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平成 18年３月期  第３四半期業績の概況（個別）      平成 18 年 1月 27日 

上場会社名    ダブルクリック株式会社 上場取引所 大阪証券取引所 ヘラクレス市場 

ＵＲＬ           http://www.doubleclick.ne.jp/ コード番号 ４８４１ 

代 表 者 名  代表取締役社長 中山 善光 本店所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目 25番地 18号 

問合せ先責任者  管 理 本 部 長 西牧 久之朗 ＴＥＬ     ０３（６４１８）３８００ 

 
 
１ 四半期業績の概況の作成等に係る事項 
(1) 
 

会計処理の方法の直近会計年度における    
認識の方法との相違の有無 

： 無 

(2) 公認会計士又は監査法人による関与の状況 ： 無 
 
 
２ 平成 18 年３月期第３四半期の業績概況（平成 17年４月１日 ～ 平成 17年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況                               （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
当期(四半期)       
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

平成 18 年３月期第３四半期 853 (38.0) 61  ( － ) 82  ( － ) 1  ( － ) 

平成 17 年３月期第３四半期 618 (△62.2) △80  ( － ) △70  ( － ) △146  ( － ) 
(参考)平成 17 年３月期 895 (△54.5) △75  ( － ) 17  ( － ) △102  ( － ) 

 
 

 １株当たり当期純利益 潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり当期純利益 

 円    銭 円    銭 

平成 18 年３月期第３四半期 9   67   9    62   

平成 17 年３月期第３四半期 △724   14      －  －   

(参考)平成 17 年３月期 △504   56       －  －   

 (注)１．売上高，営業利益等におけるパーセント表示は，対前年同四半期比又は対前期比増減率を示してお
ります。 

   ２．前第３四半期会計期間においては、四半期純損失を計上していますので、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益は記載しておりません。 

 
［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

① 市場環境 

当第３四半期（４月～12月）におけるわが国経済は、原油価格の高騰などの懸念材料が見られるものの、

企業収益の回復を背景とした設備投資の増加や個人消費の回復に支えられ、景気は緩やかな回復基調を示

しました。 

そのような中、当社の事業ドメインであるインターネットマーケティング市場は、引き続き高成長を維

持しております。広告に限ってみても、株式会社電通の調べによりますと平成 16年のわが国の総広告費は、

４年ぶりに増加し５兆 8,571 億円（前期比 103％）となり、その中でも特にインターネット広告費は、ブ

ロードバンドの普及も追い風となって 1,814 億円（前期比 153.3％）と、大幅な伸びを示しました。これ

により、総広告費にしめるインターネット広告の割合は、3.1％を超えるまでになりました。 

また、モバイル広告の市場規模は 180億円（前年比 180％）に達し、インターネット広告費のうち、10％

を占めるにいたりました。社団法人電気通信事業者協会の調べによりますと、2005 年 12月末時点の携帯電

話の加入者数は 9,000 万台を超える中で、第三世代携帯の普及がいよいよ本格化し、携帯電話が様々な分

野で可能性を持つ端末へと大きく変化し始めました。また、携帯事業者の新規参入、ナンバーポータビリ

ティ導入を控え、移動体通信各社の競争が一層激化する状況にあります。 

 

② 事業活動 

このような市場環境の中、当社は引き続き、昨年度投入しました新製品の立ち上げに注力しております。

その結果、10 月に株式会社インテリジェンス、株式会社 USEN のピタ事業へのウェブサイト分析システム

「SiteCatalyst」（サイトカタリスト）の導入が相次いで決定したほか、モバイルマーケティングシステ

ム「MobileMK」（モバイル・エム・ケー)につきましては、導入顧客数のさらなる拡大を図るため、積極的

にキャンペーンを実施し、順調に顧客数を伸ばしております。 
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一方、すでに当社が展開している広告配信管理分野につきましては、企業収益の回復を受けて、全般的

に企業の出稿意欲が高まり、順調な伸びを示しました。新規顧客獲得も好調で、11月にはオートバイテル・

ジャパン株式会社、株式会社イマージュ・ネット、12月には株式会社 VIBE、株式会社デジタルガレージに

広告配信サービス「DART for Publishers」（ダート・フォー・パブリッシャーズ）の提供を開始しました。

また、広告配信ソフトウェア「DART Enterprise」（ダート・エンタープライズ）の最新版となるバージョ

ン 6.0を発表いたしました。 

 

③ 経営成績の進捗状況 

事業別売上高は下記の通りであります。 
                     （百万円未満切捨） 

平成 18 年３月期 

第 3 四半期 

（９ヶ月累計） 

対前年同 

期増減率 

平成 17 年３月期 

第 3 四半期 

（９ヶ月累計） 

（参 考） 

前期（通期） 

 

金    額 構成比  金    額 構成比 金    額 構成比 

 百万円 ％  百万円 ％ 百万円 ％ 

 ソ フ ト ウ エア  

ラ イ セ ン ス  137 16.1 127.0 60 9.8 120 13.5 
 ASP 利 用  385 45.2 32.3 291 47.1 382 42.7 
 サービス・その他 330 38.7 23.8 266 43.1 392 43.8 

合  計 853 100.0 38.0 618 100.0 895 100.0 
  

当第３四半期（４～10月）の売上高は、８億 53百万円と２億 34百万円の増加（38.0％増）と大幅増と

なりました。その内訳として、ソフトウェアライセンス売上は、新規案件の獲得により１億 37 百万円と前

年同期比で 77百万円の増加（127.0％増）、ASP 利用の売上は広告配信利用の増加及び新製品の立ち上げ好

調により３億 85 百万円と前年同期比で 94 百万円の増加（32.3％増）となりました。また、サービス・そ

の他売上は広告配信システムの新規顧客増加及び新製品の立ち上げ好調により 3億 30百万円と前年同期比

での 63百万円の増加（23.8％増）となりました。 

 
(2) 財政状態の変動状況                             （百万円未満切捨） 

 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 

平成 18 年３月期第 3 四半期末 3,153     2,960     93.9 14,572    21 

平成 17 年３月期第 3 四半期末 3,126     2,917     93.3 14,418    13  

(参考)平成 17 年 3 月期末 3,156     2,922     92.6 14,440    74  

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当四半期末の流動資産は、30億４百万円と前期末比で 50 百万円の減少（1.7％減）となりました。 

当四半期末の固定資産は、１億 48 百万円と前期末比で 47 百万円の増加（46.8％増）となりました。こ

れは主に子会社の統合による資産の増加であります。 

当四半期末の流動負債は、１億 85百万円と前期末比で 41百万円の減少（18.2％減）となりました。 

当四半期末の固定負債は、８百万円と前期末比とほぼ同水準（2.9％減）となりました。 

当四半期末の資本の部は、29億 60百万円と前期末比で 38 百万円の増加（1.3％増）となりました。 

当四半期末の総資産は、31 億 53百万円と前期末比で２百万円の減少（0.1％減）となりました。 

 
３ 平成 18 年３月期の業績予想（平成 17 年４月１日 ～ 平成 18年３月 31日） 
［業績予想に関する定性的情報等］ 

  当社は業績予想の公表を行っていないため、記載を省略しております。 
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四半期財務諸表等 

① 四半期貸借対照表 

  
前四半期会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17年３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  2,623,860   2,775,898   2,695,709   

２．受取手形  5,313   -   3,034   

３．売掛金  129,778   221,071   177,375   

４．その他  29,988   12,481   183,324   

貸倒引当金  △3,881   △4,595   △4,213   

流動資産合計   2,785,058 89.1  3,004,856 95.3  3,055,230 96.8 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１．建物  1,713   947   1,454   

２．器具備品  25,894   12,105   20,744   

有形固定資産合計   27,607 0.9  13,053 0.4  22,198 0.7 

(2）無形固定資産           

１．ソフトウエア  29,723   20,005   28,355   

２．ｿﾌﾄｳｪｱ仮勘定  157,070   -   -   

３．その他  800   800   800   

無形固定資産合計   187,595 6.0  20,806 0.7  29,156 0.9 

(3）投資その他の資産 ※２ 129,929   118,266   53,362   

  貸倒引当金  △3,304   △3,304   △3,304   

投資その他の資産合計   126,624 4.0  114,961 3.6  50,058 1.6 

固定資産合計   341,826 10.9  148,821 4.7  101,413 3.2 

資産合計   3,126,885 100.0  3,153,677 100.0  3,156,643 100.0 

           

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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前四半期会計期間末 
(平成16年12月31日) 

当四半期会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成17年３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  72,986   87,684   99,229   

２．未払金  24,377   23,527   45,153   

３．未払費用  3,487   4,513   1,615   

４．未払法人税等  8,010   3,984   11,807   

５. 前受収益  57,868   50,617   47,527   

６．賞与引当金  -   -   18,581   

７．その他 ※３ 5,728   14,748   2,273   

流動負債合計   172,458 5.5  185,076 5.9  226,190 7.2 

Ⅱ 固定負債           

１．繰延税金負債  27,118   -   -   

２．退職給付引当金  9,757   8,081   8,325   

固定負債合計   36,876 1.2  8,081 0.2  8,325 0.2 

負債合計   209,334 6.7  193,157 6.1  234,515 7.4 

（資本の部）     
   

  
 

Ⅰ 資本金   1,833,162 58.6  1,863,378 59.1  1,833,162 58.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  487,920   494,136   487,920   

２．その他資本剰余金           

  資本準備金減少差益  2,550,000   2,550,000   2,550,000   

資本剰余金合計   3,037,920 97.2  3,044,136 96.5  3,037,920 96.2 

Ⅲ 利益剰余金           

１．四半期（当期）未処理損失  1,993,372   1,946,994   1,948,953   

利益剰余金合計   △1,993,372 △63.8  △1,946,994 △61.7  △1,948,953 △61.7 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   39,841 1.3  - -  - - 

資本合計   2,917,550 93.3  2,960,520 93.9  2,922,129 92.6 

負債資本合計   3,126,885 100.0  3,153,677 100.0  3,156,643 100.0 

           

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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② 四半期損益計算書 

  
前四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３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 
（％） 

Ⅰ 売上高  618,342 100.0 853,034 100.0 895,686 100.0 

Ⅱ 売上原価  440,868 71.3 524,491 61.5 625,604 69.8 

売上総利益  177,473 28.7 328,542 38.5 270,082 30.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  258,017 41.7 267,287 31.3 345,091 38.5 

営業利益または営業損失(△)  △80,544 △13.0 61,254 7.2 △75,009 △8.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１ 12,653 2.0 21,505 2.5 93,378 10.4 

Ⅴ 営業外費用 ※２ 2,586 0.4 - - 537 0.1 

経常利益または経常損失(△)  △70,477 △11.4 82,760 9.7 17,830 2.0 

Ⅵ 特別利益 ※３ 264 0.0 - - - - 

Ⅶ 特別損失 ※４ 75,658 12.2 80,102 9.4 118,799 13.3 

税引前四半期(当期)純利益 
または純損失(△) 

 △145,872 △23.6 2,658 0.3 △100,968 △11.3 

法人税、住民税及び事業税  633 0.1 698 0.1 1,119 0.1 

四半期（当期）純利益 
または純損失(△) 

 △146,505 △23.7 1,959 0.2 △102,087 △11.4 

前期繰越損失  1,846,866  1,948,953  1,846,866  

四半期(当期)未処理損失  1,993,372  1,946,994  1,948,953  

        

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及び 

 評価方法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

・・・四半期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） 

 時価のないもの 

 ・・・移動平均法による原価法 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

───── 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

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） 

時価のないもの 

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。 

     なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  建物・・・・・３年から15年 

  器具備品・・・３年から15年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

定率法。 

     なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

  建物・・・・・15年 

  器具備品・・・３年から15年 

 (2) 無形固定資産 

市場販売目的のパッケージソフ

トウェア制作費については、見込

販売額に基づく償却額と見込販売

可能期間(３年)に基づく定額償却

額のいずれか大きい額により償却

しております。 

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）に基づく定額法。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

─────── 

(3) 長期前払費用 

均等償却 

(3) 長期前払費用 

─────── 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権等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。 

(2) 賞与引当金 

───────── 

 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当四半期会計期間末における退職

給付債務を計上しております。な

お、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2)  

───────── 

 

 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に充てるた

め、賞与支給見込額の当期負担額

を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務を計上しております。な

お、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。 
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項目 

前四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

    至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

４．外貨建資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

 

＿＿＿＿＿＿ 

 

 

＿＿＿＿＿＿ 

外貨建金銭債権債務は、期末決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。 

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．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：外貨建預金の保有 

ヘッジ手段：外貨建予定取引 

(3)ヘッジ方針 

当社内規に基づき、為替相場変動

リスクをヘッジしております。 

(4)ヘッジの有効性評価の方法 

当社が行っているヘッジ取引は、当

社のリスク管理方針に従っており、

為替相場の変動によるヘッジ手段

とヘッジ対象との相関関係が完全

に確保されることを確認しており

ます。 

 

＿＿＿＿＿＿ 

 

＿＿＿＿＿＿ 

７．その他四半期財務諸表

（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 

同左 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

                 52,920千円                  42,331千円 45,006千円 

※２．貸付有価証券 

投資その他の資産の中には、貸付有価証

券76,480千円が含まれております。 

※２．貸付有価証券 

──────── 

※２．貸付有価証券 

──────── 

※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

うえ、金銭的重要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含めて表示しております。 

※３．消費税等の取扱い 

同左 

 

※３．消費税等の取扱い 

 

─────── 

 

（四半期損益計算書関係） 

項目 
前四半期会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの    

    受取利息 9,117千円 17,807千円 15,042千円 

    雑収入 3,467千円 545千円 3,579千円 

    為替差益 - 3,031千円 3,888千円 

    仕入割引 - 121千円 - 

    投資有価証券売却益 - - 70,800千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの    

    雑損失 - - 537千円 

    為替差損 2,586千円 - - 

※３．特別利益のうち主要なもの    

    貸倒引当金戻入 264千円 - - 

※４．特別損失のうち主要なもの    

    構造改善費用 6,123千円 - 46,908千円 

    固定資産除却損 69,154千円 4,222千円 2,355千円 

    固定資産売却損 59千円 - 59千円 

無固定資産売却損 - - 69,154千円 

    子会社整理損 - 75,880千円  

    投資有価証券評価損 321千円 - 321千円 

５．減価償却実施額    

有形固定資産 9,139千円 4,922千円 12,192千円 

無形固定資産 11,979千円 8,350千円 14,654千円 
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（重要な後発事象） 

前四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日） 

当四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

 

 

 

 

 

────────── 

 

 

 

 

 

────────── 

１． 当社は、平成17年５月12日開催

の取締役会において、商法第280

条ノ20並びに商法第280条ノ21の

規定に基づき、当社取締役及び従

業員に対し、新株予約権（ストッ

クオプション）を付与する事を決

議し、平成17年６月28日開催の当

社第８回定時株主総会において承

認可決されました。その概要は以

下のとおりであります。 

（１）新株予約権の目的となる株式の

種類及び数 

普通株式1,170株を上限とする。 

（２）新株予約権の数 

1,170個を上限とする。 

（新株予約権１個につき普通株式

１株） 

（３）新株予約権の発行価額 

無償で発行するものとする。 

（４）行使に際して払込みをすべき 

金額 

新株予約権１個あたりの払込金

額は、次により決定される１株あ

たりの払込金額に（２）に定める

新株予約権１個の株式数を乗じた

金額とする。 

１株当たりの払込金額は、新株

予約権を発行する日の属する月の

前月の各日（取引が成立していな

い日を除く）における大阪証券取

引所における当社株式の普通取引

の終値の平均値（１円未満の端数

は切上げ）とする。 

ただし、当該金額が新株予約権

発行日前日の終値（取引が成立し

ない場合はその前日の終値）を下

回るときは、当該終値とする。 

（５）新株予約権を行使することがで

きる期間 

 平成19年９月２日から平成23年 

９月30日まで 

 

 
 


