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１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 9,318 (46.8) 907 (44.0) 908 (57.1)

17年３月期 6,345 (31.9) 630 (106.3) 578 (84.6)

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 1,130 (99.6) 19,887 85 18,440 52 18.1 12.6 9.8

17年３月期 566 (81.1) 21,768 80 19,851 84 16.7 14.0 9.1

（注）①期中平均株式数 18年３月期 54,829.03株 17年３月期 25,029.58株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

④平成17年６月30日現在の株主に対し、平成17年８月19日付けで普通株式１株を２株に分割しております。

 　　 ⑤１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定にあたっては、期中平均株式数を用いて

おります。なお、平成18年３月期の期中平均株式数については、平成17年６月30日を基準日とする株式分割が期

首に行われたものとして計算しております。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 1,500 00 750 00 750 00 82 7.5 1.2

17年３月期 4,000 00 0 00 4,000 00 108 18.4 1.9

 

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 7,915 6,738 85.1 119,861 87

17年３月期 6,538 5,760 88.1 211,915 89

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 55,888.8株 17年３月期 27,079.70株

②期末自己株式数 18年３月期 7.2株 17年３月期 3.3株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 5,700 400 200 750 00 　― 　―

通　期 13,400 1,340 790 　― 750 00 1,500 00
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（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　14,129円65銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の39、40ページを参照して下さい。

１株当たり情報の遡及修正値

　当社は平成17年６月30日を基準日とし１：２の割合で株式分割を実施いたしました。平成17年３月期の各１株当たり情

報に当該株式分割に伴う影響を加味し遡及修正を行った数値は以下のとおりです。

 

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
１株当たり株主資本 １株当たり配当金

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

17年３月期 10,884 40 9,925 92 105,957 95 2,000 00
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経営成績及び財政状況

（1）経営成績

当期の売上高は前期比46.8％増の9,318百万円となりました。売上区分別の営業活動の状況は以下のとおりです。

（単位：百万円、％）

区分 前期 当期 増減率

 広告 3,354百万円 4,351百万円 29.7％

 課金コンテンツサービス 2,035百万円 2,645百万円 30.0％

 ブロードバンドサービス 615百万円 763百万円 24.2％

 ＥＣ  109百万円 740百万円 576.9％

 その他 231百万円 817百万円 253.7％

 売上高合計 6,345百万円 9,318百万円 46.8％

■広告売上

　当期の広告売上は前期比29.7％増の4,351百万円、全社売上高に占める割合は46.7％となりました。大手企業のイン

ターネット媒体への広告出稿意欲は旺盛で、広告主のスポンサードによる“タイアップ記事広告”や動画技術を用い

た“リッチメディア広告”など付加価値の高い広告枠の販売が好調に推移し、一件当たりの広告受注額が増加するとと

もに、ユーザーの関心に合致した広告が表示される“リスティング広告”が、前期の伸び率を下回るものの、36.7％と

高い伸びを示したことが売上増を牽引しました。

■課金コンテンツサービス

　当期の課金コンテンツサービス収入は、前期比30.0％増の2,645百万円、全社売上高に占める割合は28.4％となりまし

た。コミュニティーサービス“フレンズ”の売上は減収傾向が続く状況となりましたが、結婚情報マッチングサービ

ス“恋愛結婚”は、携帯電話対応や付加機能を導入したことで客単価がアップし増収を達成しました。またブロードバ

ンド時代の戦略コンテンツとして当社が注力するオンラインゲームは、課金方法を月額課金方式からアイテム課金方式

に切り替えたことが、ユーザーに受け入れられ、増収並びに収益性の改善を図ることができました。音楽関連事

業“Excite Music”は、携帯電話ユーザー向けの音楽ダウンロードサービスを中止に売上を伸ばしました。課金コンテ

ンツサービス収入の内訳は次のとおりです。

区分 前期 当期 増減率

 フレンズ 1,235百万円 992百万円 △19.6％ 

 恋愛結婚 135百万円 188百万円 39.0％ 

 オンラインゲーム 321百万円 658百万円 104.8％ 

 音楽関連 294百万円 761百万円 158.7％ 

 その他 47百万円 43百万円 △9.3％ 

 課金コンテンツサービス合計 2,035百万円 2,645百万円 30.0％ 

■ブロードバンドサービス

　当期のブロードバンドサービス収入は前期比24.2％増の763百万円、全社売上高に占める割合は8.2％となりました。

当収入には、当社がインターネット接続サービスの契約者から得るプロバイダー料金と、契約時にブロードバンド回線

（NTT Bフレッツ）を斡旋した際に、回線事業者（NTT）から当社に支給される斡旋手数料による収入が計上されていま

すが、当会計期間は契約者数の増加を図ることができましたが、ブロードバンド回線の斡旋件数は減少しました。これ

はインターネットユーザーが接続サービス及び回線を契約する際に、回線事業者の積極的な販売促進活動によって、直

接、回線事業者に回線の申し込みを行うようになったためと思われます。また、これまでユーザーはプロバイダー料金

と回線料金をそれぞれの事業者に別々に支払っていましたが、期中より当社はそれら料金を併せて支払うことのできる

サービスを導入したことが奏効し増収につながりました。

■ＥＣ

　当期よりＥＣ事業を本格的に展開しはじめたことに伴い、前期まで「その他」に計上していたＥＣ事業に係る売上を、

当期より区分掲記して表示することにいたしました。このため前期との売上金額の比較を可能とすべく、前期の「その

他」売上を遡及修正しております。当期のＥＣ売上は、前期比576.9％増の740百万円となりました。当期は、EC事業と

して取り扱った韓国人気俳優の写真集及びDVD（１セット9,980円）が、当第1四半期を中心に約４万セットの販売を記録

するとともに、期後半からは女性服飾品のネット通信販売を開始するなど、積極的な販売活動を行いました。
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■その他

　当期のその他売上（前述のとおり区分掲記変更のため前期の数値を遡及修正しています）は前期比253.7％増の817百

万円となりました。当期は、美容サロン向け事業などの新規ビジネスの売上、システム関連の受託開発に係る売上、大

手広告代理手店の株式会社博報堂と共同でファンクラブサイトを展開しその運営にて得た会費収入を、当売上区分に計

上しました。

 用語解説：

[リスティング広告] ポータルサイトが提供する主要なサービスの一つである検索機能をユーザーが利用する際に、入力

されたキーワード（語句）に関連する広告が、検索結果と共に表示される。広告主はキーワードを指定して自社の広告

が表示することができる。また、表示した広告がユーザーにクリックされてはじめて広告費用が発生する料金体系となっ

ているため効率的な広告手法として人気を集めている。また他の広告媒体に比べて小さな予算で広告展開できることか

ら、広告主となる対象の裾野が広い。

[アイテム課金] オンラインゲームの料金体系には、ゲームに参加するために月々定額の料金を支払う「月額課金モデ

ル」と、ゲームの参加は無料でゲーム中にて販売するアイテム（武器や服装、エネルギーなど）を買うときに料金を支

払う「アイテム課金モデル」がある。

[ＥＣ] Electronic Commerce の略で「電子商取引」と訳される。インターネットを使った通信販売のこと。

 収益及び費用の状況

　当期の売上原価は前期比66.6％増の3,471百万円となりました。当期より商材の仕入原価を伴うＥＣ事業を本格的には

じめたことが増加の要因となりました。また、オンラインゲーム事業の積極的な展開に伴いゲームタイトルの権利金償

却費やゲームタイトル権利者との収益配分による費用が増加しました。またブロードバンドサービスの接続料金と回線

料金を併せて徴収するサービスを導入したことに伴い、回線部分の仕入原価が新たな売上原価となりました。一方、広

告制作費用は、広告売上増加の状況にありながら、内製化により減少させることができました。これらの結果、当期の

売上総利益は前期比37.2％増の5,847百万円となりました。売上総利益率は、上記のとおり売上原価構成の変化等の影響

で、同4.5ポイント減の62.7％となりました。

　販売費及び一般管理費は、前期比36.0％増の4,939百万円となりました。販売手数料（広告代理店手数料）がインター

ネット広告の販売増及び代理店販売の比率が高まったことにより増加しました。またEC事業をはじめとする新規ビジネ

スのための組織構築や、業容拡大に伴う人員の強化によって人件費（給与手当、福利厚生費、賞与、役員報酬等）が増

加しました。当期末の従業員数は前期末に比べ48人増の168人となっております。これら人的体制の整備に加えて、当期

はオンラインゲーム事業に係るカスタマーサポートやＥＣ事業に付随する物流費用などサービスの充実に伴って発生す

る業務委託費が増加しました。広告宣伝費や販売促進費につきましても、新規ビジネスのプロモーションを中心に積極

的に進めたことにより増加しました。以上の結果、当期の営業利益は前期比44.0％増の907百万円となりました。売上高

営業利益率は、先行投資的費用を計上した結果、前期に比べ0.2ポイント減の9.7％となりました。

　営業外損益につきましては、期中に実施した株式分割に係る新株発行費用を計上しましたが、前期のような上場準備

費用の計上もなく、また前期末時点ですでに短期借入金を完済しているため支払利息の計上もありませんでした。よっ

て当期の経常利益は前期比57.1％増の908百万円となりました。

　法人税は税務上の繰越欠損金が繰越欠損金控除前の課税所得を上回っているため発生しておりません。また、当会計

期間より税効果会計における繰延税金資産を認識することになりましたので、法人税等調整額を△217百万円計上いたし

ました。以上により、当期の当期純利益は前期比99.6％増の1,130百万円となりました。

（2）財政状態

資産及び負債の主な変動内容は以下のとおりです。

【現金及び預金】 前期末比2,318百万円減の2,215百万円

売上増及び業容拡大による運転資金需要の増大や子会社設立及び業務提携先企業への出資に資金を支出したため減少し

ました。

【売掛金】 前期末比1,018百万円増の2,238百万円

売上増に伴い増加しました。

【繰延税金資産】 当期新たに流動資産及び固定資産に繰延税金資産を計上しました。短期、長期合わせて222百万円と

なります。将来に渡って安定的な収益が見込めるため税効果会計における繰延税金資産を認識することになりました。

【営業貸付金】 当期に200百万円を新規計上

オンラインゲームの開発会社に開発資金を融資しました。
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【権利金】 前期末比190百万円増の342百万円

オンラインゲームの営業権を取得しました。

【ソフトウェア】 前期末比258百万円増の302百万円

ブログシステムや音楽関連事業のシステム開発に要した費用です。

【投資有価証券】 前期末比672百万円増の675百万円

 中国でインタラクティブTV事業を展開するExcel Mobile Investmentへ423百万円を出資（出資比率19.0％）

 金融情報サイトの運営する（株）ADVFNジャパンへ250百万円を出資（出資比率14.4％）

【関係会社株式】 前期末比594百万円増の759百万円

 ゴルフ情報サイトを運営する（株）パー七十二プラザへ100百万円を出資（出資比率21.7％）

  中国に向けてオンラインゲームを配信するPrima Intergame ICT Sdn Bhdへ50百万円の出資（出資比率30.0％）

  アフィリエイト広告事業を営む（株）クロスネットワークの子会社化に90百万円を出資（出資比率60.0％）

  ＮＴＴレゾナント株式会社と合弁でカテゴリー検索のサービス会社（株）クロスリスティングを設立、99百万円を　

出資（出資比率66.6％）

  株主会社オリエントコーポレーション及び伊藤忠商事株式会社と合弁で金融サービス会社エキサイトクレジット（株）

を設立、255百万円を出資（出資比率51.0％）

【買掛金】 前期末比245百万円増の636百万円

事業活動の増大により増加しました。

（3）次期の見通し

平成18年３月期連結決算短信「３．経営成績及び財政状態 （3）次期の見通し」をご参照ください。

単体ベースの業績予想は以下のとおりです。

 平成19年３月期 中間期予想

 当中間期実績 次期中間期予想 予想増減率

 売上高 4,254百万円 5,700百万円 34.0％ 

 　広告 2,006百万円 2,500百万円 24.6％ 

 　課金コンテンツサービス 1,171百万円 1,600百万円 36.6％ 

 　ブロードバンドサービス 312百万円 500百万円 60.3％ 

 　ＥＣ 523百万円 600百万円 14.7％ 

 　その他 241百万円 500百万円 107.5％ 

 営業利益 324百万円 400百万円 23.5％ 

 経常利益 323百万円 400百万円 23.8％ 

 中間純利益 502百万円 200百万円 △60.2％ 

 １株当たり中間純利益 9,220円95銭 3,577円13銭 △61.2％ 

 平成19年３月期 通期予想

 当期実績 次期予想 予想増減率

 売上高 9,318百万円 13,400百万円 43.8％ 

 　広告 4,351百万円 5,500百万円 26.4％ 

 　課金コンテンツサービス 2,645百万円 3,700百万円 39.9％ 

 　ブロードバンドサービス 763百万円 1,100百万円 44.2％ 

   ＥＣ 740百万円 1,500百万円 102.7％ 

 　その他 817百万円 1,600百万円 95.8％ 

 営業利益 907百万円 1,340百万円 47.7％ 

 経常利益 908百万円 1,340百万円 47.6％ 

 当期純利益 1,130百万円 790百万円 △30.1％ 

 １株当たり当期純利益 19,887円85銭 14,129円65銭 △29.0％ 

配当予想に関しましては、平成18年３月期連結決算短信の10、11ページ「３.経営成績及び財政状況（3）次期の見通し」

を参照ください。
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＊平成18年３月期の通期決算より、これまで売上区分「その他」に含まれていた「ＥＣ」売上を別掲して表示しています。

※業績予想に関する留意事項

本資料に掲載されている通期の業績予想やその他の将来の見通しに関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報や社

内機密的に設定している経営計画並びに将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定等を前提とした当社経営陣

による判断に基づいています。実際の業績は、今後の様々な要因によって異なる可能性があることをご承知置きください。
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(1）貸借対照表

 
 

第８期
（平成17年３月31日）

第９期
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   4,533,480   2,215,179   

２．売掛金   1,219,951   2,238,851   

３．営業貸付金   －   200,000   

４．商品   3,181   160,473   

５．貯蔵品   170   108   

６．前払金   74,354   195,021   

７．前払費用   40,334   85,352   

８．繰延税金資産   －   204,747   

９．その他   8,754   63,613   

貸倒引当金   △16,271   －   

流動資産合計   5,863,956 89.7  5,363,347 67.7 △500,608

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  92,097   123,920    

減価償却累計額  26,764 65,332  39,205 84,714   

(2）構築物  42,203   43,928    

減価償却累計額  21,101 21,101  35,360 8,567   

(3）工具器具備品  239,376   273,670    

減価償却累計額  146,638 92,738  179,846 93,824   

有形固定資産合計   179,172 2.8  187,106 2.4 7,933

２．無形固定資産         

(1）権利金   152,432   342,521   

(2）ソフトウェア   44,457   302,908   

(3）ソフトウェア仮勘定   945   51,632   

(4）電話加入権   924   924   

無形固定資産合計   198,759 3.0  697,986 8.8 499,227

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   3,500   675,818   

(2）関係会社株式   164,150   759,050   

(3）長期前払費用   4,754   16,448   

(4）繰延税金資産   －   17,829   

(5）敷金保証金   123,977   197,790   

投資その他の資産合計   296,381 4.5  1,666,935 21.1 1,370,554

固定資産合計   674,313 10.3  2,552,029 32.3 1,877,715

資産合計   6,538,270 100.0  7,915,376 100.0 1,377,106
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第８期
（平成17年３月31日）

第９期
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

流動負債         

１．買掛金 ※１  390,365   636,136   

２．未払金   173,707   247,619   

３．未払費用   162,794   204,846   

４．未払法人税等   23,818   18,037   

５．未払消費税等   20,069   21,582   

６．預り金   －   47,364   

７．前受収益   －   853   

８．その他   7,495   －   

流動負債合計   778,251 11.9  1,176,440 14.9 398,189

負債合計   778,251 11.9  1,176,440 14.9 398,189

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  2,206,000 33.7  2,219,433 28.0 13,433

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  2,492,000   2,505,433    

２．その他資本剰余金         

資本金及び資本準備金減
少差益

 134,881   134,881    

資本剰余金合計   2,626,881 40.2  2,640,315 33.4 13,433

Ⅲ　利益剰余金         

１．利益準備金  8,604   8,604    

２．当期未処分利益  922,540   1,882,200    

利益剰余金合計   931,145 14.3  1,890,804 23.9 959,659

Ⅳ　その他有価証券
　　評価差額金

  － －  △6,818 △0.1 △6,818

Ⅴ　自己株式 ※３  △4,008 △0.1  △4,800 △0.1 △792

資本合計   5,760,018 88.1  6,738,936 85.1 978,917

負債資本合計   6,538,270 100.0  7,915,376 100.0 1,377,106
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(2）損益計算書

 
 

第８期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   6,345,563 100.0  9,318,252 100.0 2,972,689

Ⅱ　売上原価   2,083,728 32.8  3,471,134 37.3 1,387,405

売上総利益   4,261,834 67.2  5,847,118 62.7 1,585,284

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．広告宣伝費  291,105   320,370    

２．販売手数料  432,238   590,628    

３．販売促進費  134,722   190,495    

４．業務提携料  263,903   362,583    

５．ロイヤリティ  293,687   369,216    

６．貸倒引当金繰入額  728   －    

７．役員報酬  44,901   64,943    

８．給料手当  729,566   1,084,834    

９．福利厚生費  84,280   122,329    

10．賞与  128,334   153,726    

11．退職給付費用  14,612   26,485    

12．業務委託費  567,282   827,275    

13．減価償却費  58,241   71,652    

14．ソフトウェア償却費  15,529   53,716    

15．事務所家賃  －   156,456    

16．その他  572,030 3,631,164 57.2 544,421 4,939,134 53.0 1,307,969

営業利益   630,669 9.9  907,984 9.7 277,314

－ 9 －



 
 

第８期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息 ※１ 2,447   4,160    

２．その他  316 2,763 0.0 3,373 7,533 0.1 4,769

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  1,252   －    

２．新株発行費  19,635   2,891    

３．株式公開関連費用  34,345   －    

４．コミットメントライン
　　手数料

 － 55,232 0.9 4,000 6,891 0.1 △48,341

経常利益   578,201 9.1  908,627 9.7 330,425

Ⅵ　特別利益         

貸倒引当金戻入益  － － － 16,271 16,271 0.2 16,271

Ⅶ　特別損失         

固定資産除却損 ※２ 467   553    

減損損失 ※３ － 467 0.0 6,000 6,553 0.1 6,085

税引前当期純利益   577,733 9.1  918,344 9.8 340,611

法人税、住民税及び事業
税

 11,470   5,810    

法人税等調整額  － 11,470 0.2 △217,896 △212,086 △2.3 △223,556

当期純利益   566,263 8.9  1,130,431 12.1 564,167

前期繰越利益   356,276   792,821  436,544

中間配当額   －   41,053  41,053

当期未処分利益   922,540   1,882,200  959,659

         

－ 10 －



売上原価明細書

  
第８期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　情報提供料 １ 475,714 22.8 563,879 16.3 88,165

Ⅱ　ホスティング・フィー ２ 341,878 16.4 395,603 11.4 53,725

Ⅲ　オンラインゲーム原価 ３ 303,691 14.6 483,061 13.9 179,370

Ⅳ　ブロードバンド原価 ４ 254,527 12.2 390,608 11.3 136,080

Ⅴ　広告制作費用  236,410 11.4 177,254 5.1 △59,155

Ⅵ　サービス提供料 ５ 100,329 4.8 108,678 3.1 8,349

Ⅶ  ＥＣ売上原価 ６ 66,623 3.2 473,005 13.6 406,382

Ⅷ　その他  304,554 14.6 879,042 25.3 574,487

売上原価  2,083,728 100.0 3,471,134 100.0 1,387,405

　（注）１．情報提供料は当社サイト上に掲載するコンテンツの購入費用であります。

２．ホスティング・フィーは当社サイトのシステム運営費用であります。

３．オンラインゲーム原価はオンラインゲームの運営費用及び権利金の償却費、ゲームの権利元へのレベニュー

シェアであります。

４．ブロードバンド原価は当社ブロードバンドサービス「BB.excite」のインフラ費用であります。

５．サービス提供料はフリーメールやチャット及びサーチサービスなどの運営費用であります。

６．当期よりＥＣ売上原価を区分掲記しています。これに伴い前期の数値につきましては、当期の売上原価区分

に従って遡及修正した数値を計上しています。前期まで、「ＥＣ売上原価」は「その他」に計上されていま

した。
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(3）キャッシュ・フロー計算書

 
 

第８期
（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）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

  

税引前当期純利益  577,733

減価償却費  58,241

権利金償却費  55,595

ソフトウェア償却費  15,529

貸倒引当金の増減額（減
少:△）

 △970

受取利息  △2,447

支払利息  1,252

新株発行費  19,635

株式公開関連費用  34,345

固定資産除却損  467

売上債権の増減額
（増加:△）

 △408,955

たな卸資産の増減額（増
加:△）

 △3,188

前払金の増減額
（増加:△）

 △62,846

前払費用の増減額
（増加:△）

 △2,063

その他の流動資産の増減
額（増加:△）

 △3,127

仕入債務の増減額
（減少:△）

 133,092

未払金の増減額
（減少:△）

 26,370

未払法人税等の増減額
（減少:△）

 18,008

未払消費税等の増減額
（減少:△）

 17,823

未払費用の増減額
（減少:△）

 15,975

その他の流動負債の増減
額（減少:△）

 △5,956

役員賞与の支払額  △15,300

小計  469,215

利息の受取額  2,447

利息の支払額  △673

法人税等の支払額  △6,609

営業活動による
キャッシュ・フロー

 464,379

－ 12 －



 
 

第８期
（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）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

  

有形固定資産の取得によ
る支出

 △110,954

無形固定資産の取得によ
る支出

 △63,410

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △3,500

関係会社株式の取得によ
る支出 

 △164,150

敷金保証金の差入による
支出 

 △39,645

敷金保証金の回収による
収入

 50

その他の投資活動による
収入（支出:△）

 △4,754

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △386,365

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

  

短期借入金の増減額（減
少:△）

 △160,000

株式の発行による収入  4,257,365

自己株式の取得による支
出

 △4,002

配当金の支払額  △70,748

株式公開関連費用  △34,345

財務活動による
キャッシュ・フロー

 3,988,269

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

 4,066,283

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 467,196

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

※ 4,533,480
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(4）利益処分案

  
第８期

株主総会承認日
（平成17年６月23日）

第９期
株主総会承認予定日
（平成18年６月23日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   922,540  1,882,200 959,659

Ⅱ　利益処分額       

１．配当金  108,318  41,916   

２．役員賞与金  21,400 129,718 40,000 81,916 △47,802

Ⅲ　次期繰越利益   792,821  1,800,283 1,007,462
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重要な会計方針

項目
第８期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評

価方法

(1）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。

(2）その他有価証券

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。

(1）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。

(2）その他有価証券

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。

２．たな卸資産の評価基準及び

評価方法

(1）商品

総平均法による原価法を採用しており

ます。

(1）商品

同左

 (2）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用し

ております。 

(2）貯蔵品

 同左

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）及び構築物に

ついては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　　３～18年

構築物　　　　　　　　　　３年

工具器具備品　　　　　２～15年

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 (2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、権利金については契約期間（３

年）に基づいております。また、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）に

基づいております。

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、権利金については契約期間（３

年）に基づいております。また、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（３～５

年）に基づいております。

４．繰延資産の処理方法 新株発行費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

新株発行費

同左

５．引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えて、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。

貸倒引当金

同左

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、且つ、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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項目
第８期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

８．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

第８期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

  当期より、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」（企業会計基準適用指針第６号　

平成15年10月31日）を適用しております。

　これにより税引前当期純利益が6,000千円減少しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

－ 16 －



表示方法の変更

第８期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（損益計算書）

　前期まで区分掲記しておりました「為替差益」（当期0

千円）は営業外収益の総額の100分の10以下となったため、

営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

（損益計算書）　

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

第８期
（平成17年３月31日）

第９期
（平成18年３月31日）

※１．区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次のとおりであります。

※１．　　　　　　　──────

買掛金 63,783千円   

※２．会社が発行する株式の総数 普通株式　94,000株

発行済株式総数 普通株式　27,083株

※２．会社が発行する株式の総数 普通株式　188,000株

発行済株式総数 普通株式 　55,896株

※３．自己株式の保有数 普通株式　　3.3株 ※３．自己株式の保有数 普通株式　　　7.2株

　４．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当期末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

　４．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当期末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額総額 2,500,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,500,000千円

当座貸越極度額総額      2,500,000千円

借入実行残高 －千円

差引額      2,500,000千円

　５．平成14年６月28日開催の定時株主総会において、下

記の欠損てん補を行っております。

　５．　　　　　　　──────

資本準備金 210,000千円

（損益計算書関係）

第８期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．受取利息には、関係会社からのものが、2,432千円

含まれております。

※１．受取利息には、関係会社からのものが、4,157千円

含まれております。

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 106千円

工具器具備品 360千円

合計 467千円

 ※３．　　　　　　　──────

建物    128千円

工具器具備品    425千円

合計    553千円

 ※３．当事業年度において、当社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。

用途 種類 場所

 ゲームの使用権 権利金 本社（東京都渋谷区）

 　当社は、遊休状態にある資産について当該資産単独で資

産のグルーピングをしております。

　将来キャッシュフローが見込めない資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（6,000千円）として特別損失に計上しました。その内訳

は、権利金6,000千円であります。

　 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額

により測定しております。正味売却価額は、個別に売却可

能価額を見積もり算定しております。 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

第８期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※　　　　　　　　　──────
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第８期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（平成17年３月31日現在）

現金及び預金勘定 4,533,480千円

現金及び現金同等物 4,533,480千円
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①　リース取引

第８期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18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

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 709,421 388,007 321,413

ソフトウェア 163,217 132,798 30,418

合計 872,638 520,806 351,832

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 406,125 200,153 205,971

ソフトウェア 228,448 60,110 168,337

合計 634,573 260,263 374,309

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 123,204千円

１年超 235,439千円

合計 358,643千円

１年以内 147,180千円

１年超 229,884千円

合計 377,064千円

(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

支払リース料 192,297千円

減価償却費相当額 181,301千円

支払利息相当額 7,497千円

支払リース料 167,285千円

減価償却費相当額 161,000千円

支払利息相当額 5,910千円

(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。

(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との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(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との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。
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②　有価証券

第８期（平成17年３月31日）

 １．その他有価証券で時価があるもの

 　　　　　 該当事項はありません。

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

３．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

種類
第８期（平成17年3月31日）

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

  非上場株式 3,500

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

該当事項はありません。

第９期（平成18年３月31日）

連結財務諸表に記載しております。

　なお、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。

③　デリバティブ取引

第８期（自平成16年４月１日至平成17年３月31日）

　当社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。

第９期（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）

連結財務諸表に記載しております。
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④　退職給付

第８期（平成17年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として厚生年金基金制度を設けております。なお、当社が加入する全国情報サー

ビス産業厚生年金基金は昭和57年２月に設立され、当社は第３期中（平成11年６月）より加入しました。

２．退職給付債務に関する事項

該当事項はありません。

３．退職給付費用の内訳

退職給付費用 14,612千円

勤務費用 14,612千円

　（注）　当社の加入する厚生年金基金制度は総合設立であって、自社の拠出に対応する年金資産を合理的に

計算することができないため、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として計上しております。

なお、当該年金基金の年金資産総額のうち、平成17年３月31日現在の掛金拠出割合を基準として計

算した当社分の年金資産額は、345,997千円であります。

第９期（平成18年３月31日）

 連結財務諸表に記載しております。
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⑤　税効果会計

第８期
（平成17年３月31日）

第９期
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産   

繰越欠損金 874,105千円

未払費用 70,340千円

その他 16,774千円

評価性引当額 △961,220千円

繰延税金資産の純額 －千円

（流動の部）   

繰延税金資産   

繰越欠損金 91,365千円

未払費用 62,003千円

未払事業税 8,724千円

未払事業所税 1,953千円

その他 40,700千円

繰延税金資産合計 204,747千円

将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して計

算される繰延税金資産については、将来の課税所得の

発生を合理的に見積もることができないため、計上し

ておりません。

（固定の部）   

繰延税金資産   

減価償却超過額 10,707千円

減損損失 2,442千円

有価証券評価差額金 4,679千円

繰延税金資産合計 17,829千円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
5.4％

住民税均等割 1.0％

評価性引当額 2.4％

税務上の繰越欠損金の利用 △48.4％

その他 0.9％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
2.0％

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
3.8％

住民税均等割 0.6％

評価性引当額の戻入 △21.8％

税務上の繰越欠損金の利用 △46.4％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
△23.1％

⑥　持分法損益等

第８期
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

 第９期
 （自平成17年４月１日
 至平成18年３月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 164,150  ──────

 

 

 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 149,959

持分法を適用した場合の投資損失の金額

（千円）

14,190
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⑦　関連当事者との取引

第８期（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
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
伊藤忠商事

株式会社

東京都

港区
202,241 総合商社

(被所有)

直接

66.09％

間接

2.57％

兼任

４人

業務支

援

商標等

の使用

資金寄

託取引

ロイヤリティ 293,687
買掛金 63,783

売上原価 16,530

資金の寄託 1,589,403
流動資産

その他
－

受取利息 2,432
流動資産

その他
－

　（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

ロイヤリティについては両社が協議して決定した契約上の料率に基づき支払っております。

資金の寄託については、グループファイナンスの基本契約に基づいて行っており、金利については、市場金

利を勘案し、両者協議の上で個別に決定しております。また、資金の寄託の取引金額については期中平均残

高を記載しております。

 第９期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

 連結財務諸表に記載しております。
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（１株当たり情報）

第８期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 211,915円89銭

１株当たり当期純利益金額 21,768円80銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
19,851円84銭

１株当たり純資産額 119,861円87銭

１株当たり当期純利益金額 19,887円85銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
18,440円52銭

 当社は、平成17年８月19日付けで普通株式１株を２株に分

割しております。なお、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前期における１株当たりの情報について

は、それぞれ以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 105,957円95銭

１株当たり当期純利益金額 10,884円40銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
9,925円92銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

項目
第８期

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 566,263 1,130,431

普通株主に帰属しない金額（千円） 21,400 40,000

（うち利益処分による役員賞与金）

（千円）
(21,400) （40,000）

普通株式に係る当期純利益（千円） 544,863 1,090,431

普通株式の期中平均株式数（株） 25,029.58 54,829.03

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 2,416.94 4,303.35

（うち新株予約権（株）） (2,416.94) （4,303.35）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要

該当なし 該当なし
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（重要な後発事象）

第８期
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

第９期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．新株予約権の行使

　平成14年12月19日の臨時株主総会決議に基づき付与した

第１回普通株式新株予約権の一部について、平成17年５

月31日時点において、以下のとおり権利行使が行われてお

ります。

１．新株予約権の行使

　平成15年10月10日の臨時株主総会決議に基づき付与した

第４回普通株式新株予約権の一部について、平成18年４

月30日時点において、以下のとおり権利行使が行われてお

ります。

(1）行使価額 30,460円　 

(2）増加した株式の種類及び数

 　　　普通株式 138株　 

(3）増加した資本金 2,101千円　 

(4）増加した資本準備金 2,101千円　 

(5）配当起算日 平成17年４月１日　 

２．新株予約権の付与

　平成17年６月23日開催予定の第８期定時株主総会におい

て、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株

主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権（第

６回）を発行することについて、以下のとおり決議いたし

ました。

(1）新株予約権の割当を受ける者

当社取締役及び従業員

(2）特に有利な条件（無償）をもって新株予約権の発行

を必要とする理由

当社の業績と当社が選択した新株予約権発行時に在

任又は在籍する当社の取締役及び従業員（以下、総

称して「対象者」という。）の受ける利益とを連動

させることにより、対象者の利益と株主の利益を可

及的に一致させ、当社の業績向上に対する意欲や士

気をより一層高めるとともに優秀な人材を確保する

ことにより当社の健全な経営と着実な発展を図るこ

とを目的とし、対象者に対しストックオプションと

して無償で新株予約権を発行する。

(3）新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式（以下「当社株式」という。）とし、

新株予約権の目的となる株式数は、払込価額（(6)

において定義する。）にその時点において対象者が

行使請求した新株予約権の数を乗じて得られた額を

その時々における行使価額（（6）において定義す

る。）で除した数（但し、この場合に、0.01株未満

の端数が生ずるときは、切り捨てる。）とし、当初

は新株予約権１個あたり１株とし、新株予約権の目

的たる株式の総数は240株を上限とする。

(4）発行する新株予約権の総数

240個を上限とする。

（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は１株。

但し、(3）の規定により調整された場合は調整後の

株式数によるものとする。）

(1）行使価額 18,000円　 

(2）増加した株式の種類及び数

 　　　普通株式 22株　 

(3）増加した資本金 198千円　 

(4）増加した資本準備金 198千円　 

(5）配当起算日 平成18年４月１日　 

 ２．株式取得による会社等の買収

 (1）概要及び目的

 　当社は、株式会社オンネットジャパンが実施する第

三者割当増資の引き受けに関する契約を平成18年３月

22日に締結し、平成18年４月12日に取引を実施しまし

た。

　株式会社オンネットジャパンとは次世代Web技術の

ローカライズやマーケティングで協業し、ソフトウェ

アの企画開発やサービス提供に係る運営・営業体制の

連携を目指しております

 (2）株式取得の相手会社の名称

 　　株式会社オンネットジャパン

 (3）株式取得の相手会社の事業内容及び規模

   a.事業内容

 インターネット技術に関する開発及びマーケティン

グ業務

 　b.規模（平成17年11月期現在）

資本金　　　　　　　　　　　　　　40,000千円

  　　 純資産　　　　　　　　　　　　　　14,083千円

 　　　総資産　　　　　　　　　　　　　　14,263千円

 　c.株式取得の時期

 　　　平成18年４月12日

 　d.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

 　　　取得する株式の数　 　　　　　　　　　4,165株

 　　　取得価額　　　　　　　　　　　　　49,980千円

 　　　持分比率　　　　　　　　　　　　　　 51.01％
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(5）新株予約権の発行価額

無償とする。

(6）新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

①　新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額

は、当社が対象者に対して新株予約権を発行する

日（以下「発行日」という。）の属する月の前月

の各日（取引が成立しない日を除く。）のジャス

ダック証券取引所における当社株式の普通取引の

終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満

の端数は切り上げる。但し、当該金額が発行日の

終値（終値がない場合はそれに先立つ直近日の終

値）を下回る場合には、当該終値とする（以下

「払込価額」という。）。なお、新株予約権の行

使に際して払込をなすべき１株当たりの額（以下

「行使価額」という。）は、当初払込価額とし、

行使価額は、②以下の規定にしたがい調整される

ものとする。

②　(ⅰ）新株予約権発行後、当社が当社株式につき

株式分割又は株式併合を行う場合は、次の

算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割又は併合の比率

(ⅱ）新株予約権発行後、当社が時価を下回る価

額で当社株式につき新株式の発行又は自己

株式を処分（新株予約権の行使により新株

式を発行又は自己株式を処分する場合を除

く）を行う場合は、次の算式により行使価

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

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

既発行

株式数
＋

新規発行株式数(又は処

分する自己株式数)
×

１株当たり払込金額(又は

１株当たりの処分価額)

新株式発行（又は自己株式処分）前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数（又は処分する自己株式数）

また、その時点における行使価額を下回る

価額により新株式の発行又は自己株式の移

転を受けることができる新株予約権又は新

株予約権が付された新株予約権付社債の発

行が行われる場合にも上記調整式によって

調整される。

③　(ⅰ）②(ⅱ）後段の場合、②(ⅱ）前段の調整式

における１株当たりの「払込金額」又は「処

分価額」は、当該新株予約権を行使した場

合の１株当たりの新株式の発行価額（商法

第280条ノ20第４項の定義による。以下同様

とする。）又は自己株式の処分価額（当該

新株予約権の発行価額と当該新株予約権の

行使の際の払込額の合計額をいう。以下同

様とする。）をいう。
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第８期
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(ⅱ）②(ⅱ）前段の調整式において、「既発行株

式数」とは、株主割当日がある場合はその

日、株主割当がない場合は調整後の行使価

額を適用する日の前日における、当社の発

行済普通株式総数をいうものとする。但し、

当社の保有する自己株式数は含まないもの

とする。

④　②及び③の規定にかかわらず、調整の結果得られ

た行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未

満にとどまるときは、行使価額の調整はこれを行

わない。但し、その後に行使価額を調整する場合

には、この差額を算入した価額を調整前行使価額

とするものとする。

⑤　(ⅰ）当社が他社と新設合併又は吸収合併を行う

場合において、合併契約書により新株予約権を新

設会社又は存続会社に承継することが認められた

とき、(ⅱ）当社が会社分割を行う場合において、

分割によって設立された会社若しくは分割によっ

て営業を承継する会社が新株予約権にかかる当社

の義務を承継する場合、又は(ⅲ）株式交換若し

くは株式移転を行う場合、その他これらの場合に

準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は

必要と認める行使価額の調整を行う。

(7）新株予約権を行使することができる期間

平成19年６月24日から平成27年６月22日まで。但し、

新株予約権の行使の条件又は当社と対象者との間で

締結される新株予約権の割当に関する契約により、

行使期間中における新株予約権の行使が制限される

ことがある。

(8）新株予約権の行使の条件

①　対象者は、以下の区分に従って新株予約権を行使

することとする。なお、各区分において行使可能

な新株予約権の数が１個未満となる場合は小数第

１位を四捨五入するものとする。

(ⅰ）対象者のうち新株予約権付与時点において当社

が定める当社の取締役又は従業員である者（以

下総称して「対象幹部社員」という。）につい

ては、

Ａ．平成19年６月24日から平成20年６月23日まで

は、当初の新株予約権の数の25％について権

利を行使することができる。

Ｂ．平成20年６月24日から平成21年６月23日まで

は、すでに行使済みを含めて当初の新株予約

権の数の50％までについて権利を行使するこ

とができる。
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Ｃ．平成21年６月24日から平成22年６月23日まで

は、すでに行使済みを含めて当初の新株予約

権の数の75％までについて権利を行使するこ

とができる。

Ｄ．平成22年６月24日から平成27年６月22日まで

は、新株予約権の数のすべてについて権利を

行使することができる。

(ⅱ）対象者のうち新株予約権付与時点において対象

幹部社員以外の当社の従業員である者（以下

「対象従業員」という。）については、

Ａ．平成19年６月24日から平成19年12月23日まで

は、当初の新株予約権の数の25％について権

利を行使することができる。

Ｂ．平成19年12月24日から平成20年12月23日まで

は、すでに行使済みを含めて当初の新株予約

権の数の50％までについて権利を行使するこ

とができる。

Ｃ．平成20年12月24日から平成21年12月23日まで

は、すでに行使済みを含めて当初の新株予約

権の数の75％までについて権利を行使するこ

とができる。

Ｄ．平成21年12月24日から平成27年６月22日まで

は、新株予約権の数のすべてについて権利を

行使することができる。

②　対象者は、新株予約権の行使時においても、当社、

当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、又は

従業員（顧問を含む）の地位（以下「権利行使資

格」という。）を保有していることを要し、③の

適用がある場合を除き、対象者は権利行使資格の

喪失と同時に権利行使資格の喪失時点において有

していた新株予約権のすべてを放棄するものとす

る。

③　②の規定にかかわらず、対象者が以下の各号の原

因により権利行使資格を喪失した場合、対象者は、

資格喪失日において行使可能であった新株予約権

を行使することができる。その場合の権利行使の

期間は、平成19年６月23日までに権利行使資格を

喪失した場合は平成19年９月23日まで、平成19年

６月24日以降に権利行使資格を喪失した場合は、

権利行使資格喪失後３ヶ月を経過する日までとす

る。

(ⅰ）重度の心身の障害による執務不能

(ⅱ）定年による退職

(ⅲ）業務命令による子会社又は関連会社以外の会社

への転籍
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④　対象者が平成19年６月24日以降に死亡により権利

行使資格を喪失した場合、対象者の相続人は、資

格喪失後６ヶ月を経過する日までの期間に限り、

資格喪失日において行使可能であった新株予約権

を行使することができる。なお、対象者が平成19

年６月23日までに死亡により権利行使資格を喪失

した場合、対象者の相続人は新株予約権を行使で

きない。

⑤　対象者に、定款若しくは社内規則に違反する重大

な行為があった場合、又は権利行使資格の喪失の

前後を問わず、また、③に該当するか否かを問わ

ず、以下の各号のいずれかの場合に該当するとき

は、対象者は、以後新株予約権を行使することが

できないものとする。

(ⅰ）対象幹部社員たる当社の取締役が

Ａ．商法第254条ノ２に規定する欠格事由に該当

するに至った場合。

Ｂ．商法第264条に違反する競業取引を行った場

合。

Ｃ．商法第265条第１項各号記載の行為を行い、

当社に対して損害賠償責任を負うべき場合。

Ｄ．当社の事前の書面による承諾なしに当社と競

業し又は当社と競業関係にある会社の取締役、

監査役、従業員、顧問、相談役若しくはコン

サルタントに就任若しくは就職した場合。

Ｅ．禁固以上の刑に処せられた場合。

Ｆ．新株予約権を放棄した場合。

(ⅱ）対象幹部社員たる当社の従業員又は対象従業員が

Ａ．故意又は重大な過失によって当社に対して損

害を与えた場合。

Ｂ．当社の事前の書面による承諾なしに当社と競

業し又は当社と競業関係にある会社の取締役、

監査役、従業員、顧問、相談役又はコンサル

タントに就任又は就職した場合。

Ｃ．禁固以上の刑に処せられた場合。

Ｄ．新株予約権を放棄した場合。

⑥　当社は、対象者は１年間（１月１日から12月31日

までの期間をいう。）における新株予約権の行使

によって発行される株式の発行価額（自己株式の

処分をする場合には自己株式の処分価額）の合計

額が1,200万円を超えないように、新株予約権を

行使しなければならない旨を定めることができ、

かかる定めがある場合には、対象者はこれにした

がって新株予約権を行使しなければならない。
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⑦　対象者は、新株予約権の譲渡、質入れその他の処

分をすることができない。

⑧　本条に定める新株予約権行使の条件は、対象者よ

り新株予約権を承継した者（相続人を含む）にも

その性質に反しない限り適用される。

⑨　各新株予約権の一部行使はできないものとする

（新株予約権１個を最低行使単位とする）。

⑩　その他の条件については、平成17年６月23日開催

予定の当社第８期定時株主総会（以下「本総会」

という。）及び新株予約権発行にかかる取締役会

の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する

新株予約権の割当に関する契約に定めるところに

よる。

(9）新株予約権の消却事由及び条件

①　対象者が権利行使資格を喪失した場合、(８）③

又は④に規定された期間が経過した場合、(８）

⑤に該当する場合、又は(８）⑦に違反した場合、

当社は新株予約権を無償で消却することができる。

②　対象者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場

合は、当社は放棄された新株予約権を無償で消却

することができる。

③　当社は、平成23年６月24日以降はいつでも、未行

使の新株予約権を無償で消却することができる。

④　当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承

認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却

することができる。

⑤　当社が株式交換又は株式移転によって他社の完全

子会社となる株式交換契約書、又は株式移転の議

案が株主総会で承認された場合には、当社は無償

で新株予約権を消却できる。

⑥　本項に定める新株予約権の消却事由及び条件は、

対象者より新株予約権を承継した者（相続人を含

む）にもその性質に反しない限り適用される。

⑦　新株予約権の消却に関するその他の事項について

は、本総会及び新株予約権の発行にかかる取締役

会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結す

る新株予約権の割当に関する契約に定めるところ

による。

(10）新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要

する。
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３．株式の分割（無償交付）

　当事業年度終了後、平成17年５月19日開催の取締役

会において、株式の分割（無償交付）に関し、以下の

とおり決議いたしました。

(1）分割の目的

投資単位の引き下げによる投資家層の拡大や株式の

流動性の向上を促し、当社の適正株価の形成を目的

とする。

(2）分割の方法

平成17年６月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載された株主並びに端株原簿に記載又は記録さ

れた端株主の所有普通株式１株につき２株の割合を

もって分割する。なお、当該株式分割の効力発生日

は平成17年８月19日とする。

(3）分割により増加する株式数

平成17年６月30日最終の発行済株式数と同じ株式数

とする。

（注）株式分割により増加する株式数を具体的に明

記していないのは、本取締役会決議日から分割基準

日までの間にストックオプション（新株予約権）の

権利行使により発行済株式総数が増加する可能性が

あり、割当日現在の発行済株式総数が確定できない

ためであります。

(4）配当起算日　平成17年４月１日

(5）上記の株式分割に伴い、商法第218条第２項の規定

に基づき、当社定款上の「会社が発行する株式の総

数」について、現行の94,000株を94,000株増加させ、

188,000株に変更する。

(6）ストックオプション行使価額の調整

今回の株式の分割に伴い、商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づく、第１回から第５回まで

の各ストックオプション（新株予約権）の１株当た

りの行使価額は次のとおりとなる。

回号
株主総会の
特別決議日

調整後行使価額 調整前行使価額

第１回 平成14年12月19日 15,230円 30,460円

第２回 平成14年12月19日 15,230円 30,460円

第３回 平成15年６月26日 16,500円 33,000円

第４回 平成15年10月10日 18,000円 36,000円

第５回 平成16年６月24日 125,000円 250,000円
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(7）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１株当たり情報は、次のとおりとなる。

 第７期 第８期

１株当たり

純資産額
21,021.79円 105,957.95円

１株当たり

当期純利益金額
6,304.10円 10,884.40円

潜在株式調整後

１株当たり

当期純利益金額

－ 9,925.92円
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８．売上区分別の販売実績

区分 前期 当期 増減率

 広告 3,354百万円 4,351百万円 29.7％

 課金コンテンツサービス 2,035百万円 2,645百万円 30.0％

 ブロードバンドサービス 615百万円 763百万円 24.2％

 ＥＣ  109百万円 740百万円 576.9％

 その他 231百万円 817百万円 253.7％

 売上高合計 6,345百万円 9,318百万円 46.8％

 （注）１．平成18年３月期の通期決算より、これまで売上区分「その他」に含まれていた「ＥＣ」売上を別掲して表示し

ています。

２．「課金コンテンツサービス売上」の内訳は以下のとおりです。

区分 前期 当期 増減率

 フレンズ 1,235百万円 992百万円 △19.6％ 

 恋愛結婚 135百万円 188百万円 39.0％ 

 オンラインゲーム 321百万円 658百万円 104.8％ 

 音楽関連 294百万円 761百万円 158.7％ 

 その他 47百万円 43百万円 △9.3％ 

 課金コンテンツサービス合計 2,035百万円 2,645百万円 30.0％ 

 （ご参考）四半期毎の業績推移

 （単位：百万円） 

区分
前会計期間 当会計期間

4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-3月期

売上高         

広告 731 769 890 963 985 1,020 1,150 1,194

課金コンテンツサービス 468 518 502 545 528 643 731 742

ブロードバンドサービス 168 143 153 149 148 163 208 243

ＥＣ 10 16 45 37 359 164 93 123

その他 46 41 46 97 119 122 316 259

合計 1,425 1,488 1,637 1,793 2,140 2,114 2,499 2,564

営業利益 99 107 180 242 200 123 264 319

経常利益 99 81 153 243 200 122 266 318

四半期純利益 99 80 153 232 201 300 264 363
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９．役員の異動

（平成18月６月23日付）

新任監査役候補

非常勤監査役（社外監査役） 村田 充　（現 伊藤忠商事株式会社 宇宙・情報・マルチメディア管理部長）

　※会社法第２条第16項に定める社外監査役の要件を満たします。

非常勤監査役（社外監査役） 福田武司 （現 伊藤忠商事株式会社 宇宙・情報・マルチメディア事業総括部所属）

　※会社法第２条第16項に定める社外監査役の要件を満たします。
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