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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

 ① 四半期連結財務諸表の作成基準           ： 中間連結財務諸表作成基準 

 ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無       ： 有 

連結（新規） ４社、（除外）０社   持分法（新規）１社、（除外）０社 

 ④ 会計監査人の関与                 ： 有 

四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見

表明のための手続きを受けております。 
 
２．平成 18 年 3月期第 3四半期財務・業績の概況（平成 17 年 4 月 1日～平成 17 年 12 月 31 日） 

(1) 連結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 四半期(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年 3 月期第 3四半期 28,448 71.4 1,084 81.9 1,199 101.2 884 160.9

17 年 3 月期第 3四半期 16,600 60.5 596 103.8 595 112.8 339 139.5

（参考）17 年 3月期 24,165 60.2 927 82.7 942 86.7 549 99.7
 

 
1 株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
1 株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

18 年 3 月期第 3四半期 1,728 52 1,682 47

17 年 3 月期第 3四半期 1,332 48 1,304 68

（参考）17 年 3月期 2,158 34 2,113 24

（注）①売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 

   ②平成 17 年 7 月 20 日付で、株式分割（1:2）を行っております。 

(2) 連結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

18 年 3 月期第 3四半期 13,491 6,225 46.1 12,141 34

17 年 3 月期第 3四半期 9,397 5,045 53.7 19,812 21

（参考）17 年 3月期 10,817 5,295 49.0 20,737 08

(3) 連結キャッシュ・フローの状況                      （百万円未満切捨） 

 
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 3 月期第 3四半期 628 △1,662 305 3,634

17 年 3 月期第 3四半期 △354 △343 30 3,343

（参考）17 年 3月期 820 △572 70 4,329

 

３．平成 18 年 3月期の連結業績予想（平成 17 年 4 月 1日～平成 18 年 3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 34,400 1,760 1,097

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 2,139 円 60 銭 

（注）上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの 
であり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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１．業績の概況(平成17年４月1日～平成17年12月31日) 

（1）第３四半期の業績の概況 

市場環境 
当第３四半期会計期間（平成 17 年 4 月 1 日から平成 17 年 12 月 31 日まで）における経済環境は、

企業収益が改善に向かうなか個人消費も上向き、株式市場が記録的な売買高を伴い堅調に推移し、年

末には日経平均株価がおおよそ５年ぶりに１万 6,000 円を超えるなど、緩やかな回復軌道で推移致し

ました。 

 一方、広告市場においては、媒体・広告会社毎にバラツキはあるものの、全体として前年程度の水

準を維持していると見ております。 

 こうした中、当企業集団が大きく依存するインターネット広告市場は、大手広告主を中心により広

い広告到達度を求めて広告キャンペーンの中でのインターネット広告利用度を高めつつあるほか、

様々なマーケティングサービスの登場により、費用対効果を重視する中小広告主の利用度も高まって

いると実感しております。加えて、動画コンテンツサイトが数多く登場したことに象徴されるように、

視聴者に対するエンターテインメント・メディアとして進化を遂げつつあるなど、広告メディアとし

ての注目度は高まっていることから、さらに市場成長を加速させているものとみております。 
 

営業の概況 

媒体種別の売上高内訳                     （単位：百万円未満切捨、％） 

17 年３月期第３四半期
（前年同四半期） 

18 年３月期第３四半期 
（当四半期） 

前期（通期） 
媒体区分 

金    額 構成比 金    額 構成比

対前年 
増減率 

金   額 構成比

ウ ェ ブ 広 告 13,055 78.7 22,713 79.8 74.0 18,787 77.7

メ ー ル 広 告 1,158 7.0 1,644 5.8 41.9 1,732 7.2

モバイル広告 554 3.3 935 3.3 68.7 833 3.5

そ の 他 1,832 11.0 3,156 11.1 72.2 2,812 11.6

合  計 16,600 100.0 28,448 100.0 71.4 24,165 100.0

 

 まず、インターネット広告事業において、従来からの戦略である主に大手広告主を中心とした利用

促進や既存マスメディアとのクロスメディアプロモーション提案を強力に推進したほか、リスティン

グ広告を含めた成果報酬型広告商品の充実化やネット上での動画コンテンツに対応した広告商品開

発体制の充実化ならびに広告効果の検証、広告配信サービスの商品力強化、モバイル広告媒体の拡充

などに努めました。それぞれの施策に関しては、端緒を開いたばかりのものもあり、当会計期間中に

おいては、投資的意味合いが大きく収益貢献度はほとんどないものもありますが、成長し変容してい

くインターネット広告への対応として十分な手立てが講じられたものと考えております。なお、人材

の確保と育成が急務な課題であるインターネット広告業界に対するソリューションとして、株式会社

アイ・アムと開始しました「アイキャリ３（スリー）」に関しましては、当会計期間中の事業開始で

はありますが、これまでに研修修了者 56 名の成果を上げることができました。 

インターネット広告以外の事業分野におきまして、販売促進支援事業に関しては、既存顧客へのサ

ービス提供体制の強化のほか新規顧客の獲得ならびに受注の拡大、各種イベント関連作業の受託など

に注力いたしました。そのほか、新たに開始した事業につきまして、Eコマース事業においては、提

携媒体を３媒体に増やしたほか、商品調達力の向上やメーカーや商社などの商品供給者と媒体社など

の販売業者との有機的な取引関係の構築を目指し、株式会社サイバーファームと合弁会社（株式会社

エムディー・インタラクティブ）を設立することに合意いたしました。また、７月１日よりテスト運

用を開始しておりましたインターネット上での旅行予約サイト「tabi2(旅ツウ)」（http://tabi2.jp）

は 10 月３日より本格運用を開始するなど、広告事業以外の分野にも進出し、将来に向けて事業領域

を拡張いたしました。 

 

上記の結果、当期間の当企業集団の売上高は 28,448 百万円と前年同期比 71.4％増と伸張いたしま

した。主力のウェブ広告につきましては、広告主全般にインターネット広告利用が浸透しはじめ、代
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表的な検索系ポータルサイトはじめ、新聞系・テレビ系サイトなどのコンテンツサイト等への広告出

稿を順調に取り込み、前年同期比 74.0％増加し 22,713 百万円となりました。メール広告は、主にイ

ンターネット上で事業展開する会員獲得型、Eコマース事業者などの広告主から定期的な広告需要を

取り込み、前年同期比 41.9％増加し、1,644 百万円となりました。モバイル広告につきましては、メ

ール広告同様、会員獲得型の広告主からのスポット需要を着実に取り込み、前年同期比 68.7％増の

935 百万円となりました。その他売上高は、主に販売促進支援事業分野において、従来クライアント

からのチラシ制作、店舗マーケティングの需要を取り込み、新規クライアントの開拓に注力したほか、

企業内イベント作業の実施、各種販売促進資料の制作などにより、3,156 百万円の売上高となり、前

年同期比 72.2％増と成長を遂げました。なお、広告事業以外の事業については、当期間中に立ち上

げた新規事業でありますので、収益の貢献度はほとんどありません。 

営業利益につきましては、活発な営業状況を反映した販売手数料の増加や将来の事業拡大のために

人材採用活動を積極化し、一部オフィス拡張ならびに情報セキュリティ強化等への投資も行ったこと

等により販売費および一般管理費は増加しましたが、前年同期比 81.9％増加し 1,084 百万円となり

ました。 

経常利益につきましては、持分法適用関係会社２社が順調に業績を積み上げて持分法による投資利

益の発生等により、前年同期比 101.2％増加し、1,199 百万円となりました。 

四半期純利益につきましては、特別利益として、子会社の持分変動利益 241 百万円が発生したこと

などから 160.9％増加し、884 百万円となりました。 

 

（2）キャッシュ・フローの概況 

当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という。)は、前連結会計年度末

より 694 百万円減少し 3,634 百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フロー

の状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、獲得した資金は628百万円(前連結会計年度は820百万円の増加)となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益 1,435 百万円の計上、売上債権 1,259 百万円の増加、仕入債務

1,262 百万円の増加、未払費用 77 百万円の増加、法人税等の支払 531 百万円等が主な原因であり

ます。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、使用した資金は 1,662 百万円(前連結会計年度は 572 百万円の減少)となりまし

た。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による 126 百万円の収入、投資有価証券の

取得による 1,493 百万円の支出、投資有価証券の売却による 28 百万円の収入、有形固定資産の取

得による116百万円の支出、無形固定資産の取得による161百万円の支出等が主な原因であります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、獲得した資金は305百万円(前連結会計年度は70百万円の増加)となりました。

これは短期及び長期借入金の返済による140百万円の支出、ストックオプションの権利行使に基づ

く新株発行による96百万円の収入、子会社の第三者割当増資の実施による350百万円の収入による

ものであります。 
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２．当期の見通し(平成17年４月１日～平成18年3月31日) 

当期の当企業集団を巡る経営環境につきましては、広告市場は、冬季オリンピックの開催といった

イベントが発生し、マス広告中心に堅調に推移すると見ております。広告主は広告宣伝費に関し、よ

り厳しく費用対効果を重視するという姿勢に変更はないと判断していますが、インターネット広告の

隆盛を考慮した場合、マス広告とインターネット広告、あるいはイベントなど、様々な広告メディア

や手法を統合した形での広告展開を図る動きが見られることから、今後も安定的に推移していく市場

であると見ております。インターネット広告については、様々な広告表現やマーケティング手法が

次々と開発されており、クロスメディア的な広告展開が一般化されつつある現状を考慮すれば、大き

な成長ポテンシャルを持った市場であります。 

当期中においても、当企業集団の主力事業はインターネット広告事業であり、市場の成長が見込ま

れております。当企業集団としては、常に市場の動向を注視しながら、時代を先取りした広告商品や

マーケティング手法の開発や販売に取り組み、市場成長以上の成果を得るべく取り組んでまいります。 

インターネット広告以外の事業分野については、既存クライアントとの取引関係の強化を図るだけ

ではなく、新規クライアントの積極的な獲得に注力すると共に、早期に経営基盤ならびに事業を強化、

安定させて収益拡大に向けて取り組んでまいります。 

なお、当期の業績予想につきましては、上記の見通しに基づきますが、平成 17 年 10 月 25 日に発

表した時点と大きく状況は異なりませんので変更はありません。 

 

（連結業績見通し） 

 
売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通 期 34,400 1,760 1,097

 

 (参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   2,139 円 60 銭 

 
 (注) 本資料で記述されている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

社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確定要素等の要因が内在しております。
そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性が
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下すことは控えられま
すようお願いいたします。 

 

 



 4

３．四半期連結財務諸表 

（1）四半期連結貸借対照表 

 

  
当第３四半期連結会計期間末

(平成17年12月31日現在) 

前第３四半期連結会計期間末 

(平成16年12月31日現在) 

前連結会計年度 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日現在) 

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   3,424,399 2,332,798   3,316,491

２ 受取手形及び売掛金 ※１ 
※２ 

 5,434,132 4,019,441   4,096,750

３ 有価証券   112,616 1,010,668   1,012,590

４ 貯蔵品   1,441 345   327

５ 繰延税金資産   52,491 55,584   59,019

６ その他   673,829 480,742   512,718

貸倒引当金   △3,615 △49,048   △3,710

流動資産合計   9,695,296 71.9 7,850,532 83.5  8,994,187 83.1

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※３  150,429 1.1 29,467 0.3  31,422 0.3

２ 無形固定資産   534,628 4.0 176,330 1.9  322,403 3.0

３ 投資その他の資産     

 （1）投資有価証券   2,504,272 853,743   896,778

 （2）長期貸付金   1,442 66,088   34,188

（3）繰延税金資産   30,862 17,389   38,250

（4）その他   622,193 402,784   546,958

 貸倒引当金   △49,271 △1,481   △49,271

投資その他の資産合計   3,109,499 23.0 1,338,523 14.3  1,466,904 13.6

固定資産合計   3,794,558 28.1 1,544,321 16.5  1,820,730 16.9

Ⅲ 繰延資産   2,056 0.0 3,140 0.0  2,869 0.0

資産合計   13,491,911 100.0 9,397,994 100.0  10,817,787 100.0
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当第３四半期連結会計期間末

(平成17年12月31日現在) 

前第３四半期連結会計期間末 

(平成16年12月31日現在) 

前連結会計年度 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日現在) 

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   6,032,597 3,747,829   4,723,846

２ 短期借入金   7,000 ―   ―

３ １年内返済予定長期借入金   19,873 ―   ―

４ 未払費用   251,482 124,301   141,788

５ 未払法人税等   260,971 144,489   308,294

６ その他   190,801 163,567   171,908

流動負債合計   6,762,727 50.1 4,180,187 44.5  5,345,839 49.4

Ⅰ 固定負債     

１ 長期借入金   10,595 ―   ―

 ２ その他   6,561 ―   ―

固定負債合計   17,156 0.2 ― ―  ― ―

負債合計   6,779,883 50.3 4,180,187 44.5  5,345,839 49.4

(少数株主持分)    

少数株主持分  487,013 3.6 172,788 1.8  176,858 1.6

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  2,267,951 16.8 2,145,813 22.8  2,184,588 20.2

Ⅱ 資本剰余金  1,931,029 14.3 1,916,690 20.4  1,917,900 17.7

Ⅲ 利益剰余金  2,011,811 14.9 979,069 10.4  1,189,498 11.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金  15,453 0.1 4,482 0.1  4,333 0.1

Ⅴ 自己株式   △1,231 △0.0 △1,037 △0.0  △1,231 △0.0

資本合計  6,225,014 46.1 5,045,018 53.7  5,295,089 49.0

負債・少数株主持分・資本合計  13,491,911 100.0 9,397,994 100.0  10,817,787 100.0
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（2）四半期連結損益計算書 

 

  

当第３四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日)

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 
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) 

百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   28,448,747 100.0  16,600,287 100.0  24,165,611 100.0

Ⅱ 売上原価   21,699,721 76.3  12,521,908 75.4  18,264,370 75.6

売上総利益   6,749,026 23.7  4,078,379 24.6  5,901,240 24.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  5,664,584 19.9  3,482,256 21.0  4,973,352 20.6

営業利益   1,084,442 3.8  596,122 3.6  927,888 3.8

Ⅳ 営業外収益      

 １ 受取利息  4,291 5,826  7,496 

 ２ 受取配当金  25 6  9 

 ３ 持分法による投資利益  109,632 ―  8,070 

 ４ その他  10,785 124,736 0.4 262 6,095 0.0 304 15,881 0.1

Ⅴ 営業外費用    

 １ 持分法による投資損失  ― 5,465  ― 

 ２ 新株発行費  7,314 ―  ― 

 ３ 債権売却損  1,039 ―  ― 

 ４ その他  1,661 10,015 0.0 835 6,301 0.0 1,116 1,116 0.0

経常利益  1,199,163 4.2 595,915 3.6  942,653 3.9

Ⅵ 特別利益    

 １ 投資有価証券売却益  ― ―  1,761 

 ２ 貸倒引当金戻入益  144 ―  ― 

 ３ 持分変動利益  241,661 241,806 0.8 ― ― ― ― 1,761 0.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損  959 ―  ― 

２ 移転費用  4,994 ―  ― 

 ３ 固定資産売却損  ― 5,954 0.0 ― ― ― 48 48 0.0

税金等調整前四半期 
(当期)純利益   1,435,016 5.0 595,915 3.6  944,366 3.9

法人税、住民税及び事業税  463,791 263,435  421,580 

法人税等調整額  6,187 469,979 1.6 △9,232 254,202 1.6 △33,424 388,155 1.6

少数株主利益   80,475 0.3  2,619 0.0  6,688 0.0

四半期(当期)純利益   884,561 3.1  339,094 2.0  549,522 2.3
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（3）四半期連結剰余金計算書 

 

 
当第３四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

  至 平成17年３月31日)

区分 金額(千円) 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 1,917,900 1,916,690 1,916,690

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１ 増資による新株の発行 13,128 ― 1,210

Ⅲ 資本剰余金四半期末（期末）残高 1,931,029 1,916,690 1,917,900

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 1,189,498 639,975 639,975

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 四半期(当期)純利益 884,561 339,094 549,522

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 連結子会社の増加による剰余金減少高 58,115 ― ―

２ 持分法適用会社の増加による減少高 4,133 ― ―

Ⅳ 利益剰余金四半期末（期末）残高 2,011,811 979,069 1,189,498
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（4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
当第３四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日)

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 

(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) 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 税金等調整前四半期(当期)純利益  1,435,016 595,915 944,366

２ 有形固定資産償却額  15,114 6,603 9,347

３ 無形固定資産償却額  17,181 16,939 22,595

４ 連結調整勘定償却額  35,888 ― ―

５ 貸倒引当金の増減額(△減少)  △144 ― 2,451

６ 受取利息  △4,291 △5,826 △7,496

７ 受取配当金  △25 △6 △9

８ 投資有価証券売却益  ― ― △1,761

９ 固定資産売却損  ― ― 48

10 固定資産除却損  959 ― ―

11 持分法による投資損失(△利益)  △109,632 5,465 △8,070

12 持分変動利益  △241,661 ― ―

13 売上債権の増減額(△増加)  △1,259,460 △1,313,658 △1,471,642

14 仕入債務の増減額(△減少)  1,262,861 701,352 1,679,692

15 未払費用の増減額(△減少)  77,341 16,649 21,158

16 割引手形の増減額(△減少)  12,458 ― ―

17 裏書手形の増減額(△減少)  27,884 ― ―

18 その他  △116,141 △15,944 3,331

小計  1,153,348 7,491 1,194,010

19 利息及び配当金の受取額  6,964 7,559 8,427

20 法人税等の支払額  △531,343 △369,145 △382,035

営業活動によるキャッシュ・フロー  628,970 △354,093 820,402

   

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 連結の範囲の変更を伴う子会社

株式の取得による収入 
※２ 126,412 ― ―

２ 関係会社株式の取得による支出  ― △25,000 △55,000

３ 非連結子会社株式の取得による支出  ― △81,450 △81,450

４ 投資有価証券の売却による収入  28,500 ― 3,303

５ 投資有価証券の取得による支出  △1,493,160 △797 △2,777

６ 有形固定資産の取得による支出  △116,077 △6,912 △8,497

７ 有形固定資産の売却による収入  ― ― 0

８ 無形固定資産の取得による支出  △161,636 △132,158 △274,068

９ 貸付による支出  ― △34,600 △34,900

10 貸付回収による収入  3,966 24,594 57,660

11 敷金及び保証金の差入れ額  △32,744 ― △16,240

12 差入保証金の返還額  4,308 ― ―

13 保険積立金加入による支出  △514 △77,219 △150,244

14 定期預金の預入による支出  △4,648 ― ―

15 定期積金の積立による支出  △12,800 ― ―

16 その他  △4,051 △10,000 △10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,662,446 △343,542 △572,214

   

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の返済による支出  △121,500 ― ―

２ 長期借入金の返済による支出  △19,269 ― ―

３ 株式の発行による収入  96,491 30,580 70,565

４ 自己株式の取得による支出  ― △286 △479

５ 子会社の増資による収入  350,000 ― ―

財務活動によるキャッシュ・フロー  305,722 30,293 70,085

Ⅳ現金及び現金同等物の増減額  △727,753 △667,342 318,272
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当第３四半期連結会計期間

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日)

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 

(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高  4,329,082 4,010,809 4,010,809

Ⅵ新規連結による現金及び現金同等物

の増加 
 33,038 ― ―

Ⅶ現金及び現金同等物の四半期末 

（期末）残高 
※１ 3,634,367 3,343,466 4,329,082
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四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年４月 1日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月 1日 
  至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月 1日 
 至 平成17年３月31日) 

１.連結の範囲に関
する事項 

(1)連結子会社の数 ６社 
連結子会社名 
㈱電通イー・リンク 
㈱ ｲﾝｽﾄｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
㈱スリーピー 
㈱インビジブルハンド 
㈱マーキュリー22 
㈱ﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 
上記のうち、㈱スリーピ
ーについては重要性が増加
したことにより連結の範囲
に含めることといたしまし
た。 
㈱インビジブルハンドと
その子会社㈱マーキュリー
22及び平成17年12月1日に
㈱インビジブルハンドのシ
ステム開発部門より分社型
新設分割によって設立され
た㈱ﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞに
ついては、当社が㈱インビ
ジブルハンドの株式を取得
したことにより連結の範囲
に含めることといたしまし
た。 

(1)連結子会社の数 ２社 
連結子会社名 
㈱電通イー・リンク 
㈱ ｲﾝｽﾄｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 
(2)非連結子会社の名称等 
非連結子会社 
 ㈱スリーピー 
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模
であり、純資産、売上高、
四半期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金（持
分に見合う額）は、いずれ
も四半期連結財務諸表に重
要な影響を及ぼしていない
ためであります。 

(1)連結子会社の数 ２社 
連結子会社名 
㈱電通イー・リンク 
㈱ ｲﾝｽﾄｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
(2)非連結子会社の名称等 
非連結子会社 
 ㈱スリーピー 
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模
であり、純資産、売上高、
当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）は、いずれも
連結財務諸表に重要な影響
を及ぼしていないため、連
結の範囲から除いておりま
す。 

２.持分法の適用に
関する事項 

(1)持分法を適用した関連
会社数 ２社 
持分法適用の関連会社名 
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾓﾊﾞｲﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
㈱電通ﾃｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
 
(2)持分法を適用しない関
連会社数 ３社 
 持分法を適用しない関連
会社の名称 
㈱ﾌﾟﾗｽ･ﾓﾊﾞｲﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
㈱イース 
㈱テクノネット 

（持分法を適用しない理由）

上記持分法非適用会社は
四半期純損益及び利益剰余
金等に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ全体としても重
要性がないため、持分法の
適用範囲から除外しており
ます。 

(1)持分法を適用した関連
会社数 １社 
持分法適用の関連会社名 
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾓﾊﾞｲﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 
 
 
(2)持分法を適用しない関
連会社数 １社 
 持分法を適用しない関連
会社の名称 

㈱電通ﾃｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 

（持分法を適用しない理由） 

上記持分法非適用会社は
四半期純損益及び利益剰余金
等に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ全体としても重要性
がないため、持分法の適用範
囲から除外しております。 

(1)持分法を適用した関連
会社数 １社 
持分法適用の関連会社名 
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾓﾊﾞｲﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
 
 
(2)持分法を適用しない関
連会社数 ２社 
 持分法を適用しない関連
会社の名称 

㈱電通ﾃｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
アクションクリック㈱ 

（持分法を適用しない理由）

上記持分法非適用会社は
当期純損益及び利益剰余金等
に及ぼす影響が軽微であり、
かつ全体としても重要性がな
いため、持分法の適用範囲か
ら除外しております。 

３.連結子会社の四
半期決算日(事業
年度)等に関する
事項 

連結子会社のうち、㈱ス
リーピーの第３四半期決算
日は11月30日であります。
連結財務諸表の作成に当
たっては、同決算日現在の
財務諸表を使用しておりま
す。ただし、12月１日から
第３四半期連結決算日12月
31日までの期間に発生した
重要な取引については、連
結上必要な調整を行ってお
ります。 

連結子会社の第３四半期
決算日は、第３四半期連結
財務諸表提出会社と同一で
あります。 

すべての連結子会社の決
算日は、連結財務諸表提出
会社と同一であります。 
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項目 
当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年４月 1日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月 1日 
  至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月 1日 
 至 平成17年３月31日) 

４.会計処理基準に
関する事項 
(1)重要な資産の評
価基準及び評価方
法 

有価証券 
満期保有目的の債券 
償却原価法(利息法)を
採用しております。 

その他有価証券 
時価のあるもの 
当四半期決算日の市
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。 

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。 

有価証券 
満期保有目的の債券 

同左 
 

その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
 
 

 
時価のないもの 

同左 

有価証券 
満期保有目的の債券 

同左 
 

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。

 
時価のないもの 

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
は以下のとおりです。 
建物     ３～18年 
器具及び備品 ４～８年 
 ②無形固定資産 
自社利用のソフトウェ
アについては、社内におけ
る見込利用可能期間(５年
以内)に基づく定額法を採
用しております。 

①有形固定資産 
同左 
 
 
 
 

 ②無形固定資産 
同左 

 ①有形固定資産 
同左 
 
 
 

 
 ②無形固定資産 

同左 

(3)重要な引当金の
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、貸倒懸念先債権等特定
の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しておりま
す。 

貸倒引当金 
同左 

貸倒引当金 
同左 

(4)収益及び費用の
計上基準 

主に広告掲載終了日基準
によっております。 

同左 同左 

(5)重要なリース取
引の処理方法 

リース物件の所有権が借
主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・
リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によって
おります。 

同左 同左 

(6)その他連結財務
諸表作成のための
重要な事項 

消費税の会計処理 
税抜方式によっておりま
す。 

同左 同左 

５.四半期連結キャ
ッシュ・フロー計
算書における資金
の範囲 

四半期連結キャッシュ・
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、随時引き出し可
能な預金及び容易に換金可
能であり、かつ、価値の変
動について僅少なリスクし
か負わない取得日から３ヶ
月以内に償還期限の到来す
る短期投資からなっており
ます。 

同左 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、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わ
ない取得日から３ヶ月以内
に償還期限の到来する短期
投資からなっております。
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四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当第３四半期連結会計期間よ
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。 
これによる損益に与える影響あ
りません。 

―――――――― ―――――――― 

 

注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月 1日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月 1日 
  至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月 1日 
  至 平成17年３月31日) 

※１受取手形割引高    50,759千円 

※２受取手形裏書譲渡高 37,000千円 

※３有形固定資産の減価償却累計額 

                     72,835千円 

※１   ――――――― 

※２   ――――――― 

※３有形固定資産の減価償却累計額 

                      41,928千円

※１   ――――――― 

※２   ――――――― 

※３有形固定資産の減価償却累計額 

                     44,513千円 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月 1日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月 1日 
  至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月 1日 
 至 平成17年３月31日) 

※１販売費及び一般管理費のうち主

要なもの 

給与手当      893,342千円 

販売手数料     3,665,064千円 

 

※１販売費及び一般管理費のうち主

要なもの 

給与手当             608,920千円
 販売手数料     2,288,589千円
  

※１販売費及び一般管理費のうち主

要なもの 

給与手当       810,010千円 

販売手数料    3,310,439千円 

貸倒引当金繰入額     2,451千円 

※２固定資産除却損の内容 

器具及び備品       48千円 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月 1日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月 1日 
  至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月 1日 
 至 平成17年３月31日) 

※１現金及び現金同等物の四半期末

残高と四半期貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金勘定  3,424,399 千円 

預入期間が３カ月 

を超える定期預金     △4,648 千円 

有価証券         112,616 千円 

投資有価証券     102,000 千円 

現金及び現金同等物 3,634,367 千円 

 

投資有価証券の調整は、平成18

年1月4日設立の株式会社エム

ディー・インタラクティブに対

する払込みによるものです。 

 

※２株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連

結子会社となった会社の連結

開始時の資産及び負債の内訳、

並びに当該会社株式の取得価

額と取得のための収入（純額）

との関係は次のとおりです。 

 流動資産     447,606千円 

 固定資産      58,355千円 

 連結調整勘定    136,915千円 

 流動負債     △160,702千円 

 固定負債      △3,378千円 

 少数株主持分   △168,793千円 

 株式の取得価額   310,002千円 

現金及び現金同等物436,414千円 

 差引：取得による収入 126,412千円 

（純額） 

 

※１現金及び現金同等物の四半期末

残高と四半期貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金勘定   2,332,798 千円

有価証券      1,010,668 千円

現金及び現金同等物 3,343,466 千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２   ――――――― 

※１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  3,316,491 千円

有価証券      1,012,590 千円

現金及び現金同等物 4,329,082 千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２   ――――――― 
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(リース取引関係) 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月 1日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月 1日 
  至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月 1日 
 至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(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四半期末残高相

当額 

 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

             器具及び備品 

取得価額相当額      56,544千円 

減価償却累計額相当額   21,474千円 

四半期末残高相当額    35,070千円 

 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四半期末残高相

当額 

             器具及び備品 

取得価額相当額      9,219千円 

減価償却累計額相当額   4,342千円 

四半期末残高相当額    4,876千円 

             器具及び備品 

取得価額相当額      9,219千円 

減価償却累計額相当額   4,720千円 

期末残高相当額        4,498千円 

(2) 未経過リース料四半期末残高相当額 

１年以内         16,331千円 

１年超                   20,162千円 

合計                     36,493千円 

(2) 未経過リース料四半期末残高相当額

１年以内        1,472千円 

１年超                  3,047千円 

合計                    4,519千円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内          1,489千円 

１年超                    2,867千円 

合計                      4,357千円 

(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        5,823千円 

減価償却費相当額     5,169千円 

支払利息相当額         836千円 

(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       1,274千円 

減価償却費相当額     1,134千円 

支払利息相当額        215千円 

(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        1,699千円 

減価償却費相当額     1,512千円 

支払利息相当額        278千円 

(4) 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。 

(5) 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。 

(5) 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。 

(5) 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。 
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(有価証券関係) 

 

当第３四半期連結会計期間末(平成17年12月31日) 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 
四半期連結貸借対
照表計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円） 

社  債 264,264 266,632 2,367 

合  計 264,264 266,632 2,367 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円）
四半期連結貸借対
照表計上額（千円）

差額（千円） 

株  式 6,135 25,146 19,010 

合  計 6,135 25,146 19,010 

   

３．時価のない及び時価評価されていない有価証券の主な内容及び四半期連結貸借対照表計上額 

（1）満期保有目的の債券 

非上場外国債券 100,192千円

（2）関連会社株式 

非上場株式 795,702千円

（3）その他有価証券 

非上場株式 1,318,967千円

フリー・ファイナンシャル・ファンド 102,362千円

キャッシュ・リザーブ・ファンド 8,632千円

マネー・マネジメント・ファンド 1,620千円
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前第３四半期連結会計期間末(平成16年12月31日) 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 
四半期連結貸借対
照表計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円） 

社  債 266,914 269,920 3,005 

合  計 266,914 269,920 3,005 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円）
四半期連結貸借対
照表計上額（千円）

差額（千円） 

株  式 5,037 12,634 7,597 

合  計 5,037 12,634 7,597 

   

３．時価のない及び時価評価されていない有価証券の主な内容及び四半期連結貸借対照表計上額 

（1）満期保有目的の債券 

非上場外国債券 100,293千円

（2）子会社株式 

非上場株式 81,450千円

（3）関連会社株式 

非上場株式 188,666千円

（4）その他有価証券 

非上場株式 203,784千円

フリー・ファイナンシャル・ファンド 1,002,329千円

キャッシュ・リザーブ・ファンド 6,718千円

マネー・マネジメント・ファンド 1,620千円
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前連結会計年度末(平成17年3月31日) 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

社  債 266,254 269,360 3,105 

合  計 266,254 269,360 3,105 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

株  式 4,129 11,966 7,837 

合  計 4,129 11,966 7,837 

   

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

株  式 1,347 1,141 △205 

合  計 1,347 1,141 △205 

 

３．時価のない及び時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

（1）満期保有目的の債券 

非上場外国債券 100,265千円

（2）子会社株式 

非上場株式 81,450千円

（2）関連会社株式 

非上場株式 232,202千円

（3）その他有価証券 

非上場株式 203,497千円

フリー・ファイナンシャル・ファンド 1,002,337千円

キャッシュ・リザーブ・ファンド 8,632千円

マネー・マネジメント・ファンド 1,620千円
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(デリバティブ取引関係) 

 
当第３四半期連結会計期間末(平成17年12月31日) 
当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前第３四半期連結会計期間末(平成16年12月31日) 
当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 
当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

 

(セグメント情報) 

 

１．事業の種類別セグメント情報 
   当第３四半期連結会計期間については、当社グループの事業は単一セグメントの事業であるた
め、事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。 

 
２．所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結会計期間については、在外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。 

 
３．海外売上高 
   当第３四半期連結会計期間については、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年４月 1日 
至 平成17年12月31日)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月 1日 
  至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月 1日 
 至 平成17年３月31日)

１株当たり純資産額 12,141円34銭 19,812円21銭 20,737円08銭 

１株当たり四半期(当期)
純利益 

1,728円52銭 1,332円48銭 2,158円34銭 

潜在株式調整後１株当た
り四半期(当期)純利益 

1,682円47銭 1,304円68銭 2,113円24銭 

 

当社は、平成17年７月
20日付で株式１株につき
２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１株当たり情
報については、それぞれ
以下のとおりとなりま
す。 
前第３四半期連結会計
期間 
１株当たり純資産 
      9,906円10銭
１株当たり四半期純利益金額
        666円24銭
潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益 
        652円34銭
前連結会計年度 
１株当たり純資産 
      10,368円54銭
１株当たり当期純利益金額
       1,079円17銭
潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

1,056円62銭

  

 
 
（注）１株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 
 

 
当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年４月 1日 
至 平成17年12月31日)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月 1日 
  至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月 1日 
 至 平成17年３月31日)

１株当たり四半期(当期)純利益    

四半期(当期)純利益（千円） 884,561 339,094 549,522 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る四半期(当期)
純利益（千円） 

884,561 339,094 549,522 

普通株式の期中平均株式数（株） 511,746 254,483 254,604 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期(当期)純利益 
  

 

四半期(当期)純利益調整額 
（千円） 

― ― ― 

普通株式増加数（株） 14,006 5,422 5,433 

（うち新株予約権等）   (14,006)   (5,422)   (5,433)
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当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年４月 1日 
至 平成17年12月31日)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成16年４月 1日 
  至 平成16年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月 1日 
 至 平成17年３月31日)

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益の算定
に含めなかった潜在株式の
概要 

― 新株予約権等２種類 

株主総会の特別決議日 

平成13年６月27日 

平成16年６月28日 

新株予約権等の数 

 2,394個 

新株予約権等２種類 

株主総会の特別決議日 

平成13年６月27日 

平成16年６月28日 

新株予約権等の数 

 2,349個 
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(重要な後発事象) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（子会社の設立） 

当社は、平成18年１月４日にて株

式会社エムディー･インタラクティ

ブを設立いたしました。 

１．子会社設立の理由 

当社は、設立以来、インターネッ

ト広告を取り扱うメディアレップ業

務を中心に事業展開をしてまいりま

したが、総合的なメディア向けサー

ビス並びにマーケティングサービス

として、メディアタイアップ型電子

商取引事業を開始しております。 

同事業において多彩な商品サプラ

イヤーに対し先進的なサプライ・チ

ェーン・マネジメントのノウハウを

提供する株式会社サイバーファーム

とお互いの経営資源を持ち寄り、電

子商取引を効率良く、広範な商品情

報を提供するなど、電子商取引市場

において、高い付加価値を提供する

事を目的として、子会社を設立いた

しました。 

２．株式の取得内容 

 取得株式数： 2,040株  

（議決権の数2,040個） 

取 得 価 額：  102,000,000円 

 払 込 日：平成17年12月28日 

３．子会社の概要 

(１)商号 株式会社エムディー･インタ

ラクティブ 

(２)代表者   

代表取締役社長 角明洋 

(３)本 社 所 在 地 

東京都中央区築地五丁目5番

12号 

(４)設立年月日 平成18年１月４日 

(５)主な事業の内容  

リアル・メディア、インター

ネット・メディア等各種媒体

を通じて販売される商品ニー

ズと、商品サプライヤーから

の商品情報をマッチングする

ＢtoＢサービス、インターネ

ット・チャネル上での販売ノ

ウハウを提供するコンサルテ

ィング・サービス 

(６)決算期 ３月31日 

(７)資本の額 100,000,000円 

(８)発行済株式総数 4,000株 

(９)大株主構成および所有割合 

株式会社ｻｲﾊﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ   

2,040株（51.0％） 

―――――――― （株式取得による子会社の増加） 

当社は、平成17年４月６日にて株

式会社インビジブルハンドの新株式

を引き受け、同社を子会社化いたし

ました。 

１．子会社化の理由 

当社は、設立以来、インターネッ

ト広告を取り扱うメディアレップ業

務を中心に事業展開をしてまいりま

したが、平成17年2月1日より新たな

インターネット広告サービスとし

て、新型のアドネットワークサービ

スとして「ADJUST」事業を同社と共

同で開始しております。同事業にお

いて用いる次世代型広告配信の開発

にあたっては、当社との共同でこれ

にあたり、今後の事業運営に関して

も、平成17年5月中旬ごろを目処に当

社のアドネットワーク「cci Ad 

network」を「ADJUST」に統合させる

予定であるなど、より緊密な事業関

係が必要であるため子会社化いたし

ました。 

２．株式の取得内容 

 取得株式数： 13,010株  

（議決権の数13,010個） 

 取 得 価 額：  310,002,280円

  払 込 日：平成17年４月６日

３．子会社化後の概要 

(１)商号 株式会社インビジブルハンド

(２)代表者代 表 者         

代表取締役社長 百田浩志 

(３)本 社 所 在 地 

東京都港区東新橋二丁目4番6

号ﾊﾟﾗｯﾂｫｼｴﾅ３階 

(４)設立年月日 平成16年３月12日 

(５)主な事業の内容  

インターネットマーケティン

グツールの開発、インターネ

ットメディア事業、インター

ネット広告配信事業他 

(６)決算期 ３月31日 

(７)資本の額 277,511,140円 

(８)発行済株式総数 25,510株 

(９)大株主構成および所有割合 

株式会社ｻｲﾊﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ   

13,010株（51.0％） 

株式会社C9オリエンテッド    

5,000株（19.6％） 

百田浩志(代表取締役社長) 

    2,000株（ 7.8％） 

上田哲也(取締役副社長) 
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当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

株式会社サイバーファーム    

1,960株（49.0％）  

 

（資本・業務提携） 

インターネット上での各種ショッ

ピングサービスを展開する株式会社

ネットプライスと資本・業務提携契

約を結ぶことを平成18年１月19日に

決議し、同日付で契約締結いたしま

した。 

 

１．資本・業務提携の目的 

業務提携により、マスメディアや

インターネット等、幅広いメディ

アと連動したＥＣ事業を新たに

共同で開発し、且つそれを様々な

メディアに対して具体的に提案

していく事で事業拡大を図る事

を目的とする。 

なお、協業についての具体的な協

議は今後進めていく予定です。 

 

２．株式の取得内容 

 取得株式数： 2,000株  

（議決権の数2,000個） 

取 得 価 額：  936,000,000円 

 取得後の所有割合  1.8％ 

 払 込 日：平成18年２月７日 

 

３．資本提携先の会社概要 

(１)商号 株式会社ネットプライス 

(２)代表者   

代表取締役社長 佐藤輝英 

(３)本 社 所 在 地 

東京都渋谷区恵比寿一丁目19

番19号 

(４)設立 平成11年11月 

(５)主な事業の内容  

携帯電話およびパソコンから

接続可能なインターネットを

利用した通信販売業他 

(６)決算期 ９月30日 

(７)資本の額  

    1,153,049千円 

(平成17年９月30日現在) 

   1,500株（ 5.9％） 

 

 

（株式分割） 

当社は、平成17年５月10日開催の

取締役会において、次のように株式

の分割を行ことを決議いたしまし

た。 

(１)株式分割の目的 

１株当たり投資金額を引き下

げ、株式の流動性向上と投資

家層の拡大を図り、株主への

利益還元を図ることを目的と

する。 

(２)株式分割の概要 

平成17年７月20日付をもっ

て、次のとおり普通株式１株

を２株に分割する。 

   ① 分割の方法 

平成17年５月31日最終の株

主名簿および実質株主名簿

に記載又は記録された株主

ならびに端株原簿に記載又

は記録された端株主の所有

株式数を１株につき２株の

割合をもって分割する。 

 ただし、分割の結果生ずる

１株未満の端数のうち、１株

の100分の１の整数倍に相当

するものを端株として端株

原簿に記載又は記録する。 

② 分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成17年５月

31日最終の発行済株式総数

と同じ株式数とする。 

(３)株式分割の日程 

株式分割基準日 平成17年５月31日

効力発生日     平成17年７月20日

(４)配当起算日平成17年４月１日

(５)１株当たり情報に及ぼす影響

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 

１株当たり純資産額  9,202円85銭

１株当たり当期純利益 543円76銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

                   532円27銭

当該株式分割が当期首に行われ

たと仮定した場合の当事業年度

における１株当たり情報 

１株当たり純資産額 10,368円54銭

１株当たり当期純利益1,079円17銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

                 1,056円62銭
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(その他) 

 

該当事項はありません。 
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平成 18 年 3 月期 第 3四半期財務・業績の概況（個別） 
 

平成 18 年 1月 31 日 

 

上場会社名 株式会社サイバー・コミュニケーションズ  （ｺｰﾄﾞ番号 4788 東証ﾏｻﾞｰｽﾞ） 

（ＵＲＬ http://www.cci.co.jp）            ＴＥＬ：(03)3524-8511(代表) 

代表者役職・氏名 取締役兼代表執行役社長 新 井 敏 夫 問合せ先 

責任者役職・氏名 執行役最高財務責任者 麻 野 憲 志 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ① 四半期財務諸表の作成基準             ： 中間財務諸表作成基準 

 ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無   ： 有 

 ③ 会計監査人の関与                 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する

規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明

のための手続きを受けております。 

 

２．平成 18 年 3月期第 3四半期財務・業績の概況（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 四半期(当期)純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年 3 月期第 3四半期 23,873 61.7 1,100 84.2 1,106 83.3 682 95.2

17 年 3 月期第 3四半期 14,767 43.0 597 82.9 603 93.3 349 115.7

（参考）17 年 3月期 21,372 42.6 918 58.5 926 63.3 540 75.1

 

 
1 株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
1 株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

18 年 3 月期第 3四半期 1,334 49 1,298 93

17 年 3 月期第 3四半期 1,375 08 1,346 39

（参考）17 年 3月期 2,121 42 2,077 10

（注）①売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 

   ②平成 17 年 7 月 20 日付で、株式分割（1:2）を行っております。 

(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

18 年 3 月期第 3四半期 11,855 6,175 52.1 12,045 73

17 年 3 月期第 3四半期 8,829 5,155 58.4 20,247 02

（参考）17 年 3月期 10,151 5,385 53.0 21,091 40

 

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） 

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 28,800 1,590 900 ― 0 00 0 00

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 1,755 円 37 銭 

（注）上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの 
であり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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１．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

 

  
当第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日現在) 

前第３四半期会計期間末 

(平成16年12月31日現在) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日現在) 

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   2,065,337 1,820,825   2,373,806

２ 売掛金   4,350,217 2,892,680   3,470,970

３ 有価証券   112,616 1,010,668   1,012,590

４ 貯蔵品   310 345   327

５ 関係会社短期貸付金   640,126 930,047   750,070

６ 繰延税金資産   46,631 55,584   58,882

７ その他   432,706 248,395   308,274

貸倒引当金   △1,856 △49,048   △1,856

流動資産合計   7,646,090 64.5 6,909,500 78.3  7,973,067 78.5

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１  65,813 0.5 26,603 0.3  25,665 0.3

２ 無形固定資産   458,676 3.9 176,035 2.0  322,125 3.2

３ 投資その他の資産     

 （1）投資有価証券   1,685,464 583,626   582,698

 （2）関係会社株式   1,460,452 662,450   692,450

（3）繰延税金資産   29,923 17,389   37,889

（4）その他   558,231 455,057   567,166

 貸倒引当金   △49,271 △1,481   △49,271

投資その他の資産合計   3,684,800 31.1 1,717,041 19.4  1,830,932 18.0

固定資産合計   4,209,290 35.5 1,919,681 21.7  2,178,723 21.5

資産合計   11,855,381 100.0 8,829,181 100.0  10,151,791 100.0
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当第３四半期会計期間末 

(平成17年12月31日現在) 

前第３四半期会計期間末 

(平成16年12月31日現在) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日現在) 

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   5,140,840 3,268,652   4,187,242

２ 未払費用   178,984 114,091   122,616

３ 未払法人税等   206,674 143,226   306,507

４ その他 ※２  152,891 147,470   149,861

流動負債合計   5,679,391 47.9 3,673,441 41.6  4,766,227 47.0

負債合計   5,679,391 47.9 3,673,441 41.6  4,766,227 47.0

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  2,267,951 19.1 2,145,813 24.3  2,184,588 21.5

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  781,029 766,690   767,900

 ２ その他資本剰余金    

(1)資本準備金減少差益  1,150,000 1,150,000   1,150,000

資本剰余金合計  1,931,029 16.3 1,916,690 21.7  1,917,900 18.9

Ⅲ 利益剰余金    

1 四半期(当期)未処分利益  1,962,899 1,089,791   1,279,980

利益剰余金合計  1,962,899 16.6 1,089,791 12.3  1,279,980 12.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  15,340 0.1 4,482 0.1  4,325 0.0

Ⅴ 自己株式  △1,231 △0.0 △1,037 △0.0  △1,231 △0.0

資本合計  6,175,989 52.1 5,155,739 58.4  5,385,563 53.0

負債・資本合計  11,855,381 100.0 8,829,181 100.0  10,151,791 100.0
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（2）四半期損益計算書 

 

  

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年12月31日)

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
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) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   23,873,172 100.0  14,767,577 100.0  21,372,227 100.0

Ⅱ 売上原価   17,712,593 74.2  10,885,165 73.7  15,770,453 73.8

売上総利益   6,160,578 25.8  3,882,412 26.3  5,601,773 26.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,059,766 21.2  3,284,908 22.2  4,683,386 21.9

営業利益   1,100,812 4.6  597,503 4.1  918,386 4.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  6,081 0.0  6,222 0.0  8,135 0.0

Ⅴ 営業外費用   44 0.0  22 0.0  32 0.0

経常利益   1,106,849 4.6  603,702 4.1  926,489 4.3

Ⅵ 特別利益 ※２  ― ―  ― ―  1,761 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３  ― ―  ― ―  48 0.0

税引前四半期(当期)純利益   1,106,849 4.6  603,702 4.1  928,203 4.3

法人税、住民税及び事業税  411,368 263,000  421,000 

法人税等調整額  12,562 423,930 1.7 △9,232 253,767 1.7 △32,921 388,078 1.8

四半期(当期)純利益   682,919 2.9  349,934 2.4  540,124 2.5

前期繰越利益   1,279,980  739,856   739,856

四半期(当期)未処分利益   1,962,899  1,089,791   1,279,980
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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 
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

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 

 

有価証券 
満期保有目的の債券 
償却原価法(利息法)を
採用しております。 

子会社株式及び関連会社
株式 
移動平均法による原価
法を採用しておりま
す。 

その他有価証券 
時価のあるもの 
当四半期決算日の市
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。 

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。 

有価証券 
満期保有目的の債券 

同左 
 

子会社株式及び関連会社
株式 

同左 
 

 
その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
 
 
 

時価のないもの 
同左 

有価証券 
満期保有目的の債券 

同左 
 

子会社株式及び関連会社
株式 

同左 
 

 
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。

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
です。 
建物     ３～18年
器具及び備品 ４～８年
(2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウ
ェアについては、社内
における見込利用可能
期間(５年以内)に基づ
く定額法を採用してお
ります。 

(1) 有形固定資産 
同左 

 
 
 
 
 
(2) 無形固定資産 

同左 
 

(1) 有形固定資産 
同左 

 
 
 
 
 
(2) 無形固定資産 

同左 

３ 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、貸倒懸念先債権等特定
の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しておりま
す。 

貸倒引当金 
同左 

貸倒引当金 
同左 

４ リース取引の処
理方法 

リース物件の所有権が借
主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・
リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によって
おります。 

同左 同左 

５ その他四半期財
務諸表 (財務諸
表)作成のための
重要な事項 

消費税等の会計処理 
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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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当第３四半期会計期間より、「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。 
これによる損益に与える影響は
ありません。 

―――――――― ―――――――― 

 

 

表示方法の変更 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――――― (四半期貸借対照表関係) 

前第３四半期会計期間末におい
てⅠ流動資産の「その他」に含め
て表示しておりました「関係会社
短期貸付金」(前第３四半期会計期
間末－千円)については、資産の合
計額の100分の５超となったため、
当第３四半期会計期間末より区分
掲記しております。 

―――――――― 

 

 

注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 

当第３四半期会計期間末 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間末 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成16年12月31日) 

前事業年度末 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

53,596千円 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

41,240千円 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

43,556千円 

※２消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等
は、相殺のうえ、金額的重要性が乏
しいため、流動負債の｢その他｣に含
めて表示しております。 

※２消費税等の取扱い 

同左 

―――――――― 
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(四半期損益計算書関係) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

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 ※１営業外収益のうち主要なもの ※１営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2,515千円 受取利息 2,058千円 受取利息 2,833千円

有価証券利息 3,412千円 有価証券利息 3,908千円 有価証券利息 5,002千円

   

※２特別利益のうち主要なもの ※２特別利益のうち主要なもの ※２特別利益のうち主要なもの 

―――――――― ―――――――― 投資有価証券売却益 1,761千円

   

※３特別損失のうち主要なもの ※３特別損失のうち主要なもの ※３特別損失のうち主要なもの 

―――――――― ―――――――― 固定資産売却損 48千円

    

２ 減価償却実施額 ２ 減価償却実施額 ２ 減価償却実施額 

有形固定資産 10,039千円 有形固定資産 6,160千円 有形固定資産 8,637千円

無形固定資産 26,338千円 無形固定資産 16,894千円 無形固定資産 22,532千円

 

(リース取引関係) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

 

(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四半期末残高相

当額 

 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四半期末残高相

当額 

 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

           器具及び備品 

取得価額相当額       5,797千円 
減価償却累計額相当額    4,486千円 

四半期末残高相当額      1,311千円 

           器具及び備品 

取得価額相当額      5,797千円 

減価償却累計額相当額   3,658千円 

四半期末残高相当額    2,139千円 

           器具及び備品 

取得価額相当額      5,797千円 

減価償却累計額相当額   3,865千円 

期末残高相当額      1,932千円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料四半期末残高相当額 

１年以内          856千円 

１年超                      505千円 

合計                      1,361千円 

(2) 未経過リース料四半期末残高相当額

１年以内          844千円 

１年超                    1,361千円 

合計                      2,206千円 

１年以内          847千円 

１年超                    1,148千円 

合計                      1,996千円 

(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        652千円 

減価償却費相当額      621千円 

支払利息相当額        17千円 

(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        652千円 

減価償却費相当額      621千円 

支払利息相当額         26千円 

(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        870千円 

減価償却費相当額      828千円 

支払利息相当額        33千円 

(4) 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) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 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。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 



 31

(有価証券関係) 

 

当第３四半期会計期間末(平成17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。 

※ 当第３四半期会計期間に係る「有価証券」(子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを
除く)については、四半期連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

前第３四半期会計期間末(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。 

※ 前第３四半期会計期間に係る「有価証券」(子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを
除く)については、四半期連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

前事業年度末(平成17年３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。 

※ 前事業年度に係る「有価証券」(子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く)につい
ては、四半期連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

 

※ 当第３四半期会計期間において、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項は
ありません。 

 
前第３四半期会計期間末(平成16年12月31日) 
前第３四半期会計期間に係る「デリバティブ取引」については、四半期連結財務諸表における注
記事項として記載しております。 

 

前事業年度末(平成17年３月31日) 
前事業年度において、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 12,045円73銭 20,247円02銭 21,091円40銭 

１株当たり四半期 

(当期)純利益 
1,334円49銭 1,375円08銭 2,121円42銭 

潜在株式調整後１株当

たり四半期(当期)純利

益 

1,298円93銭 1,346円39銭 2,077円10銭 

 当社は、平成17年７月
20日付で株式１株につき
２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１株当たり情
報については、それぞれ
以下のとおりとなりま
す。 
前第３四半期会計期間 
１株当たり純資産 
    10,123円51銭 
１株当たり四半期純利益金額
        687円54銭 
潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益 
        673円19銭 
前会計年度 
１株当たり純資産 
      10,545円70銭 
１株当たり当期純利益金額
       1,060円71銭 
潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

1,038円55銭 

  

 
 
（注）１株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 
 

 
当第３四半期会計期間
(自 平成17年４月１日
 至 平成17年12月31日)

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり四半期(当期)純利益    

四半期(当期)純利益（千円） 682,919 349,934 540,124 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る四半期 

(当期)純利益（千円） 
682,919 349,934 540,124 

普通株式の期中平均株式数（株） 511,746 254,483 254,604 

潜在株式調整後１株当たり四半期
(当期)純利益 

   

四半期(当期)純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） 14,006 5,422 5,433 

（うち新株予約権等） （14,006） （5,422） （5,433）
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当第３四半期会計期間
(自 平成17年４月１日
 至 平成17年12月31日)

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり四半期(当
期)純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

― 新株予約権等２種類 

株主総会の特別決議日 

平成13年６月27日 

平成16年６月28日 

新株予約権等の数 

 2,394個 

新株予約権等２種類 

株主総会の特別決議日 

平成13年６月27日 

平成16年６月28日 

新株予約権等の数 

2,349個 
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(重要な後発事象) 

 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

（子会社の設立） 

当社は、平成18年１月４日にて株

式会社エムディー･インタラクティ

ブを設立いたしました。 

１．子会社設立の理由 

当社は、設立以来、インターネッ

ト広告を取り扱うメディアレップ業

務を中心に事業展開をしてまいりま

したが、総合的なメディア向けサー

ビス並びにマーケティングサービス

として、メディアタイアップ型電子

商取引事業を開始しております。 

同事業において多彩な商品サプラ

イヤーに対し先進的なサプライ・チ

ェーン・マネジメントのノウハウを

提供する株式会社サイバーファーム

とお互いの経営資源を持ち寄り、電

子商取引を効率良く、広範な商品情

報を提供するなど、電子商取引市場

において、高い付加価値を提供する

事を目的として、子会社を設立いた

しました。 

２．株式の取得内容 

 取得株式数： 2,040株  

（議決権の数2,040個） 

取 得 価 額：  102,000,000円 

 払 込 日：平成17年12月28日 

３．子会社の概要 

(１)商号 株式会社エムディー･インタ

ラクティブ 

(２)代表者   

代表取締役社長 角明洋 

(３)本 社 所 在 地 

東京都中央区築地五丁目5番

12号 

(４)設立年月日 平成18年１月４日 

(５)主な事業の内容  

リアル・メディア、インター

ネット･メディア等各種媒体

を通じて販売される商品ニー

ズと、商品サプライヤーから

の商品情報をマッチングする

ＢtoＢサービス、インターネ

ット・チャネル上での販売ノ

ウハウを提供するコンサルテ

ィング・サービス 

(６)決算期 ３月31日 

(７)資本の額 100,000,000円 

(８)発行済株式総数 4,000株 

(９)大株主構成および所有割合 

株式会社ｻｲﾊﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ   

2,040株（51.0％） 

―――――――― （株式取得による子会社の増加） 

当社は、平成17年４月６日にて株

式会社インビジブルハンドの新株式

を引き受け、同社を子会社化いたし

ました。 

１．子会社化の理由 

当社は、設立以来、インターネッ

ト広告を取り扱うメディアレップ業

務を中心に事業展開をしてまいりま

したが、平成17年2月1日より新たな

インターネット広告サービスとし

て、新型のアドネットワークサービ

スとして「ADJUST」事業を同社と共

同で開始しております。同事業にお

いて用いる次世代型広告配信の開発

にあたっては、当社との共同でこれ

にあたり、今後の事業運営に関して

も、平成17年5月中旬ごろを目処に当

社のアドネットワーク「cci Ad 

network」を「ADJUST」に統合させる

予定であるなど、より緊密な事業関

係が必要であるため子会社化いたし

ました。 

２．株式の取得内容 

 取得株式数： 13,010株  

（議決権の数13,010個） 

 取 得 価 額：  310,002,280円

  払 込 日：平成17年４月６日

３．子会社化後の概要 

(１)商号 株式会社インビジブルハンド

(２)代表者  

代表取締役社長 百田浩志 

(３)本 社 所 在 地 

東京都港区東新橋二丁目4番6

号ﾊﾟﾗｯﾂｫｼｴﾅ３階 

(４)設立年月日 平成16年３月12日 

(５)主な事業の内容  

インターネットマーケティン

グツールの開発、インターネ

ットメディア事業、インター

ネット広告配信事業他 

(６)決算期 ３月31日 

(７)資本の額 277,511,140円 

(８)発行済株式総数 25,510株 

(９)大株主構成および所有割合 

株式会社ｻｲﾊﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ   

13,010株（51.0％） 

株式会社C9オリエンテッド    

5,000株（19.6％） 

百田浩志(代表取締役社長) 

    2,000株（ 7.8％） 

上田哲也(取締役副社長) 
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当第３四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年12月31日) 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

株式会社サイバーファーム    

1,960株（49.0％） 

 

（資本・業務提携） 

インターネット上での各種ショッ

ピングサービスを展開する株式会社

ネットプライスと資本・業務提携契

約を結ぶことを平成18年１月19日に

決議し、同日付で契約締結いたしま

した。 

 

２．資本・業務提携の目的 

業務提携により、マスメディアや

インターネット等、幅広いメディ

アと連動したＥＣ事業を新たに

共同で開発し、且つそれを様々な

メディアに対して具体的に提案

していく事で事業拡大を図る事

を目的とする。 

なお、協業についての具体的な協

議は今後進めていく予定です。 

 

２．株式の取得内容 

 取得株式数： 2,000株  

（議決権の数2,000個） 

取 得 価 額：  936,000,000円 

 取得後の所有割合  1.8％ 

 払 込 日：平成18年２月７日 

 

４．資本提携先の会社概要 

(１)商号 株式会社ネットプライス 

(２)代表者   

代表取締役社長 佐藤輝英 

(３)本 社 所 在 地 

東京都渋谷区恵比寿一丁目19

番19号 

(４)設立 平成１１年１１月 

(５)主な事業の内容  

携帯電話およびパソコンから

接続可能なインターネットを

利用した通信販売業他 

(６)決算期 ９月30日 

(７)資本の額 

    1,153,049千円 

(平成17年９月30日現在) 

 

   1,500株（ 5.9％） 

 

 

（株式分割） 

当社は、平成17年５月10日開催の

取締役会において、次のように株式

の分割を行ことを決議いたしまし

た。 

(１)株式分割の目的 

１株当たり投資金額を引き下

げ、株式の流動性向上と投資

家層の拡大を図り、株主への

利益還元を図ることを目的と

する。 

(２)株式分割の概要 

平成17年７月20日付をもっ

て、次のとおり普通株式１株

を２株に分割する。 

   ① 分割の方法 

平成17年５月31日最終の株

主名簿および実質株主名簿

に記載又は記録された株主

ならびに端株原簿に記載又

は記録された端株主の所有

株式数を１株につき２株の

割合をもって分割する。 

 ただし、分割の結果生ずる

１株未満の端数のうち、１株

の100分の１の整数倍に相当

するものを端株として端株

原簿に記載又は記録する。 

② 分割により増加する株式数 

普通株式とし、平成17年５月

31日最終の発行済株式総数

と同じ株式数とする。 

(３)株式分割の日程 

株式分割基準日 平成17年５月31日

効力発生日     平成17年７月20日

(４)配当起算日平成17年４月１日

(５)１株当たり情報に及ぼす影響

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 

１株当たり純資産額  9,399円39銭

１株当たり当期純利益 609円77銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

                   596円88銭

当該株式分割が当期首に行われ

たと仮定した場合の当事業年度

における１株当たり情報 

１株当たり純資産額 10,545円70銭

１株当たり当期純利益1,060円71銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

                 1,038円55銭
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(その他) 

 

該当事項はありません。 

 


