期 ―百万円 17年12月期 ―百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年６月中間期 87,617株 17年６月中間期 88,780株 17年12月期 88,121株

３．会計処理の方法の変更 有

４．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）連結財政状態 （百万円未満切捨て表示）

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 5,608 4,027 70.9 45,263 32

17年６月中間期 5,760 4,026 69.9 46,055 89

17年12月期 5,796 3,859 66.6 44,104 96
（注）　　期末発行済株式数（連結） 18年６月中間期 87,800株 17年６月中間期 87,420株 17年12月期 87,500株

(3）連結キャッシュフローの状況 （百万円未満切捨て表示） 

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年６月中間期 △143 360 △39 3,048

17年６月中間期 395 1,106 △328 2,651

17年12月期 642 1,076 △324 2,871

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 １社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 ―社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） ―社 （除外） ―社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．平成18年12月期の連結業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

売上高 経常利益 当期純利益
百万円 百万円 百万円

通期 7,500 400 130

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　1,480円63銭

※　　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。

なお、上記予想に関する事項につきましては、添付資料の6ページをご参照下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、連結子会社（ＧＭＯサンプランニング株式会社）、親会社（ＧＭＯインターネット株式会社）によ

り構成されております。当社グループの主要な事業内容は「インターネット関連広告事業」であります。

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「インターネット関連広告事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類セグメント情報の記載を省略しております。

　当社グループについての事業系統図は、次のとおりであります。

 

広告媒体の提供 

広告の販売 

ＧＭＯメディア株式会社（親会社の子会社） 

その他の媒体提供会社 

ＧＭＯインターネット株式会社（親会社） 

広告販売の委託 広告販売の委託 

広告の販売 広告の販売 

広告の販売 

その他の媒体提供会社 

株式会社まぐクリック ＧＭＯサンプランニング株式会社 

広告代理店 

メディアレップ 

広告主 

当社 

連結子会社 

広告媒体の提供 
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　関係会社の状況は、次のとおりであります。

名称 住所
資本金又は出
資金（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
（％）

被所有割合
（％）

（親会社）

ＧＭＯインターネット株式会

社

（※１）（※２）

東京都

渋谷区
3,311,130

インターネット活

用支援事業

インターネット集

客支援事業

インターネット金

融事業

― 43.01
役員の兼任２名

広告媒体の提供等

（連結子会社）

ＧＭＯサンプランニング株式

会社

（※３）

東京都

渋谷区
50,000 求人広告代理業 75.60 ―

役員の兼任２名

金銭の貸付等

　（※１）　親会社でありますＧＭＯインターネット株式会社は、有価証券報告書を提出しております。

　（※２）　議決権の被所有割合は100分の50以下でありますが、当社が実質的に支配されている関係にあると認められる

ため、親会社としております。

　（※３）　ＧＭＯサンプランニング株式会社については売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に

占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報 (1）売上高　　1,805,009千円

（平成18年６月中間期） (2）経常利益　　102,866千円

(3）中間純利益　 59,735千円

(4）純資産額　　218,718千円

(5）総資産額　1,393,713千円
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは「すべての人にインターネット」を企業理念として、インターネット関連広告事業を通じてインター

ネットをより多くの方に広めるということを経営の指針として掲げております。インターネットがブロードバンドの

進展、接続端末の多様化などに伴い順調な拡大を続け、インターネット広告が広告市場の中でも重要な地位を確立す

る中、「すべての人にインターネット」の実現と、インターネット関連広告事業におけるナンバーワン企業グループ

となることを目指しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。企業体質の強化と今後の事業展

開を勘案した上で、配当性向30％を目標に安定した配当を継続して行うことを基本方針としていく所存であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、適正な投資単位の維持を株式の流動性向上、個人投資家層の拡大の面から、経営上の重要な課題のひとつ

であると認識しております。平成16年２月20日付で１株について５株の割合をもって株式分割を行っており、今後に

つきましても、株価推移、株主数、財務状況等を総合的に勘案して、投資単位に関する施策の検討を行って参りたい

と考えております。

(4）目標とする経営指標

　当社グループはキャッシュ・フロー及び経常利益率を重要な経営指標として考えております。正常な収益力の維持

を前提としてグループの成長を続け、企業価値の増大を目指して参ります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループはこれまで、インターネット関連広告事業の中でも、電子メール広告を主として事業展開を進めて参

りました。

　インターネットの利用者やその接触時間の増加に伴い、インターネット広告は、既存のマス４媒体と並ぶ位置を確

立しております。また、インターネット広告は既存の広告媒体との親和性に優れることから、各種の広告キャンペー

ンに用いられる等、その価値を高く評価する広告主が増加しており、今後も広告主層の拡大は続くもの予想いたしま

す。

　こうした状況により、広告主のニーズは多様化かつ専門化するものと思われます。当社は、電子メール広告に限ら

ず、インターネット上に存在する広告媒体を駆使し、より効果的な広告プランの提案を行うことによって広告主のニー

ズに応えて参ります。

　具体的には、これまでに築き上げてきた電子メール広告におけるシェアの維持、拡大はもとより、電子メール広告

以外の媒体を含めた商品ラインアップの拡充、あるいは、他の広告媒体とのキャンペーン等の総合的な広告提案を行

うなど、広告主への広告効果の最大化を目指した活動を行って参ります。

　一方で、拡大する広告主層を見据え、今後インターネットによる広告手法が広がると予想される商品やサービス分

野への参入を行い、これら領域でのインターネット広告における確固たる地位を確立して参りたいと考えております。

(6）会社の対処すべき課題

 インターネット広告を取り巻く環境は、利用人口の増加とインターネットメディアへの接触時間の伸長により広告主

層が拡大している点、技術的な進歩による新しい広告手法の出現している点などから、多様化、高度化、専門化を伴

いつつ今後も拡大していくものと予想されます。

　このような状況のもと、当社グループは、継続して広告事業に重点をおいて対処していく所存であり、販売力と商

品開発力の強化を目的として次の施策を図って参ります。

　販売力の強化につきましては、引き続き中小広告代理店の新規開拓を進め、販路の拡大を行って参ります。また、

広告主のニーズにかなった媒体の選定、組み合わせなど、積極的な提案型の販売をより充実させるべく従業員の企画

力、編集力の向上を実施して参ります。

　商品開発力の強化につきましては、広告主のニーズの高度化と多様化に対応すべく、取扱媒体の充実を図って参り

ます。また、広告主のニーズの反映などを通して、広告媒体と連携した魅力ある商品の企画と開発を引き続き進めて

参ります。

　また、販売網の拡充と取扱媒体の充実により、新卒採用をはじめとする営業体制の強化を図るとともに、早期戦力

化のための教育の徹底を行って参ります。
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(7）親会社等に関する事項

１）親会社等の商号等

 （平成18年６月30日現在）

親会社等 属性 親会社等の議決権所有割合（％）
親会社等が発行する株券が上場さ
れている証券取引所など

ＧＭＯインターネット株式会社 親会社 43.01
株式会社東京証券取引所

市場第一部

　　（※）　議決権の所有割合は100分の50以下でありますが、当社が実質的に支配されている関係にあると認められるた

め、親会社としております。

２）親会社等の企業グループにおける当社の位置付けやその他の当社と親会社等との関係

　ＧＭＯインターネット株式会社は、当社株式の43.01％（議決権所有割合）を有する筆頭株主であります。役員の

兼任状況におきましては、当社の取締役会長である西山裕之がＧＭＯインターネット株式会社の常務取締役を兼任

するとともに、当社の取締役である熊谷正寿がＧＭＯインターネット株式会社の代表取締役会長兼社長を兼任して

おります。

　当社は、ＧＭＯインターネットグループの一員としてインターネット関連広告事業を担っており、ＧＭＯインター

ネット株式会社や親会社の子会社であるＧＭＯメディア株式会社より広告媒体の提供を受けております。

　事業運営上の意思決定は当社独自の判断により実行されており、事業活動を行う上での承認事項などＧＭＯイン

ターネット株式会社から制約はありません。当社は親会社からの一定の独立性が確保されていると認識しておりま

す。

　当社は、グループ各社との連携強化をはかり、緊密な協力関係を保ちながら「すべての人にインターネット」と

いうグループ経営理念の実現に向けた役割を果たして参ります。

 

３）親会社等との取引に関する事項

対象期間（平成18年１月１日～６月30日）

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の関
係

親会社
ＧＭＯインター

ネット株式会社

東京都

渋谷区
3,311,130

インター

ネット活用

支援事業

インター

ネット集客

支援事業

インター

ネット金融

事業

（被所有）

直接

43.01

兼任２人

当社への広

告出稿依頼

及び広告媒

体の提供等

広告媒体の

提供
206,125 買掛金 33,480

広告媒体の

出稿
10,624 売掛金 4,656

業務委託等 6,814 未払金 1,087

　（注）　上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

(8）その他、会社の経営上の重要な事項

　特に該当事項はございません。
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３．経営成績及び財政状態
(1)経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の回復が家計部門にも波及し、景気回復は堅調に推移してお

ります。

　インターネット市場につきましてはブロードバンド化の急速な進展と、接続端末の多様化などから、平成17年12月

末時点でのインターネット利用人口は8,529万人（人口普及率：66.8％）となっております（総務省調べ）。

　このような状況のもと、インターネット広告（平成14年845億円、平成15年1,183億円、平成16年1,814億円、平成17

年2,808億円）（株式会社電通調べ）につきましては、インターネット利用者の増加、ブロードバンド環境の進展など

を受け媒体価値が増大しており、今後も順調な拡大が見込まれるものと思われます。

　このような環境下、当社グループは「すべての人にインターネット」という企業理念のもと、インターネット関連

広告事業におけるナンバーワンを目指し、事業領域の拡大を図るとともに、販売力と商品開発力の強化を行って参り

ました。

　販売力の強化につきましては、人材補強、企画や編集を加えた提案型の販売の実施などを行っていくとともに、中

小広告代理店を中心に新規開拓に継続的に努めて参りました。

　商品開発力の強化につきましては、インターネット広告の普及に伴い、広告主の多様なニーズに対応するため、従

来のインターネットメール広告のほか検索系（JWord）及びWEB系の広告媒体の取扱い拡充に注力し、メディアレップ

としての専売媒体とあわせた総合的な広告提案が可能な態勢を構築して参りました。

　以上の結果、当社グループの当中間連結会計期間の連結売上高は、3,486,044千円となり、平成17年４月より子会社

であるＧＭＯサンプランニング株式会社の取引先である大手代理店が外れたこと等が影響し、前年同期比で6.6％の減

少となりました。

　営業利益に関しましては、高い利益率の確保が可能な専売媒体であるインターネットメール広告売上高が減少し、

比較的利益率の低い併売媒体であるWEB系広告の売上高が増加したことに伴い売上高総利益率が低下し92,324千円（前

年同期比52.4％減）となりました。

　経常利益については、受取利息及び配当金による収入15,004千円及び株式会社リクルートより受取販売協力金とし

ての収入を3,124千円計上し117,252千円（前年同期比51.5％減）となりました。

　中間純利益に関しましては、特別利益の投資有価証券売却益419,129千円等及び特別損失の投資有価証券評価損

513,172千円等の計上により△23,889千円（前年同期は122,256千円）となりました。

(2)通期（平成18年12月期）の見通し

　インターネット広告市場につきましては、インターネットの普及に伴いインターネット広告の価値を高く評価する

広告主が増加していることなどから、主要４マスメディアのテレビ、新聞、雑誌、ラジオのうちラジオ広告費を上回

る等、広告市場における重要な位置を確立しており、今後も堅調に拡大する市場であると見込んでおります。

　当期におきましても、当社グループの主力事業はインターネット関連広告事業でありますが、取扱い媒体の多様化

に対応する営業体制の構築の遅れが要因となり、平成18年12月期の連結業績は、売上高は、期首予想比500,000千円減

の7,500,000千円を見込んでおります。

　通期の損益面につきましては、高い利益率の確保が可能な専売媒体であるインターネットメール広告売上高の減少

及び比較的利益率の低い併売媒体であるWEB系広告の売上高増加に伴い全体売上高総利益率が低下し、期首予想比

100,000千円減の400,000千円となる見込みであります。また、当期純利益は、特別利益（投資有価証券売却益）419,000

千円及び特別損失（投資有価証券評価損）513,000千円の計上により130,000千円となる見込みであります。

　なお、平成18年12月単体業績につきましては、売上高3,500,000千円、経常利益150,000千円、当期純利益30,000千

円を見込んでおります。

 

(3)財政状態

１）資産、負債及び純資産

　当中間連結会計年度末における資産、負債及び純資産の状況のうち前中間連結会計年度末と比較し、変動がある項

目は主に以下のとおりであります。　　　　　　　　　　

a.資産 

　資産は、5,608,906千円（前年同期は5,760,674千円）と151,767千円減少となりました。

　流動資産は、3,909,576千円（前年同期は3,642,922千円）と266,654千円増加となりました。主な要因は、投資有価

証券の売却等により現金及び預金が3,048,916千円（前年同期は2,651,797千円）と397,118千円増加したことなど

によるものであります。　　　　

　固定資産は、1,699,330千円（前年同期は2,117,752千円）と418,421千円減少となりました。主な要因は、投資有価

証券の売却及び評価損等により投資有価証券が491,082千円（前年同期は1,198,196千円）と707,113千円減少したこと

などによるものであります。
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b.負債

　負債は、1,581,420千円（前年同期は1,708,742千円）と127,321千円減少となりました。

　流動負債は、1,022,073千円（前年同期は1,139,399千円）と117,326千円減少となりました。主な要因は、買掛金

が649,817千円（前年同期は840,657千円）と190,840千円減少したことなどによるものであります。

　固定負債は、559,346千円（前年同期は569,342千円）と9,995千円減少となりました。 

c.純資産

  純資産は、4,027,486千円（前年同期は4,026,205千円）と1,281千円増加となりました。主な要因は、ストックオプ

ション行使による自己株式の減少によるものであります。 

２）キャッシュ・フローの状況

　当社グループの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（以下「資金」という。）は、前中

間連結会計期間末に比べ397,118千円増加し、当中間連結会計期間末残高は3,048,916千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、143,022千円（前年同期は395,438千円の増加）となり

ました。

　増加要因としては、主に税金等調整前中間純利益13,995千円及び売上債権の減少212,014千円、投資有価証券評価損

513,172千円等によるものであります。また、減少要因としては、主に仕入債務の減少304,888千円及び投資有価証券

売却益419,129千円、法人税等の支払144,978千円等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）

　当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は、360,012千円（前年同期比67.4％減）となりました。

　増加要因としては、主に投資有価証券の売却による収入490,400千円によるものであります。また、減少要因として

は、主に連結子会社の株式の追加取得による支出86,500千円及び有形固定資産の取得による支出23,631千円及び無形

固定資産の取得による支出18,639千円等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）

　当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、39,964千円（前年同期比87.8％減）となりました。

　これは、配当金の支払額50,801千円によるものであります。 

　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

 平成16年12月期中間  平成17年12月期中間  平成18年12月期中間

自己資本比率 84.7％ 69.9％ 70.9％

時価ベースの自己資本比率 359.3％ 289.8％ 140.7％

債務償還年数 ― ― ―

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ  ―  ―  ―

 （注）　　自己資本比率：自己資本／総資産

　 　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　 　　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー　

　　 　　　インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により計算しております。

※当社は有利子負債及び利払いがないため、債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオは記載してお

りません。 
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(3）仕入・受注・販売の状況

１）仕入実績

　当中間連結会計期間における仕入実績を種類別に示すと、次のとおりであります。

種類別 内容 金額（千円） 前年同期比（％）

宣伝・販促広告事業

DM 281,681 89.40

メールマガジン 424,545 86.01

モバイル 117,151 268.03

WEB系 256,386 209.64

検索連動型 192,290 122.04

成果報酬型 10,814 98.62

その他 29,806 257.22

求人広告事業
紙媒体 388,597 48.29

ネット媒体 804,872 111.70

合計 2,506,146 93.43

　（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。

２）受注実績

　当中間連結会計期間における受注実績を種類別に示すと、次のとおりであります。

種類別 内容
受注高 受注残高

金額（千円） 前年同期比（％） 金額（千円） 前年同期比（％）

宣伝・販促広告

事業

DM 378,940 105.51 35,549 191.82

メールマガジン 556,227 76.52 216,007 102.04

モバイル 152,277 237.95 20,966 212.24

WEB系 368,479 217.60 110,593 245.13

検索連動型 260,300 114.70 9,149 99.36

成果報酬型 13,363 101.62 134 －

その他 40,787 84.68 1,455 14.44

求人広告事業
紙媒体 755,938 65.59 － －

ネット媒体 1,065,172 107.05 16,101 －

合計 3,591,487 95.64 409,957 134.63

　（注）　１　金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　２　前中間連結会計期間において記載しておりました「クーポン」については、「その他」に含めて前年同期

　　　　　　　比を計算しております。
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３）販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績を種類別に示すと、次のとおりであります。

種類別 内容 金額（千円） 前年同期比（％）

宣伝・販促広告事業

DM 361,923 88.75

メールマガジン 551,919 79.75

モバイル 141,189 255.18

WEB系 303,001 198.82

検索連動型 260,359 116.89

成果報酬型 13,229 100.59

その他 49,410 129.73

求人広告事業
紙媒体 755,938 65.59

ネット媒体 1,049,071 105.15

合計 3,486,044 93.41

　（注）　１　金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　　２　前中間連結会計期間において記載しておりました「クーポン」については、「その他」に含めて前年同期

　　　　　　　比を計算しております。

　３　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については、すべての相手先の当該

割合が100分の10未満のため記載しておりません。
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４．事業等のリスク
　以下には、当社グループの事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しており

ます。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考

えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社グループ

は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。

(1）当社グループの事業内容について

　当社グループは、インターネット関連広告事業を主とした事業展開を行っており、当該分野での圧倒的な地位を構

築していくことを目指しております。インターネット広告は、広告メディアとして一定の地位を確立し、今後も順調

に拡大するもの当社グループでは考えておりますが、相対的に当社グループ全事業に対するインターネット関連広告

事業の割合が大きいことから、国内景気の動向、その他の要因による広告主からの需要等が変動した場合に当社グルー

プの業績が影響を受ける可能性があります。

(2）広告市場の業績への影響について

　当社グループは、その広告枠を提供する媒体について、広告主の多様なニーズに対応するため、その取扱数を拡大

し、また、広告主のニーズを媒体にフィードバックする等により、媒体開発にも注力しておりますが、各媒体が提供

するコンテンツは、技術革新やユーザーの嗜好の変化を受けるため、そのライフサイクルは必ずしも長期的に安定し

たものとは言えず、各媒体において新技術への対応に遅れが生じた場合やユーザーの嗜好と乖離したサービス提供を

行った場合、これら媒体の利用者数が減少し、当該媒体における当社取扱広告枠の販売に影響を及ぼす可能性があり

ます。

(3）販売代理店政策について

　当社グループは、強固な販売網を展開すべく、新規代理店の開拓を積極的に行っており、特に中小規模の代理店開

拓に重点をおいております。こうした中小規模の代理店に対しては、インターネット広告商品についての啓発から、

実際の商品の提案に関するサポート等、充分なバックアップ体制をとって対応しておりますが、これら代理店が行う

販売代理業務、広告掲載料金の回収等の業務において不測の事態が発生し、広告主等に被害が生じた場合、社会的信

用の失墜等により、当社グループの業績、財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(4）今後の事業展開について

　当社グループは、インターネット関連広告事業を主要な事業として積極的な事業展開を行っており、今後も業務提

携のほか、効果的な企業再編手法を用いる等して事業規模の拡大を図っていく可能性がございますが、これにともな

う、費用の発生、あるいは拡大後の事業展開が当社グループの予想通りに推移しない場合、当社グループの業績に大

きな影響を与える可能性があります。

(5）人材の確保について

　当社グループは、事業規模の拡大に伴う業務量の増加に伴い、人材の確保、育成は重要な経営課題であると認識し

ており、積極的な採用活動を行うと同時に教育研修等人材育成の充実に注力しておりますが、雇用情勢や労働需給が

変化した場合、事業発展のペースのダウン、採用方法の多様化により費用が増加し、当社グループの業績に影響を与

える可能性があります。
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５．中間連結財務諸表等
(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）

前連結会計年度の
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   2,651,797   3,048,916   2,871,892  

２　受取手形及び売掛
金

  956,954   791,559   1,006,022  

３　たな卸資産   1,560   0   1,587  

４　繰延税金資産   19,131   30,392   22,369  

５　その他   97,128   86,243   75,307  

貸倒引当金   △83,650   △47,537   △56,683  

流動資産合計   3,642,922 63.2  3,909,576 69.7  3,920,494 67.6

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物   53,395   53,182   49,386  

(2）工具器具及び備
品

  13,912   23,418   17,911  

(3）その他   11,953   1,466   11,545  

有形固定資産合計   79,261 1.4  78,067 1.4  78,843 1.4

２　無形固定資産           

(1）ソフトウェア   47,468   68,333   47,839  

(2）連結調整勘定   103,088   145,006   90,202  

(3）その他   14,019   28,434   42,303  

無形固定資産合計   164,576 2.9  241,776 4.3  180,315 3.1

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券   1,198,196   491,082   775,708  

(2）出資金   364,860   364,860   364,860  

(3）繰延税金資産   17,178   219,728   171,451  

(4）その他   293,678   313,114   314,177  

 　 貸倒引当金   －   △9,299   △9,524  

投資その他の資産
合計

  1,873,913 32.5  1,379,486 24.6  1,616,673 27.9

固定資産合計   2,117,752 36.8  1,699,330 30.3  1,875,832 32.4

資産合計   5,760,674 100.0  5,608,906 100.0  5,796,327 100.0
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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）

前連結会計年度の
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   840,657   649,817   953,458  

２　未払金   116,493   131,273   147,989  

３　未払法人税等   90,398   200,748   147,515  

４　賞与引当金   15,982   3,308   8,198  

５　その他   75,867   36,926   66,124  

流動負債合計   1,139,399 19.8  1,022,073 18.2  1,323,286 22.8

Ⅱ　固定負債           

１　長期未払金   560,353   559,346   561,391  

２　繰延税金負債   7,459   －   －  

３　その他   1,530   －   －  

固定負債合計   569,342 9.9  559,346 10.0  561,391 9.7

負債合計   1,708,742 29.7  1,581,420 28.2  1,884,678 32.5

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   25,726 0.4  － －  52,464 0.9

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,301,568 22.6  － －  1,301,568 22.5

Ⅱ　資本剰余金   2,393,336 41.6  － －  2,385,677 41.2

Ⅲ　利益剰余金   617,295 10.7  － －  646,303 11.1

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  19,379 0.3  － －  △180,487 △3.1

Ⅴ　自己株式   △305,374 △5.3  － －  △293,877 △5.1

資本合計   4,026,205 69.9  － －  3,859,184 66.6

負債、少数株主持分
及び資本合計

  5,760,674 100.0  － －  5,796,327 100.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   －   1,301,568   －  

２　資本剰余金   －   2,353,402   －  

３　利益剰余金   －   569,914   －  

４　自己株式   －   △250,766   －  

株主資本合計   － －  3,974,119 70.9  － －

Ⅱ　少数株主持分   － －  53,367 0.9  － －

純資産合計   － －  4,027,486 71.8  － －

負債純資産合計   － －  5,608,906 100.0  － －
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(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）

前連結会計年度の
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   3,731,835 100.0  3,486,044 100.0  7,441,205 100.0

Ⅱ　売上原価   2,682,353 71.9  2,506,146 71.9  5,400,549 72.6

売上総利益   1,049,481 28.1  979,897 28.1  2,040,656 27.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

          

１　ロイヤリティ  906   －   906   

２　役員報酬  57,264   55,527   110,406   

３　給与手当  388,622   438,177   829,345   

４　貸倒引当金繰入額  50   102   600   

５　賞与引当金繰入額  15,982   2,756   8,198   

６　減価償却費  14,858   16,901   29,034   

７　連結調整勘定償却
額

 14,181   12,886   27,067   

８　その他  363,704 855,569 22.9 361,222 887,573 25.5 700,752 1,706,310 22.9

営業利益   193,911 5.2  92,324 2.6  334,346 4.5

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  274   14,524   7,628   

２　受取配当金  2,415   480   4,680   

３　受取手数料  600   －   1,100   

４　受取賃借料  －   －   2,043   

５　営業補償金  48,300   －   48,300   

６　受取販売協力金  －   3,124   11,225   

７　保険解約益  －   －   485   

８　匿名組合投資利益  －   2,045   －   

９　その他  14,778 66,367 1.8 4,880 25,054 0.7 10,200 85,663 1.2

Ⅴ　営業外費用           

１　匿名組合投資損失  6,767   －   7,806   

２　金利スワップ解約
損

 2,844   －   －   

３　解約違約金  4,916   －   4,916   

４　その他  3,916 18,444 0.5 126 126 0.0 6,735 19,458 0.3

経常利益   241,835 6.5  117,252 3.3  400,550 5.4

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※１ 10,039   －   10,039   

２　投資有価証券売却
益

 56,925   419,129   63,750   

３　貸倒引当金戻入益  2,482   8,969   20,394   

４　営業譲渡益  － 69,447 1.9 6,185 434,284 12.5 － 94,184 1.2
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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
（％）

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ 1,783   1,090   1,783   

２　固定資産売却損 ※３ 24,738   －   25,534   

３　営業権一時償却損 ※４ 20,200   －   20,200   

４　投資有価証券売却
損

 －   2,666   －   

５　事業所撤退費用  －   1,993   －   

６　減損損失 ※５ －   9,799   －   

７　和解金  －   3,000   －   

８　過年度法人税延滞
税、加算税等 

 －   5,818   －   

９　投資有価証券評価
損

 401 47,124 1.3 513,172 537,541 15.4 81,132 128,650 1.7

税金等調整前中間
（当期）純利益

  264,158 7.1  13,995 0.4  366,085 4.9

法人税、住民税及
び事業税

 85,693   193,640   159,575   

過年度法人税、住
民税及び事業税

 －   2,826   －   

法人税等調整額  29,554 115,247 3.1 △178,295 18,171 0.5 1,853 161,428 2.2

少数株主利益   26,654 0.7  19,712 0.6  53,391 0.7

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△）

  122,256 3.3  △23,889 △0.7  151,265 2.0
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(3) 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）

前連結会計年度の
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   2,394,440  2,394,440

Ⅱ　資本剰余金減少高      

　　自己株式処分差損   1,103  8,762

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期末）残高   2,393,336  2,385,677

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   542,332  542,332

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間（当期）純利益  122,256  151,265  

２　連結子会社の減少に伴う剰余金
の増加

 5,989 128,246 5,989 157,254

Ⅲ　利益剰余金減少高      

　　配当金  53,283 53,283 53,283 53,283

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高   617,295  646,303
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(4) 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）                                    （千円）

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

平成17年12月31日　残高 1,301,568 2,385,677 646,303 △293,877 4,039,671

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － － －

剰余金の配当 － － △52,500 － △52,500

中間純損失 － － △23,889 － △23,889

自己株式の処分 － △32,274 － 43,111 10,837

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）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 － △32,274 △76,389 43,111 △65,552

平成18年６月30日　残高 1,301,568 2,353,402 569,914 △250,766 3,974,119

評価・換算差額等

少数株主持分 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 △180,487 △180,487 52,464 3,911,648

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 － － － －

剰余金の配当 － － － △52,500

中間純損失 － － － △23,889

自己株式の処分 － － － 10,837

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）
180,487 180,487 903 181,390

中間連結会計期間中の変動額合計 180,487 180,487 903 115,838

平成18年６月30日　残高 － － 53,367 4,027,486
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(5) 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
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
（当期）純利益

 264,158 13,995 366,085

２　減価償却費  16,721 16,901 30,897

３　減損損失  － 9,799 －

４　自己株式取得手数料  － － 245

５　連結調整勘定償却額  14,181 12,886 27,067

６　匿名投資組合損失  6,767 － 7,806

７　貸倒引当金の増加額
又は減少額

 △3,779 △9,371 △21,221

８　賞与引当金の増加額
又は減少額

 4,084 △4,890 △3,699

９　受取利息及び受取配
当金

 △2,689 △15,004 △12,308

10　投資有価証券評価損  401 513,172 81,132

11　投資有価証券売却益  △56,925 △419,129 △63,750

12　投資有価証券売却損  － 2,666 －

13　固定資産売却益  △10,039 － △10,039

14　固定資産売却損  24,738 － 25,534

15　固定資産除却損  1,783 1,090 1,783

16　営業権一時償却損  20,200 － 20,200

17　営業譲渡益  － △6,185 －

18　事業所撤退費  － 1,993 －

19　和解金  － 3,000 －

20　営業補償金  － 126 －

21　過年度法人税延滞税、
加算税等

 － 5,818 －

22　その他営業外収益  － △10,049 －

23　売上債権の減少額  101,456 212,014 52,387

24　たな卸資産の減少額  28 26 1

25　その他債権の増加額
又は減少額

 △15,957 8,709 △29,321

26　仕入債務の増加額又
は減少額

 △28,078 △304,888 84,722

27　その他債務の増加額
又は減少額

 11,702 △45,786 47,422

小計  348,753 △13,105 604,944
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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
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）

28　利息及び配当金の受
取額

 2,634 15,061 15,637

29　利息の支払額  － － －

30　法人税等の還付額  45,162 － 45,162

31　法人税等の支払額  △1,111 △144,978 △23,051

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 395,438 △143,022 642,693

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

 △59,667 △23,631 △66,004

２　有形固定資産の売却
による収入

 579,642 － 602,747

３　無形固定資産の取得
による支出

 △15,915 △18,639 △61,937

４　無形固定資産の売却
による収入

 18,000 － 18,000

５　投資有価証券の売
却・償還による収入

 680,320 490,400 691,765

６　出資金の回収による
収入

 2,000 － 2,000

７　連結子会社の追加株
式取得による支出

 － △86,500 －

８　連結の範囲の変更を
伴う子会社合併によ
る減少額

 △57,265 － △57,265

９　営業譲受けに伴う支
出

 △20,200 － △20,200

10　貸付けによる支出  △2,000 △3,001,750 △1,503,550

11　貸付金の回収による
収入

 3,503 3,001,725 1,503,396

12　その他投資等の増加
による支出

 △56,464 △6,377 △86,900

13　その他投資等の減少
による収入

 34,644 4,785 54,138

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,106,598 360,012 1,076,191
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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
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　自己株式の売却によ
る収入

 3,473 10,836 7,310

２　自己株式の取得によ
る支出

 △280,500 － △280,745

３　配当金の支払額  △51,160 △50,801 △51,505

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △328,187 △39,964 △324,939

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額又は減少額

 1,173,850 177,024 1,393,945

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,477,947 2,871,892 1,477,947

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 2,651,797 3,048,916 2,871,892
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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 子会社は、すべて連結しております。子会社は、すべて連結しております。子会社は、すべて連結しております。

 連結子会社の数　　　１社

会社の名称

ＧＭＯサンプランニング株式会社

　株式会社イースマイについては、

平成17年４月１日付で株式会社ネ

クストに吸収合併されたため関係

会社に該当しなくなりました。

連結子会社の数　　　１社

会社の名称

ＧＭＯサンプランニング株式会社

　

連結子会社の数　　　１社

会社の名称

ＧＭＯサンプランニング株式会

社 

　株式会社イースマイについては、

平成17年４月１日付で株式会社ネ

クストに吸収合併されたため関係

会社に該当しなくなりました。

　株式会社サンプランニングにつ

いては、平成17年１月１日付でＧ

ＭＯサンプランニング株式会社に

社名変更しております。 

 

２　持分法の適用に関する事

項

　関連会社及び非連結子会社がない

ため持分法の適用はございません。

同左 同左

３　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　すべての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 　すべての連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致しており

ます。

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

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。

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

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

貯蔵品

　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

貯蔵品

同左

②たな卸資産

貯蔵品

同左

 (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、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　　　３～18年

工具器具及び備品５～20年

(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

         同左

 

      

 

(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、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　　　３～18年

工具器具及び備品５～20年

車両運搬具　　　　　６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
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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。

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左　

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

 同左

 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

 (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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

 (5）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

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。

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(5）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

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

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金及び要求払預金の

ほか取得日より３ケ月以内に満期日

が到来する定期性預金、取得日より

３ケ月以内に満期日が到来する流動

性の高く、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少のリ

スクしか負わない短期的な投資であ

ります。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金及び要求払預金のほか

取得日より３ケ月以内に満期日が到

来する定期性預金、取得日より３ケ

月以内に満期日が到来する流動性の

高く、容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少のリスクし

か負わない短期的な投資であります。
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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

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）

（営業収益の会計処理）　

  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、当中間連結会計期間より売

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、従来と同一の方法

によった場合に比べ、売上高及び売上

総利益が447,899千円減少いたしまし

たが、営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益に与える影響はあり

ません。

─────

 

 

 

 

 

　

 

（営業収益の会計処理）　

  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、当連結会計年度より売上高

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、従来と同一の方法

によった場合に比べ、売上高及び売上

総利益が884,328千円減少いたしまし

たが、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える影響はあり

ません。

 ───── （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。 

  これにより減損損失9,799千円を特

別損失に計上したため、税金等調整前

中間純利益は同額減少しておりま

す。  

 ─────

───── 

 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

  当社及び連結子会社は、役員賞与に

ついて、従来は利益処分により未処分

利益の減少として会計処理しておりま

したが、当中間連結会計期間より「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。

───── 
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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）

───── 

 

 

（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。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は3,974,119千円であり

ます。

　中間連結財務諸表規則の改正による

中間連結貸借対照表に関する変更は以

下のとおりであります。

１．　前中間連結会計期間における

「資本の部」は、当中間連結会計

期間から「純資産の部」となり、

「純資産の部」は「株主資本」及

び「評価・換算差額等」に分類し

て表示しております。

２．　前中間連結会計期間において独

立掲記しておりました「資本

金」、「資本剰余金」及び「利益

剰余金」は当中間連結会計期間に

おいては「株主資本」の内訳科目

として表示しております。

３．　前中間連結会計期間において

「利益剰余金」の次に表示してお

りました「その他有価証券評価差

額金」は当中間連結会計期間から

「評価・換算差額等」の内訳科目

として表示しております。

───── 

 

－ 23 －



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）

───── 

 

 

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正） 

　当中間連結会計期間より 、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　最終改正平成17年12月27日　企

業会計基準第１号）及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会

　最終改正平成17年12月27日　企業会

計基準適用指針第２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。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

による中間連結貸借対照表の表示に関

する変更は以下のとおりでありま

す。 

　前中間連結会計期間において資本金

に対する控除項目として「資本の部」

の末尾に表示しておりました「自己株

式」は、当中間連結会計期間から「株

主資本」に対する控除項目として「株

主資本」の末尾に表示しておりま

す。 

───── 

 

追加情報

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）

　「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日以後に開始する連結会計年度より

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」（企業会計基準委員会　平成

16年２月13日　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、税金等調整前中間純利益が、5,406

千円減少しております。

─────　

　

　「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日以後に開始する連結会計年度より

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」（企業会計基準委員会　平成16年

２月13日　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

10,581千円増加し、営業利益、経常利

益、税金等調整前当期純利益が、

10,581千円減少しております。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

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
23,159千円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
34,298千円

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
29,438千円

（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。

※１ 　　　　　　─────　 ※１　固定資産売却益の内容は、次のとおり

であります。

土地 8,205千円

ソフトウェア 1,834千円

合計 10,039千円

  

  

  

土地 8,205千円

ソフトウェア 1,834千円

合計 10,039千円

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

※２　固定資産除却損の内容は、次のとおり

であります。

建物 1,783千円 商標権 185千円

ソフトウェア 905千円

合計 1,090千円

建物 1,783千円

※３　固定資産売却損の内容は、次のとおり

であります。

※３ 　　　　　　───── ※３　固定資産売却損の内容は、次のとおり

であります。

建物 21,638千円

土地 3,099千円

合計 24,738千円

  

  

  

建物 22,434千円

土地 3,099千円

合計 25,534千円

※４　営業権一時償却損は、営業権の資産性

を評価し、一時に償却したものであり

ます。

※４ 　　　　　　───── ※４　営業権一時償却損は、営業権の資産性

を評価し、一時に償却したものであり

ます。

※５ 　　　　　　───── ※５　減損損失

      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しました。

      (1)減損損失を認識した資産 

用途 種類 場所 

遊休資産 土地 長野県小諸 

      (2)資産のグルーピングの方法

      事業用資産については事業部ごとに、

遊休資産については各物件ごとにグルー

ピングを行っております。

      (3)減損損失を認識するに至った経緯 

      遊休資産のうち、市場価額が帳簿価額

に対して著しく下落した資産について

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認識した

ものであります

      (4)減損損失の金額及び主な固定資産ご

との当該金額の内訳 

土地 9,799千円

      (5)回収可能価額の算定方法

      回収可能価額は正味売却価額により測

定しております。

※５ 　　　　　　─────
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  （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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
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     

   普通株式 89,545 － － 89,545

   合計 89,545 － － 89,545

 自己株式     

   普通株式 (注） 2,045 － 300 1,745

   合計 2,045 － 300 1,745

  （注）　普通株式の自己株式数の減少300株は、ストックオプションの権利行使により自己株式を充当したことによるも

のであります。

２．新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳

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

（親会社）

平成15年新株予約権

（注）１、４
普通株式 200 － 200 － －

平成17年新株予約権

（注）２、４、５
普通株式 1,984 － 498 1,486 －

平成18年新株予約権

（注）３、４
普通株式 － 259 21 238 －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － 2,184 259 719 1,724 －

 　（注）１．平成15年新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるものであります。

 　　　　２．平成17年新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の償却及び消滅によるものであります。

 　　　　３．平成18年新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。

 　　　　４．会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。

 　　　　５．権利行使可能な新株予約権であります。

   ３．配当に関する事項 　

　　　 配当金の支払額

決議 株式の種類
 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３月24日 

 定時株主総会
普通株式 52,500 600 平成17年12月31日 平成18年３月27日 

  

（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

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

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

現金及び預金勘定 2,651,797千円

現金及び現金同等物 2,651,797千円

現金及び預金勘定 3,048,916千円

現金及び現金同等物 3,048,916千円

現金及び預金勘定 2,871,892千円

現金及び現金同等物 2,871,892千円
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①　リース取引

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　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

累計額相当額及び期末残高相当額

  

工具器具

及び備品

（千円）

 

ソフト

ウェア

（千円）

 
合計

（千円）

取得価額相

当額
 94,803 5,564 100,368

減価償却累

計額相当額
 62,215 3,754 65,969

中間期末残

高相当額
 32,588 1,810 34,398

  

工具器具

及び備品

（千円）

 

ソフト

ウェア

（千円）

 
合計

（千円）

取得価額相

当額
 54,524 3,859 58,384

減価償却累

計額相当額
 20,899 3,216 24,115

中間期末残

高相当額
 33,624 643 34,268

  

工具器具

及び備品

（千円）

 

ソフト

ウェア

（千円）

 
合計

（千円）

取得価額相

当額
 88,647 3,859 92,507

減価償却累

計額相当額
 47,957 2,830 50,787

期末残高相

当額
 40,690 1,029 41,720

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 14,953千円

１年超 20,079千円

合計 35,032千円

１年内 11,723千円

１年超 23,041千円

合計 34,765千円

１年内 13,570千円

１年超 28,832千円

合計 42,402千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

③支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

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 11,204千円

減価償却費相当額 10,550千円

支払利息相当額 449千円

支払リース料 7,438千円

減価償却費相当額 7,087千円

支払利息相当額 366千円

支払リース料 21,883千円

減価償却費相当額 20,231千円

支払利息相当額 916千円

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。

・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　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

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

１年内 2,492千円

１年超 4,984千円

合計 7,477千円

１年内 2,492千円

１年超 6,231千円

合計 8,723千円

 （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。
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②　有価証券

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

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 869,306 906,223 36,917

計 869,306 906,223 36,917

　（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行い、

投資有価証券評価損401千円を計上しております。

２　時価評価されてない主な有価証券の内容

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 291,973

計 291,973

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

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 351,870 351,870 －

計 351,870 351,870 －

　（注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行い、

投資有価証券評価損513,172千円を計上しております。

２　時価評価されてない主な有価証券の内容

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 139,212

計 139,212

前連結会計年度（平成17年12月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

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 865,042 565,225 △299,816

計 865,042 565,225 △299,816
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２　時価評価されてない主な有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 210,483

計 210,483

③　デリバティブ取引

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）

　中間期末残高がないため、該当事項はありません。

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）

　中間期末残高がないため、該当事項はありません。

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）

　期末残高がないため、該当事項はありません。

④　ストック・オプション等関係

　　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.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。 　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　会社名 提出会社

　決議年月日  平成17年３月24日

　付与対象者の区分及び人数 
 

　当社従業員　　　　26名 
 　　　　　　　

ストック・オプションの付与数 　普通株式　　　　259株 

付与日 平成 18年３月７日

権利確定条件

権利行使時において、当社の取締役、

監査役又は従業員であることを要す

るものとします。　　　

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成19年４月１日から平成24年３月

31日までとする。 

権利行使価格（円）  136,000

公正な評価単価（円） 　― 

 （注）旧商法第280条ノ20及び281条ノ21の規定に基づく新株予約権であります。

　

　　２.中間連結財務諸表への影響

　　　 ストック・オプション制度による株式報酬費用　　　－千円　
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⑤　セグメント情報

ａ．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）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「インターネット広告事業」の割合が、いずれも

90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額に占める「インターネット関連広告事

業」の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額に占める「インターネット関連広告事

業」の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．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において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当

事項はありません。

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）

　当中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当

事項はありません。

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）

　当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項

はありません。

ｃ．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において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

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）

　当中間連結会計期間において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

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）

　当連結会計年度において、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 46,055円89銭 45,263円32銭 44,104円96銭

１株当たり中間（当期）純利

益又は中間純損失（△）
1,377円08銭 △272円66銭 1,716円57銭

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益

1,370円70銭 潜在株式は存在するものの、１株当

たり中間純損失であるため記載して

おりません。

1,707円48銭

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

定上の基礎は、下記のとおりであります。

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)

１株当たり中間（当期）純利益又は中間

純損失（△）
   

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円）
122,256 △23,889 151,265

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）純利益又

は中間純損失（△）（千円）
122,256 △23,889 151,265

普通株式の期中平均株式数（株） 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
89,545

期中平均自己

株式数
△1,928

期中平均株式

数
87,617

期中平均発行

済株式数
89,545

期中平均自己

株式数
△1,424

期中平均株式

数
88,121

    

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） 413 139 469

（うち自己株式取得方式によるス

トックオプション）
(129) （21） （113）

（うち新株予約権） (284) （118） （356）

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

──────      ────── ──────
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（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) 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18年２月24日開催の取締

役会において、平成17年３月24日開催

の第６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18年２

月24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３月７日

②新株予約権の発行数

275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275株

⑤新株予約権の行使に際しての払込金

額

１株当たり136,000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＝

調整前1株当た

り払込金額
 ×

１

分割又は併合

の比率

⑥新株予約権の行使期間

平成19年４月1日から平成24年３月31

日まで

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、当社の取締役、監

査役又は従業員であることを要す

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６期定時

株主総会及び平成18年２月24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。
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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）

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68,000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。 
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（参考）最近における四半期毎の業績の推移

平成17年12月期（連結）

第１四半期 第２四半期 第３四半期  第４四半期

17年１月～17年３月 17年４月～17年６月 17年７月～17年９月  17年10月～17年12月

千円 千円  千円  千円

売上高 2,055,977 1,675,857 1,657,576 2,051,793

売上総利益 591,951 457,530 447,036 544,138

営業利益 172,259 21,652 20,693 119,740

経常利益 213,737 28,098 25,215 133,500

税金等調整前当期純利益 213,737 50,421 27,878 74,048

当期純利益 92,123 30,133 7,113 21,894

円　銭 円　銭  円　銭  円　銭

１株当たり当期純利益 1,037　34 339　74 87　54  251　95

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  1,032　76  337　94  85　97  250　81

千円 千円  千円  千円

総資産 6,489,158 5,760,674 5,690,896 5,796,327

株主資本 4,379,049 4,026,205 3,922,412 3,859,184

円　銭 円　銭  円　銭  円　銭

１株当たり株主資本  49,255　38  46,055　89  44,827　57  44,104　96

千円 千円  千円  千円

営業活動によるキャッシュ・フロー 392,429 3,009 31,045 216,209

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,270 1,138,869 5,268 △35,676

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,098 △288,088 3,629 △382

現金及び現金同等物期末残高 1,798,006 2,651,797 2,691,741 2,871,892

平成17年12月期（個別）

第１四半期 第２四半期  第３四半期  第４四半期

17年１月～17年３月 17年４月～17年６月  17年７月～17年９月  17年10月～17年12月

千円 千円  千円  千円

売上高 831,561 732,216 742,065 881,924

売上総利益 215,439 182,479 179,604 226,544

営業利益 57,374 372 188 40,167

経常利益 61,156 7,109 3,127 51,812

税引前当期純利益又は税引前当期純損

失（△）
61,156 44,856 3,127 △28,916

当期純利益又は当期純損失（△） 35,120 27,400 1,248 △16,305

円　銭 円　銭  円　銭  円　銭

１株当たり当期純利益又は１株当たり

当期純損失（△）
395　47  308　76  17　72  △187　31

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  393　72   307　25   17　06  ―

千円 千円 千円  千円

総資産 4,780,908 4,306,609 4,173,361 4,232,130

株主資本 4,264,975 3,903,308 3,793,650 3,695,963

円　銭 円　銭  円　銭  円　銭

１株当たり株主資本 47,972　27  44,650　06  43,356　00  42,239　58
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平成18年12月期（連結）

第１四半期 第２四半期   

18年１月～18年３月 18年４月～18年６月   

千円 千円   

売上高 1,969,965 1,516,078   

売上総利益 526,404 453,492   

営業利益 79,752 12,571   

経常利益 87,535 29,717   

税金等調整前当期純利益又は税金等調

整前当期純損失（△）
82,849 △68,854   

当期純利益又は当期純損失（△） 20,952 △44,841   

円　銭 円　銭   

１株当たり当期純利益又は１株当たり

当期純損失（△）
239　35 △512　01   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 238　81 ―   

千円 千円   

総資産 5,710,613 5,608,532   

株主資本 3,770,201 3,974,119   

円　銭 円　銭   

１株当たり株主資本 43,038　83 45,263　32   

千円 千円   

営業活動によるキャッシュ・フロー △239,959 96,936   

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,945 387,957   

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,022 △1,942   

現金及び現金同等物期末残高 2,565,965 3,048,916   

平成18年12月期（個別）

第１四半期 第２四半期   

18年１月～18年３月 18年４月～18年６月   

千円 千円   

売上高 873,631 809,608   

売上総利益 196,194 174,017   

営業利益 2,422 2,559   

経常利益 7,294 19,977   

税引前当期純利益又は税引前当期純損

失（△）
7,294 △79,783   

当期純利益又は当期純損失（△） △2,900 △45,459   

円　銭 円　銭   

１株当たり当期純利益又は１株当たり

当期純損失（△）
△33　13 △518　81   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ― ―   

千円 千円   

総資産 4,082,182 4,348,003   

株主資本 3,583,127 3,783,761   

円　銭 円　銭   

１株当たり株主資本 40,903　28 43,095　23   
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