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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

（注）当社は、18年３月期より連結財務諸表を作成しているため、17年３月期の数値及び対前期増減率については記載し

ておりません。

(1）連結経営成績 （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 9,432 (－) 825 (－) 737 (－)

17年３月期 － (－) － (－) － (－)

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 996 (－) 17,453 59 16,183 41 15.1 9.0 7.8

17年３月期 － (－) － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年３月期 △88百万円 17年３月期 －百万円
②期中平均株式数（連結） 18年３月期 54,829.03株 17年３月期 －株
③会計処理の方法の変更 無
④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が、当連結会計
年度より連結財務諸表を作成しているため、開示しておりません。

(2）連結財政状態 （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 8,160 6,591 80.8 117,219 86

17年３月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 55,888.8株 17年３月期 －株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （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。

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 △229 △1,622 217 2,899

17年３月期 － － － －

(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 ３社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ３社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ３社 （除外） －社 持分法（新規） ３社 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（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

百万円 百万円 百万円

中間期 6,400 270 130

通　期 15,200 1,300 750

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　13,414円22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10、11ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社は親会社である伊藤忠商事株式会社が形成する企業集団の「宇宙・情報・マルチメディアカンパニー」部門に属し

ており、同企業集団においてインターネットを使ったB2C事業を担っております。また当社は、子会社あるいは関連会社と

してインターネットビジネスを営む複数の会社と資本・業務提携の関係を構築し、これらグループ会社との連携を図った

事業展開をしております。当社グループ（当社及び連結子会社、関連会社）の主な事業内容は以下のとおりです。

（1）広告

当社が運営するWebサイト（インターネット・メディア）上の広告スペースを広告主（企業）に販売しています。

（2）課金コンテンツサービス

一般消費者に対しコミュニティーサービスや音楽ダウンロード、オンラインゲーム等の有料サービスを提供しています。

（3）ブロードバンドサービス

一般消費者を対象に、ブローバンド回線を中心とするインターネット接続サービスを提供しています。

（4）ＥＣ

一般消費者を対象に、インターネットを使った物品販売（ＥＣ)やオークション、ショッピングモール等を展開してい

ます。

（5）その他

　その他の事業として、インターネット関連システムの受託開発やインターネット上でのファンクラブ運営、美容サロ

ン向けサービス等の事業活動を展開しています。

当社グループの構成及び企業集団における各社の位置付け並びに事業取引の系統図は以下のとおりです。

【当社】エキサイト（株） 【顧客】

広告

課金コンテンツサービス
（コミュニティーサービス、
オンラインゲーム等）

ブロードバンドサービス

広告主
（企業）

ユーザー
（一般消費者）

広告掲載（有償）

情報・コンテンツ提供
（有償・無償）

インターネット接続
サービス（有償）

取引関係

資本関係

その他
（EC、オークション、

ショッピングモール等）

EC、オークション

サービス等（有償）

【関連会社】 （株）Duogate
携帯電話＆PCユーザー向け

インターネット事業

【子会社】（株）クロスネットワークス
アフィリエイト広告事業

【関連会社】（株）パー七十二プラザ
ゴルフ情報サイト運営

直接所有 60.0%

広告取引

【子会社】（株）クロスリスティング
カテゴリー検索サービス事業

【子会社】エキサイトクレジット（株）

インターネット専業金融サービス事業

【関連会社】Prima Intergame ICT Sdn Bhd
中国向けオンラインゲーム事業

伊藤忠エレクトロニクス（株）
Eコマース、ITコンサルティング

伊藤忠テクノサイエンス（株）
システムインテグレーション

直接所有 64.0%

ブランド使用権・ロイヤリティ

システム保守・業務委託

伊藤忠商事（株）のその他子会社

間接所有 2.0%

【親会社】伊藤忠商事（株）
総合商社

直接所有 66.6%

広告取引

直接所有 51.0%
広告受注

直接所有 33.5%
業務受託

直接所有 21.7%

情報調達

直接所有 30.0%

業務支援

【当社】エキサイト（株） 【顧客】

広告

課金コンテンツサービス
（コミュニティーサービス、
オンラインゲーム等）

ブロードバンドサービス

広告主
（企業）

ユーザー
（一般消費者）

広告掲載（有償）

情報・コンテンツ提供
（有償・無償）

インターネット接続
サービス（有償）

取引関係

資本関係

その他
（EC、オークション、

ショッピングモール等）

EC、オークション

サービス等（有償）

【関連会社】 （株）Duogate
携帯電話＆PCユーザー向け

インターネット事業

【子会社】（株）クロスネットワークス
アフィリエイト広告事業

【関連会社】（株）パー七十二プラザ
ゴルフ情報サイト運営

直接所有 60.0%

広告取引

直接所有 60.0%

広告取引

【子会社】（株）クロスリスティング
カテゴリー検索サービス事業

【子会社】エキサイトクレジット（株）

インターネット専業金融サービス事業

【関連会社】Prima Intergame ICT Sdn Bhd
中国向けオンラインゲーム事業

伊藤忠エレクトロニクス（株）
Eコマース、ITコンサルティング

伊藤忠テクノサイエンス（株）
システムインテグレーション

直接所有 64.0%

ブランド使用権・ロイヤリティ

直接所有 64.0%

ブランド使用権・ロイヤリティ

システム保守・業務委託

伊藤忠商事（株）のその他子会社

間接所有 2.0%

【親会社】伊藤忠商事（株）
総合商社

直接所有 66.6%

広告取引

直接所有 66.6%

広告取引

直接所有 51.0%
広告受注

直接所有 51.0%
広告受注

直接所有 33.5%
業務受託

直接所有 33.5%
業務受託

直接所有 21.7%

情報調達

直接所有 21.7%

情報調達

直接所有 30.0%

業務支援

直接所有 30.0%

業務支援

 当社と親会社等との取引関係につきましては「５.連結財務諸表等」の注記事項の「⑦関連当事者との取引」を参照

ください。

・  平成17年９月22日、株式会社クロスネットワークス（平成17年８月15日に、株式会社イー・クラシスのアフィリエ

イト事業部門を分離し、独立会社として設立）の第三者割当増資を引き受けました。当社の同社に対する出資比率

は60.0％で、当社の子会社となります。当社は同社を通じてアフィリエイト広告市場の開拓及び当社EC事業の販売

促進を進めます。

・  平成17年12月８日、NTTレゾナント株式会社と合弁でインターネット検索サービス会社を設立しました。当社の同社

に対する出資比率は66.6％で、当社の子会社となります。当社は同社からインターネット検索サービス機能の提供

を受けるとともに、同社が販売するリスティング広告を当社ポータルサイト上に表示することで、リスティング広
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告による収益を獲得して参ります。

・  平成18年１月24日、株式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インターネット専業の

金融サービス会社を設立しました。当社の同社に対する出資比率は51.0％で、当社の子会社となります。インター

ネットと親和性の高い金融サービスを展開することで、グループ全体の事業領域を拡大し、金融分野での収益の獲

得を目指します。

・  平成16年12月１日、KDDI株式会社と合弁で株式会社Duogate（デュオゲート）を設立しました。同社に対する当社の

出資比率は33.5％で当社の関連会社となります。Duogateは、携帯電話ユーザー向けにインターネットポータルサー

ビスを提供することを目的に設立されました。携帯電話の機能進歩は目覚ましく、携帯電話からインターネットポー

タルを閲覧できるようになりました。そこで当社とKDDIは、携帯電話とパーソナルコンピュータからのアクセスが

可能となるポータルサイトの構築を目指し、インターネットユーザーに利便性の高いサービスを提供していく計画

です。同社は平成17年４月11日から営業を開始しました。

・  平成17年６月30日、ゴルフ情報サイトを運営する株式会社パー七十二プラザの第三者割当増資を引き受けました。

当社の同社に対する出資比率は21.7％で、当社の関連会社となります。当社は同社のゴルフ情報を活用し、サービ

スの拡充を図ります。

・  平成17年12月５日、中国市場に向けてオンラインゲームを配信するPrima Intergame ICT Bhdの第三者割当増資を引

き受けました。当社の同社に対する出資比率は30.0％で、当社の関連会社となります。当社が営業権を有するオン

ラインゲームタイトル等のコンテンツを同社を通じて中国市場へ供給するとともに、同社と共同保有するオンライ

ンゲームタイトルを中国に配信することで海外市場での収益の獲得を目指します。
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２．経営方針
（1） 会社の経営の基本方針

　急速に普及したインターネットは、その用途や利便性の向上に、まだまだ発展の余地を残しており、ポータル（玄関）

サイト運営を基盤に数々のサービスを提供してきた当社グループは、今後もインターネットの可能性を追究するため、「独

自性」や「先進性」をモットーに掲げ、個々人のライフスタイルの形成に資するサービスを創造することを経営方針とし

ています。

　ポータルサイトは、既存の四大メディア（新聞・雑誌・TV・ラジオ）に次ぐ、第5番目のメディアとして、その媒体価値

の高さが注目されています。またインターネットメディアには他媒体にはない特質が備わっており、例えば、情報の受け

手が反応を示すことが出来るインタラクティブ性や、ユーザーの参加によってコンテンツ（情報の内容）が形成されてい

くコミュニティー性など、機能面や付加価値で他媒体を超えるものがあります。当社グループは、インターネットメディ

アの潜在価値を引き出し、人々が実際に利用し有用と実感できるサービスの提供を実現して参ります。当社グループは、

この方針に基づいた活動を通じて生み出された利益を会社の健全で持続的な成長に活かすとともに、顧客・従業員・株主・

社会（業界）へ継続して配分していく考えです。

（2） 会社の利益分配に関する基本方針

　当社は発展途上にあるインターネット市場を活動の場とすることから、継続的に企業価値を向上させることによって株

主利益を増大することを第一の方針としています。そのため、事業活動より得られる収益に関しましては、内部留保によ

る事業への再投資（財務体質の強化、設備投資、研究開発、M&A等）を基本とする考えです。一方で上場株式の流動性と期

間損益に対する株主の利益を尊重し、一定水準の配当原資を確保し安定配当による株主還元を実施する考えです。

　なお、会社法施行後に関しましては、従来どおり中間配当及び期末配当にて配当金を支払う方針であります。

（3） 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

　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は、当社の適正株価の形成及び資本施策に重要である

ばかりでなく、わが国の株式市場の活性化において有効な手段と認識しております。このような観点から、株式市場の相

場水準や当社株価の推移を勘案しながら、株式分割等の施策を検討して参ります。

※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しております。

（4） 目標とする経営指標

　当社グループは、収益モデルとして、インターネットビジネスの特性を活かした投資効率に優れ、事業を拡大するに従っ

て、より一層、その効率が高まるような事業構造を目指しております。この経営方針の進捗状況をモニタリングする経営

指標といたしまして、当社グループでは売上高営業利益率及び売上高経常利益率を重視しております。

（5） 中長期的な会社の経営戦略

　急激な変化と発展を続けるインターネット市場において、持続的な企業成長を実現するには、「創造力」「実現力」「ス

ピード」「クオリティー」が重要と考えております。一般にネットビジネスは、利用技術の標準化が進んでおり、特許を

はじめとする知的財産権の保護対象としても捉えにくく、確たる参入障壁があるとは言い切れない状況にあるため、新サー

ビスの開発スピードとその品質が成長の鍵を握ります。また、今後インターネットは、情報やサービスの“作り手”と“利

用者（消費者）”をつなぐ“流通”機能が重要となります。その任務を担うことのできる存在は、メガポータルサイトよ

り外になく、当社グループはネットビジネスにおける流通の要所になるよう取り組んで参ります。こうした事業特性を踏

まえて、当社グループは中長期的な成長戦略として次の計画を掲げております。

①ターゲットユーザーの明確化、ユーザーとの共感

　既存メディアが読者や視聴者対象を絞った展開をしているようにインターネットメディアにも分化が必要であり、そ

うすることでターゲットユーザーの関心の高い情報を選別して発信することが可能となり、情報媒体の浸透度が高まる

と考えております。具体的にはF1&M1層と呼ばれる20～34歳の都会派の若者を対象とした展開をして参ります。また特に、

女性から支持されるインターネットメディアの構築に注力する考えです。

②ポータルサービスの先行的地位の維持・強化

　当社グループはポータルサイトの草分け的存在として寡占化しつつあるインターネットメディアの一角を占める地位

を確保しております。この優位なポジションを今後も維持、強化することでわが国のメジャーネットメディアとして多

くのユーザーを惹き付けて参ります。
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③“エキサイト”ブランドの醸成

　ネット（バーチャル）の世界だけなく、当社グループは“エキサイト”らしさをリアル（現実）社会でも追求して参

ります。スタイリッシュなライフスタイルの代名詞としてのブランドを構築すべく、プロモーションに力を入れて参り

ます。

④新サービスの創出

　ネットビジネスでは二番煎じのビジネスでは大きな成功は得られず、先行した一社がその事業での成功を独占する傾

向にあります。そこで当社グループは、世の中に今までにないサービスを提供することで（ネットメディアのオピニオ

ンリーダーとなって）市場を創造して参ります。また、新サービスは垂直立ち上げし、短期間で投資を回収することで

スピードある経営を持続いたします。

⑤収益モデルの多様化

　現在当社グループの収益源は、広告主（企業）へのインターネット広告媒体の提供によるものが主力となっています。

今後ポータルサイトは、音楽配信やオンラインゲームなどデジタルコンテンツの販路（マーケティングプラットフォー

ム）としての役割が高まることが必至です。当社グループはマーケティングプラットフォームとしての機能を強化する

ことで、広告による収益モデルに次ぐ、収益の柱を育てて参ります。

（6） 会社の対処すべき課題

　当社が展開するインターネット・メディア事業は、“広告”、“課金コンテンツサービス”、“ブロードバンドサービ

ス”、“ＥＣ”及び“その他”の５つに売上が区分されますが（単体ベース）、当社グループのビジネスは、それぞれの

収益要素が相互に関連しながら成立している点に特長があります。従って、広告需要やデジタルコンテンツ需要、ブロー

ドバンド接続に対する需要を見極めるとともに、業界動向を注視しながら、当社全体としての競争優位性の確保と事業規

模の拡大を目指さなければなりません。また当社グループは、より一層の社業発展のためには、マネジメントをはじめと

する人的資源の拡充と財務体質の強化など内部体制の見直しも必要と考えております。このような経営環境を踏まえて、

当社グループは対処すべき課題を以下のように捉えております。

①ブランド価値の確立とターゲットユーザー数の拡大について

　当社グループは、20～34歳（F1&M1層）を中心とする都会派のライフスタイルを持つインターネットユーザーを対象と

したメディア展開をしてきましたが、より一層のメディア価値向上と利用者の増加のため、対象顧客数の拡大を目指し

ております。わが国では年齢や地域といった属性による顧客選別が一般的でしたが、価値観の多様化が進むにつれて、

もはや属性での分類ではなく、個々人の価値観やライフスタイルへの訴求が、より的確なマーケティング戦略になって

きていると考えております。そこで当社グループでは、年齢や地域といった軸で対象を選別するだけでなく、これまで

当社が推し進めてきたメディアのテイスト（趣向）を今まで以上に強調することで、“エキサイト”というブランドコ

ンセプトが明確なメディアへと、当社の事業を発展させる計画です。

　また当社グループは“エキサイト”ブランドをインターネット市場以外の分野にも浸透させることで、メディアとし

ての価値やエキサイトブランドに対するユーザーのロイヤリティを高めたいと考えております。雑誌（出版）、カフェ

（飲食）やコンビニエンスストア（小売）、フィットネスクラブ（健康）とのコラボレーションを展開し、リアル（現

実社会）とバーチャル（インターネット社会）の両方でブランド力を強化させて参ります。

②広告需要の増減と当社取扱量の増大について

　広告市場は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどの既存のメディアを中心に広がっており、インターネット広告は、こ

れら既存のメディアに次ぐ広告手法として急速に発展してきました。広告業界は、様々な業種をクライアントに抱える

ことから比較的不況に強い、極端な変動が起きにくい市場とされていますが、一方で、広告需要の増減は景気全体のバ

ロメーターとされているように、バブル経済崩壊後の企業のリストラクチャリングが推し進められた時期には、経費削

減の一環として広告費用の削減が全国規模で実施され、広告需要は低調に推移しました。しかしそうした中でもインター

ネット広告は、インターネット市場自体が成長過程にあること及びその広告効果が認められてきたことを理由として、

インターネット広告市場の規模は拡大し続けてきました。今後も既存メディアからの移行を含め、ブロードバンド環境

の整備に伴う広告表現の多様化・高度化などにより、インターネット広告需要はさらに増大することが期待できます。

当社グループは、この有望なインターネット広告市場にて取扱量を増やすべく、営業体制を強化するとともに、広告手

法の技術的、デザイン的な進展を追求して参ります。高画質な動画を用いた“全画面広告”や当社オリジナル編集のテー

マ記事へのスポンサードなどの“新機軸広告”は、先進的な広告手法として、当社の戦略商品となっております。さら

に当社は、検索連動型広告（リスティング広告）やアフィリエイト広告などインターネット広告市場の今後の伸長が有
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望視される分野に注力し、収益機会の増大に積極的に取り組む考えであります。

③課金コンテンツサービスの拡大について

　映画や音楽、ゲームなどのデジタルコンテンツ市場は着実な成長を続けています。中でも音楽ダウンロードやオンラ

インゲームは、ブロードバンド接続環境の普及や不正複製の防止技術の進展、著作権保護の仕組みが整ってきたことに

伴い、急速に普及しており、今後、同市場の牽引役になると期待されています。当社グループといたしましては、これ

までのコミュニティーサービスに加え、当社ターゲットユーザーを惹き付ける求心力にすべく、主に音楽やゲームといっ

た個々人の“好み”に訴えかける分野に進出することで、業容拡大を図りたいと考えています。しかし、これらのコン

テンツは、流行やユーザーの選好に大きく影響を受ける事業であり、また既存の店頭販売等の流通方式を大幅に変革す

るだけの挑戦であるため、粘り強く且つスピーディーに取り組むことが事業を確立する上で欠かせません。

④ブロードバンドサービスの推進について

　高速デジタル回線、ケーブルテレビ広域回線、光回線接続といったブロードバンド環境の普及はインターネット環境

を、より快適で利便性の高いものに発達させ、インターネットの用途拡大の可能性を拡げると思われます。当社グルー

プが展開するインターネットメディアは、ブロードバンド回線接続を前提にした内容となっており、ブロードバンドサー

ビスとの相乗効果を狙うことができます。とりわけ当社が注力する光回線接続は、技術的にも大容量コンテンツの配信

に適しており、インターネットの活用の幅を拡げる方式として有望視しております。しかし、ブロードバンド接続サー

ビスは価格競争も激しく、また加入者の解約などの変動要素もあり、厳しい事業環境下にあると言えます。しかし当社

はブロードバンドサービスにかかるインフラ等の設備を外部に依存することで、当事業の投資負担を軽減しつつ、ブロー

ドバンドサービスという有望な成長分野との接点を持つことで、会社全体の収益向上に資するよう推進して参ります。

⑤ＥＣ事業の確立・拡大について

　当社グループは、広告収益を核とするポータルサイトを運営してきました。そのインターネット上での強力な媒体力

やプロモーション能力を活かして、インターネットを使った通信販売（ＥＣ：Electronic Commerce）に参入しておりま

す。ＥＣ事業はは、インターネットを活用したビジネスの代表例で非常に激しい競争状況にあり、当社グループとしま

しては、後発となる当事業の確立及び拡大を課題とし経営の注力分野に位置付けています。インターネット環境の普及

と質的向上を背景に、ポータルサイト事業で培った総合的且つ先進的な技術力及び表現力を活かして、取り扱う物品の

魅力を引き出し、消費者の購買意欲を導く展開を目指してまいります。

 

⑥競争優位性の強化について

　当社グループは広告媒体としてのポータル機能を原点に、課金コンテンツサービスやブロードバンドサービス等を複

合して提供するインターネットメディア事業を展開しておりますが、各サービスにおいては、同じ分野に多くの企業が

参入し、しかも内容の独自性や技術力、資本力による参入障壁は高くない状況にあり、差別化戦略をはじめとする競争

優位性への取り組みが重要な課題となっております。明確な対象顧客戦略や総合情報ポータルサイトとしての複合的な

サービス展開により、各個別事業単体では生み出せない競争優位性を確保していく方針であります。

 

⑦戦略的パートナーとの事業提携及びＭ＆Ａ戦略について

　当社グループの基幹事業であるポータルサイト運営は、インターネットユーザーの様々なニーズに応えるべく、様々

のサービスを提供することが一つの使命となっております。こうした観点から、当社グループはそれぞれの分野で優位

性を持つ企業との提携や事業買収、合弁会社の設立といったＭ＆Ａ戦略を積極的に展開し、事業領域を拡大して参りま

す。また海外進出につきましても、現地のパートナー企業との協業を図ることで、ユーザーニーズや文化、商慣習、法

規制に適合した事業展開を目指して参ります。

（7） 親会社等に関する事項

親会社等の名称 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

 伊藤忠商事株式会社  親会社
 66.0％

（うち間接所有は2.0％）

東京証券取引所

大阪証券取引所

名古屋証券取引所

福岡証券取引所

札幌証券取引所

　当社の親会社は伊藤忠商事株式会社であり、同社は直接所有及び間接所有合計で当社株式の66.00％（平成18年3月31日

現在）を所有しています。伊藤忠商事グループは広範な業種の企業を傘下に擁し、当社はグループ企業との連携や人材の
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交流といったメリットを活かしつつ、独自の企業活動を展開しております。特に伊藤忠商事株式会社との関係では、“エ

キサイト”ブランド（商標権）の貸与*を受け、その対価として売上高あるいは売上高総利益（サービスによって異なる）

の５％をロイヤリティーを支払う契約を結んでおります。また、非常勤取締役２名、非常勤監査役１名、出向者４名、転

籍等を伴う役職員５名を受け入れております。

　当社の事業展開は独自の意思決定によって進められており、資本や人材及び伊藤忠商事グループ各社との業務面での連

携は、その取引内容から見て、当社の独立性が確保される範囲内のものであり、今後とも継続していきながら当社事業を

発展させる考えであります。

役員の兼務状況 

役員 氏名 親会社での役職 就任理由

 非常勤取締役  高取　成光

 伊藤忠商事株式会社

 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー

 情報産業部門長 

 経営体制強化のため当社から就任を依頼

 非常勤取締役  野田　俊介

 伊藤忠商事株式会社

 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー

 ビジネスソリューション部長

 経営体制強化のため当社から就任を依頼

 監査役  浅倉　靖

 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

 事業総括チーム長代行

 監査機能強化のため当社から就任を依頼

出向者の受入状況 

部署名 人数 出向元の親会社名 出向者受入の理由

  ＥＣ営業部  ２名  伊藤忠商事株式会社  営業部門強化のため当社から依頼

  事業企画開発室  １名  伊藤忠商事株式会社  企画部門強化のため当社から依頼

  広告事業部  １名  伊藤忠商事株式会社  営業部門強化のため当社から依頼

 (注)平成18年３月31日現在の当社の従業員数は190名です。

＊エキサイト株式会社は平成９年の設立当時、米国のExcite Inc.と現親会社である伊藤忠商事株式会社及びそのグルー

プ会社を株主とする合弁会社でありました。その後、Excite Inc.は他の米国企業（@home Corporation）に買収され

るなどの経緯をたどり、平成13年には@home Corporationが米国連邦破産法第11条を申請するに至りました。同社の清

算手続きが進む中、伊藤忠商事株式会社は、日本でのエキサイト株式会社の営業を継続するため、当社株式の約90％

を所有する筆頭株主になりました。こうした事情を背景に伊藤忠商事株式会社が“エキサイト”ブランド（商標権）

及びそのテクノロジーを所有するものであります。

　親会社等との取引に関する事項につきましては、「５．連結財務諸表等」の注記事項の「⑦関連当事者との取引」を参

照ください。

（8） 内部管理体制の整備・運用状況

①内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況、その他内部管理体制の整備状況

　当社の内部管理体制を図式化すると以下のようになります。

営業部 管理部門

社長

内部監査室

安全・コンプライアンス委員会

事業部長連絡会議監査役会

連携

業務監査

透明性の確保
出席 出席

出席

危機管理

出席
適宜出席

チェック・牽制
直轄

営業部 管理部門

社長

内部監査室

安全・コンプライアンス委員会

事業部長連絡会議監査役会

連携

業務監査

透明性の確保
出席 出席

出席

危機管理

出席
適宜出席

チェック・牽制
直轄
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　当社の組織は、大きく営業部門と管理部門に分かれており、これにより部門間の相互牽制及び効率的な事務処理を実

現しています。また、事業部長連絡会議では、部門間の意識統一のみならず、情報を共有することで業務遂行の透明性

を確保しています。さらに社長直轄の内部監査室がどの組織からも完全に独立した立場で随時、業務監査を行うことに

より定められた業務フローの適正な実行を促しています。加えて当社では全社横断的な安全・コンプライアンス委員会

を設置することで危機管理上の検討を諮り、対策を講じる体制を整えています。

内部管理体制に関する主な社内規程は以下のとおりです。

 職務権限規程  業務分掌規程  内部監査規程  監査役監査規程

 稟議規程  購買管理規程  商取引管理規程  与信管理規程

 予算管理規程  経理規程  文書管理規程  危機管理規程

 内部者取引に関する規則  個人情報保護基本規程  内部情報提供制度規程  

 コンプライアンスプログラム  情報セキュリティー・ガイドライン

②内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況

　業容の拡大に伴う内部管理体制強化のため、社内規程及び基準を新設・改訂するなど、適切且つ安定的な業務遂行が

できる体制の構築に努めました。また当期は、個人情報保護を遵守するため全役職員に対し社内研修及び理解度測定テ

ストを実施し、個人情報の適切な取り扱いを啓蒙しました。さらに、上場会社に義務づけられる内部統制システムを構

築するため、社内横断的なプロジェクトチームを発足いたしました。

当期に新設・改訂した主な社内規程及び基準：

職務権限規程、職務分掌規程、投資基準、契約社員・アルバイト社員就業規則、内部者取引に関する規則、

監査役監査基準、内部情報提供制度規程

当期における内部監査の実施状況及び重点監査事項は以下のとおりです。

 業務監査及びテーマ監査件数  計22件

 重点監査項目
 業務委託契約等の契約書管理、注文書／発注書／申込書等の帳票管理、商品在庫管理、

 固定資産／リース資産の管理状況、個人情報保護に対する取り組み状況等
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３．経営成績及び財政状態

（1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業収益の改善に支えられ設備投資が増加するとともに、金融施策に

おける量的緩和策の転換が期末に向けてその実現度が増すにつれて、都市部の地価が上昇に転じるなど、経済活動の回

復を認識できる状況となりました。また、雇用情勢も改善が進んだことで個人消費が伸張するなど、景気全般に明るさ

が広がる展開となりました。しかし一方で、定率減税の縮小や年金保険料の負担増により、今後家計が圧迫される心配

があるほか、証券市場における企業不祥事の発生など、景気浮揚ムードに水を差す懸念事項もみられ不安を残す状況と

なりました。

　当社を取り囲むインターネット業界は、ブロードバンドの利用者数が前連結会計年度末に比べ約14％増の2,234万人

（総務省 平成18年３月３日付 報道資料「ブロードバンドサービス等の契約数（平成17年12月末）」）に達するととも

に、大手企業によるインターネット広告への出稿意欲が高まり、平成17年のわが国のインターネット広告市場は前年

比54.8％増の2,808億円（株式会社電通 平成18年２月20日付「2005年（平成17年）日本の広告費」）と大幅な伸びを見

せました。また、モバイル（携帯電話）からインターネット利用を含め、音楽ダウンロードサービスや映像配信・オン

ラインゲームなどコンテンツビジネスの普及が促されました。

　このような状況の中、当連結会計年度の当企業集団（以下「当社グループ」）の売上高は9,432百万円となりました。

このうち当社単体の売上高が9,318百万円、連結子会社３社の売上高合計が147百万円となっております（連結消去前、

以下同）。なお、当期が当社にとって初めての連結決算となりますので前期比較はありません（以下同）。

　主力事業となるインターネット広告売上が好調に推移しました。大手企業の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

広告枠の販売が売上を牽引しました。また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”の売上が、

同事業を手掛ける子会社収益の計上を含め、高い伸びを示しました。また当社グループの注力分野であるオンライン

ゲームや音楽ダウンロードといった課金コンテンツサービスやブロードバンドサービスが順調に売上を伸ばしました。

さらに当連結会計年度は本格的な展開をはじめたＥＣ事業の売上を計上することができました。

　コスト面につきましては売上原価が3,548百万円となりました。主な内訳は次のとおりです。当社が運営するポータ

ルサイトの内容充実のため、情報の調達に係る費用（情報提供料）を563百万円、サービス機能の調達に係る費用（サー

ビス提供料）を432百万円計上するとともに、オンラインゲーム原価（権利金償却費、開発元への収益配分による費用）

を483百万円計上しました。また、当連結会計年度よりEC事業を本格的にはじめたことで、それら商材の仕入に要した

費用をEC原価として473百万円計上しました。売上高総利益は5,884百万円、売上高総利益率は62.4％となりました。

　販売費及び一般管理費は5,058百万円となりました。主な費用の内容は、インターネット広告の代理店販売に係る手

数料（販売手数料）が601百万円、給与手当等の人件費が1,504百万円、カスタマーサポートのためのコールセンターや

ＥＣ事業の物流に係る業務委託費が854百万円、「エキサイト」ブランド（商標権）の使用権に係るロイヤリティが369

百万円、各サービスのプロモーション活動のための広告宣伝費が310百万円、販売促進費が190百万円となっております。

また、これら費用には新規事業のための先行的費用が含まれる内容となりました。

　これらの結果、当連結会計年度の営業利益は825百万円、売上高営業利益率は8.8％となりました。うち当社単体の営

業利益は907百万円、連結子会社の営業損益合計は△105百万円となっております。

　営業外損益につきましては、受取利息を計上する一方で、期中に行った株式分割に伴う新株発行に係る費用を計上し

ました。また持分法適用関連会社３社における持分法投資損失を88百万円計上しました。その結果、当連結会計年度の

経常利益は737百万円となりました。

　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、当連結

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、当連結会計期間の当期純利益は996百万円となりました。

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。

[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。
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（2）財政状態

　当連結会計期年度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、2,899百万円となりました。

税金等調整前当期純利益753百万円による資金の獲得がある一方で、各サービスの売上増やＥＣ事業をはじめとする事業

展開の活発化によって運転資金需要が増大するとともに、オンラインゲームの開発会社への投融資や出資を伴う業務提

携等による資金の支出がありました。

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前当期純利益による資金の獲得がある一方で、売掛金やたな卸資産が増加し、また営業貸付金としての支

出など、運転資金需要の拡大による資金の支出が収入を上回る額となりました。この結果、営業活動によるキャッシュ・

フローは229百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

　ブログサービスや音楽関連事業のソフトウェアシステム構築のための設備投資やオンラインゲームの営業権取得のた

めの権利金など無形固定資産の取得に626百万円を支出しました。また出資を伴う業務提携や合弁会社の設立等（投資有

価証券の取得）に833百万円を投資しました。これら結果、投資活動によるキャッシュ・フローは1,622百万円の支出

となりました。投資活動の主な内容と金額は次のとおりです。

資金使途  取得価額

 ソフトウェア（無形固定資産） 361百万円 

 オンラインゲーム“RF Online”の権利金（無形固定資産） 214百万円 

 中国でインタラクティブTV事業を展開するExcel Mobile Investmentへの出資金

（投資有価証券、出資比率19%）
423百万円 

 金融情報サイトの運営する（株）ADVFNジャパンへの出資金（投資有価証券、出資比率14％） 250百万円 

 ゴルフ情報サイトを運営する（株）パー七十二プラザへの出資金

（関係会社株式、出資比率21.7％）
100百万円 

 中国に向けてオンラインゲームを配信するPrima Intergame ICT Sdn Bhdへの出資金

（関係会社株式、出資比率30％）
50百万円 

財務活動によるキャッシュ・フロー

　ストックオプション目的で発行する新株予約権の行使により23百万円の収入がある一方で、前期の期末配当金（１株

当たり2,000円）及び当期の中間配当金（同750円）の支払により149百万円の資金を支出しました。また合弁子会社の設

立に伴い合弁相手（少数株主）の出資分を当社連結会計において収入と認識するため、少数株主からの払込による収入

を343百万円計上しました。これらの結果、財務活動によるキャッシュ・フローは217百万円の収入となりました。

＊前期の期末配当金には上場記念配当金500円が含まれます。前期の中間配当金はありません。また平成17年６月30日を

基準日として１株につき２株の割合をもって株式分割を実施していますので、遡及修正後の金額を記載しています。

 株主資本比率の推移

 平成18年３月期

 株主資本比率 80.8％ 

 時価ベースの株主資本比率 712.2％ 

＊株主資本比率＝株主資本÷総資産

＊時価ベースの株主資本比率＝株式時価総額÷総資産

＊債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、当連結会計期間末の借入金がないため記載しており

　ません。

＊平成18年３月期が連結決算をする初めての会計期間となりますので、これ以前の会計期間の数値はありません。

（3）次期の見通し

次期の業績予想につきましては以下のような諸状況を勘案し策定いたしました。 

・前期に引き続き、インターネット広告に対する強い需要が見込まれ、当社はポータルサイトに期待されているマスメ

ディアとしてのニーズに応えていくことで、広告収入を中心とする売上は好調に推移すると考えております。また前

期に子会社事業として営業を開始したアフィリエイト広告やリスティング広告分野での収益が通期ベースで見込める

ことから、インターネット広告事業の幅と厚みが増すことを予想に折り込んでおります。 

・音楽配信やオンラインゲームといった課金コンテンツサービスにつきましても、それぞれの市場環境がこれまでの黎

明期から普及期に差し掛かる時期にあると考えられ、より多くのユーザーが当社サービスを利用することを期待して
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おります。わが国における音楽配信市場は、先行する米国市場の状況とは異なり、携帯電話向け配信が中心となりつ

つあります。そこで当社は携帯電話事業会社のKDDI株式会社の音楽配信サービスに参画するなど、本事業の戦略転換

を含め収益モデルの確立を図って参ります。またオンラインゲーム事業では、海外の事業者との共同展開を進めるこ

とで海外市場からの収益獲得を見込んでおります。

・ブロードバンドサービスにつきましは、高品質且つ低価格をコンセプトとしたユーザー満足の高いサービスの提供を

通じて顧客数の安定的な増大が期待できる状況にあると考えております。

・さらに当社は、前期より新規ビジネスとして取り組んできたＥＣや美容サロン向けのサービスを収益貢献できる事業

に進展させることで増収益の要素としたい考えであります。

・子会社事業となるインターネット専業の金融サービスにつきましては、平成18年４月より営業を開始いたしましたが、

当業界後発であることから当期は積極的なプロモーション活動を予定しております。よって売上への貢献はあるもの

の利益に対しては費用が先行する計画となっております。   

 平成19年３月期 中間連結会計期間予想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 当中間連結会計期間実績 次期中間連結会計期間予想 予想増減率

 売上高 ― 百万円 6,400百万円 ― ％ 

 営業利益 ― 百万円 270百万円 ― ％ 

 経常利益 ― 百万円 270百万円 ― ％ 

 中間純利益 ― 百万円 130百万円 ― ％ 

 １株当たり中間純利益 ― 円 ― 銭 2,325円13銭 ― ％ 

 平成19年３月期 連結会計年度予想

 当連結会計年度実績 次期連結会計年度予想 予想増減率

 売上高 9,432百万円 15,200百万円 61.2％ 

 営業利益 825百万円 1,300百万円 57.6％ 

 経常利益 737百万円 1,300百万円 76.4％ 

 当期純利益 996百万円 750百万円 △24.6％ 

 １株当たり当期純利益 17,453円59銭 13,414円22銭 △23.1％ 

　配当に関しましては、当社は内部留保を優先しつつ安定的な配当の支払を利益配分の基本方針としております。当期

は既に中間配当金としまして１株当たり750円を支払っており、期末配当金としましては１株当たり750円とすることを

株主総会に付議する予定であります。年間配当金を１株当たり1,500円としたい考えです。

　次期につきましては、中間配当金及び期末配当金とも、当期と同水準の一株当たり750円とし、年間配当金として１株

当たり1,500円を支払うことを配当予想といたします。

 当期予想 次期予想 予想増減額

 年間配当金 1,500円　 1,500円　 －円　 

 　中間配当金 750円　 750円　 －円　 

 　期末配当金 750円　 750円　 －円　 

＊当期配当予想は平成18年６月23日に開催予定の定時株主総会に付議する予定の金額を記載しています。

※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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（4）事業等のリスク

　当社の事業運営に関し、会社による制御が困難な外部要因や市場環境、事業に影響を与える法規制等のリスクについて

以下に記載します。ここに記載するリスクは実際に発生する可能性が高くないものも含まれておりますが、当社が経営判

断する際に検討すべき事項であるとともに、投資家の投資判断に資すると認識するため記載するものであります。

① 対象ユーザーの限定

　当社は20～34歳の年齢層をサービス対象とした事業戦略を進めておりますが、対象ユーザーを絞り込むが故に市場が

限定的になること、あるいは現在のユーザーが加齢により当社サービスを利用しなくなるなど、対象とする市場ニーズ

に適合したサービスを提供し続けられない場合は当社の業績に影響を与える可能性があります。

② 技術革新への対応、コンピューターシステム・通信インフラへの依存

　インターネット分野の技術革新は目覚ましく、当社はそれへの対応が欠かせません。しかし当社の予想を超える革新

が起きた場合、対応のための支出が増加する、あるいは対応への時間的な遅れが生じるなど、収益や競争力に影響を及

ぼす可能性があります。また、当社サービスはコンピューターシステムを用いるとともに、インターネットや携帯電話

等の通信インフラを介して提供されており、それらシステムに障害が発生した場合、あるいは通信インフラが、改修や

災害等のため休止や停止した場合、当社の事業運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ 消費者からの収益の増大

　当社の収益には法人顧客を中心とする広告収入と、消費者を顧客とする課金コンテンツサービスによる収益がありま

すが、現在当社は特に後者事業の育成に注力しており、全社の収益に占める消費者からの収益の比率が高まる傾向にあ

ります。消費者を対象としたサービスにおいて、カスタマーサポートやクレーム対応等が著しく増えた場合、その対応

に費用負担が生じるなど当社業績に影響を与える可能性があります。

④ 情報流通事業者としての責任

　当社は、他者からの情報や機能等の提供を受け、当社ポータルサイトを通じて情報やサービスを提供しているものが

あります。これらの情報やサービスに関して、法的に当社が責任を負うべきでない事故が生じた場合でも、当社はトラ

ブルの解決に尽力しなければならないことがあり、費用的な負担が生じるなど、当社の業績や信用に影響を及ぼす可能

性があります。

⑤ 広告掲載基準、広告に対する訴え

　当社は広告掲載に際して、日本国内の関連法規に抵触しないことを確認するだけでなく、当社独自の掲載基準を定め

ています。そのため広告主から受注した広告掲載案件であっても、その内容によっては掲載を中止するなど収益機会を

失う可能性があります。また掲載した広告に対して第三者からクレームや損害賠償請求等の訴えを受ける可能性があり、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ アウトソーシングへの依存

　当社ポータルサイトを構成する情報や機能を他者からの提供に依存しているものがあります。当社において管理でき

ない事由により、それら情報や機能の提供が受けられない場合やその品質が低下する場合、あるいはその調達コストが

予想外に増大する場合、当社の業績や信用、事業運営に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 個人（消費者）を対象とするサービス・販売事業の不確実性

　当社は個人（消費者）を販売対象として、オンラインゲームや音楽ダウンロードサービスをはじめとする課金コンテ

ンツサービスや消費財を取り扱うEC事業を展開しておりますが、これら事業分野のコンテンツや消費財には、エンタテ

インメント分野に係るものも多く、取り扱うコンテンツや消費財の人気が出るか出ないかで収益が大きく左右され、収

益管理が難しい事業となる可能性があります。

⑧ コミュニティーサービスの社会的責任

　当社はインターネットを介したコミュニティーサービスを提供していますが、当サービスにつきましては「インター

ネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律（平成15年6月13日法律第83号）」が適用され

ます。この法律を待たずして当社では、コミュニティーサービスの安全性に鑑み、十分な運営体制を整えてきましたが、

より一層の安全対策を講じる必然性に迫られた場合、当サービスの運営に制約や追加的な費用負担が生じ、当社の事業

運営や業績、信用に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨ 金融サービスに係る規制・社会的責任

　当社グループ事業には、金融サービス（クレジットカード事業、ローン事業、割賦販売事業等）があります。これら
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事業は、異業種からの参入を含め他社との競合状況の変化や、法定上限金利の引き下げをはじめとする法的規制の変更

等により、収益性及び事業計画に影響を及ぼす可能性があります。また、経済状況の変化によって個人破産が増えるな

ど貸倒費用が増加する懸念があるほか、市場金利の上昇や信用度の低下に伴う資金調達環境・能力の変化が、当事業の

収益性に影響を及ぼす可能性があります。さらに当事業につきましては、多重債務者問題など消費者金融業界が抱える

社会的問題があり、これら課題への対応により、当事業の収益性に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩ 親会社である伊藤忠商事株式会社との関係

　当社は、親会社の伊藤忠商事株式会社と事業上の取引があります。伊藤忠商事株式会社との重要な契約として、当社

は伊藤忠商事株式会社より“Excite”ブランド（商標）及びテクノロジーの使用権を認められており、その対価として

当社は伊藤忠商事株式会社に総売上高（一部事業を除く）の5％をロイヤリティーとして支払っています。当社と伊藤忠

商事株式会社の経営方針に変更があり、資本及び事業上の関係が維持されなくなった場合、当社の事業運営に影響を及

ぼす可能性があります。

⑪ 事業に関わる法令等

■当社は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平成13年11月30日法律

第137号）」の定める特定電気通信役務提供者に該当し、電気通信による情報の流通において他人の権利の侵害があっ

たとき、権利を侵害された者に対して損害賠償義務及び権利を侵害した情報を発信した者に関する情報の開示義務を

負う場合があり、当社の事業運営や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

■当社は、サービスの提供に関連して個人情報を取得、収集しているため「個人情報の保護に関する法律（平成15年5月

30日法律第57号）」に定められる個人情報取扱事業者としての義務が課せられます。同法の義務は当然のことながら、

個人情報の漏洩等の事故が生じた場合には損害賠償責任等が生じるなど、当社の事業運営や業績、信用に影響を及ぼ

す可能性があります。

■当社はコンテンツ（情報の内容）の取扱において他人の知的財産権を守る義務があり、もし他人の知的財産権を侵害

した場合には損害賠償請求あるいは使用差止請求等の訴えを受けることがあり、当社の事業活動や業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

■金融サービス事業においては、「貸金業の規制等に関する法律」「利息制限法」「出資の受入れ、預り金等の取締り

に関する法律」「割賦販売法」等の法規制を受けております。

■このほか個々の事業によっては、「電気通信事業法（昭和59年12月25日法律86号）」「不当景品類及び不当表示防止

法（昭和37年5月15日法律第134号）」「不正アクセス行為の禁止に関する法律（平成11年8月13日法律第128号）」「特

定商取引に関する法律（昭和51年6月4日法律第57号）」「古物営業法（昭和24年5月28日法律第108号）」などの適用

を受けるため、当社の事業運営等に影響を及ぼす可能性があります。
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４．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績
　平成16年11月2日に実施した時価発行公募増資（調達資金4,257百万円）の資金使途計画及び資金充当実績は、概ね以下

のとおりとなります。（資金使途計画の使途の内容については、現時点での見込であり、また、それぞれの内容に充当す

る資金の額については未確定であります。）

（1）資金使途計画

使途計画区分 内容

 設備投資  データベースソフトウェアの更新、コンテンツ権利金

 投融資  Ｍ＆Ａ資金

 その他
 個人情報保護対策、カスタマーサポート体制の増強、人材の確保・育成、

 運転資金への充当

（2）資金充当実績

　当期末までの実績は以下のとおりです。

使途 金額 実施年月

 合弁会社設立による株式の取得

（株式会社KDDIと携帯電話ユーザー向けポータルサイト運営会社の株式会社

Duogateを設立）

164百万円 平成16年12月

 借入金返済 160百万円 平成16年12月

 事務所増床による敷金、移転費用等の支出 179百万円 
平成17年１月

平成18年２月

 資本出資を伴う業務提携による株式の取得

（株式会社パー七十二プラザとのゴルフ情報サイトの協業）
100百万円 平成17年６月

 オンラインゲームへの開発投資

（ゲーム開発会社GEOMIND INCへの融資）
200百万円 平成17年７月

 事業買収による株式の取得

（株式会社イー・クラシスのアフィリエイト事業部門を当社子会社化（株式会社

クロスネットワークス））

90百万円 平成17年９月

 業務提携による株式の取得

（株式会社ADVFNジャパンとの金融情報サイトの協業）
250百万円 平成17年９月

 業務提携による株式の取得

（Excel Mobile Investmentとの中国インタラクティブTV事業での協業）
423百万円 平成17年12月

 業務提携による株式の取得

（Prima Intergame ICT Sdn Bhdとの中国オンラインゲーム配信事業での協業）
50百万円 平成17年12月

 オンラインゲームタイトルの営業権取得 214百万円 
平成17年10月

平成18年１月

 子会社の設立

（検索サービス事業の株式会社クロスリスティングを設立）
99百万円 平成17年12月

 子会社の設立

（金融サービス事業のエキサイトクレジット株式会社を設立）
255百万円 平成18年１月

－ 14 －



５．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   2,899,322  

２．売掛金   2,279,998  

３．営業貸付金   200,000  

４．たな卸資産   163,582  

５．前払金   197,219  

６．前払費用   87,552  

７．繰延税金資産   204,747  

８．その他   55,324  

流動資産合計   6,087,747 74.6

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  173,976   

減価償却累計額  74,854 99,121  

(2）工具器具備品  275,855   

減価償却累計額  180,134 95,720  

有形固定資産合計   194,842 2.4

２．無形固定資産     

(1）権利金   342,521  

(2）ソフトウェア   313,408  

(3）ソフトウェア仮勘定   51,632  

(4）連結調整勘定   11,605  

(5）電話加入権   924  

無形固定資産合計   720,091 8.8
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当連結会計年度

（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※１  893,257  

(2）長期前払費用   16,725  

(3）繰延税金資産   17,829  

(4）敷金保証金   230,421  

投資その他の資産合計   1,158,234 14.2

固定資産合計   2,073,167 25.4

資産合計   8,160,915 100.0

     

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   696,211  

２．未払金   263,965  

３．未払費用   205,042  

４．未払法人税等   18,289  

５．未払消費税等   21,582  

６．預り金   49,736  

７．前受収益   935  

８．その他   1,706  

流動負債合計   1,257,469 15.4

負債合計   1,257,469 15.4

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   312,168 3.8

     

（資本の部）     

Ⅰ　資本金 ※２  2,219,433 27.2

Ⅱ　資本剰余金   2,640,315 32.4

Ⅲ　利益剰余金   1,743,146 21.4

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   △6,818 △0.1

Ⅴ　自己株式 ※３  △4,800 △0.1

資本合計   6,591,277 80.8

負債、少数株主持分及び資本合計   8,160,915 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,432,561 100.0

Ⅱ　売上原価   3,548,330 37.6

売上総利益   5,884,231 62.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  5,058,806 53.6

営業利益   825,424 8.8

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  4,161   

２．その他  3,382 7,544 0.0

Ⅴ　営業外費用     

１．持分法投資損失  88,907   

２．新株発行費  2,891   

３．コミットメントライン手数料  4,000 95,799 1.0

経常利益   737,170 7.8

Ⅵ　特別利益     

１．貸倒引当金戻入益  16,271   

２．持分変動利益  6,387 22,658 0.2

Ⅶ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※２ 553   

２．減損損失 ※３ 6,000 6,553 0.0

税金等調整前当期純利益   753,275 8.0

法人税、住民税及び事業税  5,990   

法人税等調整額  △217,896 △211,906 △2.3

少数株主損失   31,780 0.3

当期純利益   996,963 10.6
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(3）連結剰余金計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   2,626,881

Ⅱ　資本剰余金増加高    

    増資による新株の発行  13,433 13,433

Ⅲ　資本剰余金期末残高   2,640,315

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   916,954

Ⅱ　利益剰余金増加高    

　　当期純利益  996,963 996,963

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  149,371  

２．役員賞与  21,400 170,771

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,743,146
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18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   

税金等調整前当期純利益  753,275

減価償却費  60,413

権利金償却費  68,870

ソフトウェア償却費  54,678

貸倒引当金の減少額  △16,271

受取利息  △4,161

新株発行費  2,891

持分法による投資損失  88,907

持分変動利益  △6,387

固定資産除却損  553

減損損失  6,000

売上債権の増加額  △1,060,047

営業貸付金の増加額  △200,000

たな卸資産の増加額  △157,230

前払金の増加額  △122,864

前払費用の増加額  △46,038

その他流動資産の増加額  △45,492

仕入債務の増加額  305,845

未払金の増加額  27,620

未払費用の増加額  43,954

未払法人税等の減少額  △5,781

未払消費税等の増加額  1,513

その他流動負債の増加額  43,145

役員賞与の支払額  △21,400

小計  △228,005

利息の受取額  4,161

法人税等の支払額  △5,810

営業活動によるキャッシュ・フロー  △229,653
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当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18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  △41,534

無形固定資産の取得による支出  △626,077

投資有価証券の取得による支出  △833,815

新規連結子会社の取得による支出  △11,973

敷金保証金の差入による支出  △96,893

その他の投資活動による支出  △11,971

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,622,265

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入  23,976

自己株式の取得による支出  △792

配当金の支払額  △149,371

少数株主からの払込による収入  343,949

財務活動によるキャッシュ・フロー  217,761

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額  △1,634,157

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,533,480

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,899,322
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

　㈱クロスネットワークス 

　㈱クロスリスティング

　エキサイトクレジット㈱

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用の関連会社数　３社

関連会社の名称

　㈱Duogate

　㈱パー七十二プラザ

　Prima Intergame ICT Sdn Bhd

(2）Prima Intergame ICT Sdn Bhdは、決

算日が連結決算日と異なりますが、当該

会社の直近の財務諸表を使用しておりま

す。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

すべての連結子会社の決算日は、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

 イ．商品

総平均法による原価法を採用しておりま

す。

 ロ．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）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。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

 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、当社グ

ループにおける見込利用可能期間（３～

５年）に基づいております。
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項目
当連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準 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、回収不能見込額を算定して

おります。

(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。 

(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

税抜方式によっております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法を採用しております。

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については、５年間の

均等償却を行っております。なお、重要性

が乏しい場合には、発生した連結会計年度

に全額償却することとしております。

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結子会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成されております。

８．連結キャッシュ・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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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

当連結会計年度
（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）

   当連結会計年度より、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。

　これにより税金等調整前当期純利益が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、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

 ※１．このうち関連会社に対するものは次のとおりであ

ります。

投資有価証券（株式）　　　　　　217,439千円 

 ※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。

 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 

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。
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当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

広告宣伝費 310,853千円

 販売手数料 601,877千円 

 販売促進費 190,391千円 

 業務提携料 362,583千円 

ロイヤリティ 369,216千円 

 役員報酬 64,943千円 

 給料手当 1,132,028千円 

 福利厚生費 125,856千円 

 賞与 155,532千円 

 退職給付費用 26,485千円 

 業務委託費 854,274千円 

 減価償却費 72,212千円 

 ソフトウェア償却費 53,716千円 

 事務所家賃 167,499千円 

 その他 571,334千円 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

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）

  　当社グループは、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。 

－ 24 －



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（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連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,899,322千円

現金及び現金同等物 2,899,322千円
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①　リース取引

当連結会計年度
（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

 
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）

建物及び構築物 188 6 182

工具器具備品 491,531 204,363 287,168

ソフトウェア 255,785 61,021 194,763

合計 747,506 265,391 482,114

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内      169,143千円

１年超      315,920千円

合計      485,064千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料      172,751千円

減価償却費相当額      166,128千円

支払利息相当額      6,443千円

(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。

(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

当連結会計年度（平成18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．当連結会計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．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

  非上場株式 675,818

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。

　

③　デリバティブ取引

当連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18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。
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④　退職給付

当連結会計年度（平成18年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社については、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 26,485千円

勤務費用 26,485千円

　（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18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、609,560千円であります。

－ 28 －



⑤　税効果会計

当連結会計年度
（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

 （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（流動）合計 204,747千円

（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

その他有価証券評価差額金 4,679千円

子会社繰越欠損金 42,362千円

繰延税金資産（固定）小計 60,191千円

　評価性引当額 △42,362千円

繰延税金資産（固定）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

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
4.7％

住民税均等割 0.8％

評価性引当額の戻入 △26.6％

税務上の繰越欠損金の利用 △56.6％

持分法投資損失 4.8％

持分変動利益 △0.4％

子会社に係る評価性引当額 4.5％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
△28.1％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社グループは、インターネット上における広告媒体の提供をはじめ、課金コンテンツサービス、ブロー

ドバンドサービス、ＥＣ等からなるポータルサイト事業を展開しております。当事業以外に事業の種類がな

いため該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　　　該当事項はありません。

　　　ｃ. 海外売上高

　　　　　　該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18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

64.0％

間接

2.0％

兼任

３人

業務支

援

商標等

の使用

資金寄

託取引

ロイヤリティ 369,216
買掛金 79,068

売上原価 26,081

資金の寄託 1,850,958
流動資産

その他
- 

受取利息 4,157
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。

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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

役員 行方　國雄 - - 当社監査役 - 　- -
弁護士報酬の

支払
21,737 未払金 1,250

　（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

弁護士報酬については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（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 117,219円86銭

１株当たり当期純利益金額     17,453円59銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
    16,183円41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
当連結会計年度

（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） 996,963

普通株主に帰属しない金額（千円） 40,000

（うち利益処分による役員賞与金）

（千円）
(40,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 956,963

期中平均株式数（株） 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） 4,303.35

（うち新株予約権） (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 

－ 32 －



（重要な後発事象）

当連結会計年度
（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 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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