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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 1,207 34.8 102 － 131 638.0

17年３月期 895 △54.5 △75 － 17 －

 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 55 － 272 43 271 19 1.9 4.1 10.9

17年３月期 △102 － △504 56 － － △3.4 0.6 2.0

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 －百万円

 ②期中平均株式数 18年３月期 202,834株 17年３月期 202,326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

(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 － － － － － － － － －

17年３月期 － － － － － － － － －

   　     

(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 3,279 3,017 92.0 14,845 81

17年３月期 3,156 2,922 92.6 14,440 74

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 203,227株 17年３月期 202,353株

 ②期末自己株式数 18年３月期 －株 17年３月期 －株

(4)キャッシュ・フローの状況  

 
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 127 26 39 2,890

17年３月期 △67 △77 17 2,695

       

（5）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）

　　　当社は業績予想を開示しない方針であります。
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１．企業集団の状況

　当社は、リアルタイムマーケティング活動と企業と消費者のダイレクトなコミュニケーションをサポートする「The 

Marketing Chain Management Company」を目標とするトランスコスモス株式会社の中で、当グループのインタラクティ

ブ・マーケティング分野において、当社のインターネット広告配信、Eメール配信、モバイルマーケティングのインフラ

であるテクノロジーシステムをASP型で提供する、又はライセンスの供与を行う業務、及びウェブ分析ツールをASP型で

提供する業務を行っております。

　トランス・コスモス株式会社は、販売代理店として「DART Enterprise」（ダートエンタープライズ）、「DARTmail」

（ダートメール）、「ClickM＠iler」（クリックメーラー）、「MobileMK」（モバイル・エム・ケー）及び

「SiteCatalyst」（サイトカタリスト）の販売を行っております。

　

　当社の事業内容は以下の通りであります。

○DART for Publishers(DFP)・・・・・  広告収益でウェブサイトを運営する媒体社もしくはアドネットワーク運

営会社向けにDART技術を一定期間貸し出すASP（アプリケーション・サー

ビス・プロバイダー）型のサービス

　

○DART for Advertisers(DFA) ・・・・ 出稿した広告の一元管理や、広告をクリックして自社ホームページに訪れ

たユーザの動向の分析等を行いたい広告主や広告代理店向けにDART技術を

一定期間貸し出すASP型のサービス 

　

○DART Enterprise ・・・・・・・・・ 広告収益でウェブサイトを運営する媒体社もしくはアドネットワーク運営

会社向けに、インターネット広告の配信および管理の機能を提供する他、

eコマースサイトなどに対して効果的にコンテンツを配信するeCRM機能も

提供する導入型ソフトウェア

　

○DARTmail  ・・・・・・・・・・・・ Eメールの大量配信、配信状況の確認、クリック率や顧客行動情報等に関

するレポートが可能なEメール配信管理システムを一定期間貸し出すASP型

のサービス 

　

○ClickM@iler ・・・・・・・・・・・ 「いつ、誰に、どのような内容を届けるのか」というメッセージの最適化

と、配信後の顧客動向の把握・分析を行う高機能Eメール配信管理の導入

型ソフトウェア 

　

○MobileMK  ・・・・・・・・・・・・ 携帯電話を対象としたサイト構築からプロモーションの実行やリサーチ・

分析まで可能な、統合型モバイルマーケティングツールの導入型ソフト

ウェアとASP型のサービス 

　

○SiteCatalyst  ・・・・・・・・・・ ウェブサイトの構成や訪問経路の最適化を図ると同時に、eコマースサイ

トであれば売上の向上に寄与する詳細な分析レポートをリアルタイムに表

示するウェブサイト分析のASP型のサービス 
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＜事業系統図＞

 

 
広告代理店、広告主、ウェブサイト等 

広告配信システムのライセンス及び 
ASPサービス提供、商標の供与 

ロイヤリティの支払 

61.40％出資 

100％出資 

再販業者 

広告・Eメール配信・モバイルマーケティング、
ウェブ分析システムの 

ライセンス及びASPサービス提供 

（親会社）トランスコスモス株式会社 

（親会社）Transcosmos Investments 
 & Business Development, Inc. 

（その他の関係会社）米DoubleClick社 

 
ダブルクリック株式会社 
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２．経営方針

（１）経営の基本方針

　当社は、マーケティングを総合的に支援するIT企業として、広告配信やＥメール配信をはじめとするITを活用し

たマーケティングのための製品やサービスを提供することで、企業のマーケティング活動の効率化、ビジネスチャ

ンスの拡大、その結果生まれる顧客の新たな企業価値の創出をサポートしていくことを基本方針としております。

さらに、顧客満足度の向上を常に意識し、高い付加価値を提供できるプロフェッショナル集団であり続けることを

目指しております。

（２）利益分配に関する基本方針

　当面は、技術の進展が著しいインターネット業界にあって、他社の技術を常に上回る優位性を確保するため、事

業投資やM＆Aなど将来的な企業価値を高めるための投資を優先し、株主価値の向上を目指していきたいと考えてお

ります。

（３）中期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　インターネット利用人口は引き続き拡大を続け、インターネットの利用方法も高機能化、多様化、専門化を伴い

ながら、人々の生活により密着した重要なコミュニケーションツールとして急速に進化を続けております。媒体各

社もよりマーケティング効果の高い広告手法の開発を行い、大型バナー広告やFlashを始めとするリッチメディア商

品、インターネットCMの提供を始めました。今やインターネット広告は企業が行うマーケティング活動において不

可欠な地位を占めるようになっております。これらの動きに的確かつ迅速に対応するために、当社が行わなければ

ならない重要課題は主に次の３点であると考えております。

　第一は、Eマーケティングを支援するための製品とサービスをさらに拡充することです。インターネットを活用し

たマーケティングの効果が証明され、製品・サービスが多様化するとともに個々の洗練度合いも急速に高まってき

ています。こうしたインターネット広告市場の成熟を受けて、信頼性の高い製品を安定的に提供する実績を続ける

こと、顧客の様々な要求に対応可能なサービスメニューを用意することが今まで以上に求められてまいります。当

社は技術力に裏打ちされた製品・サービス群を保有しており、さらに拡充を進めつつありますが、Eマーケティング

におけるトータルソリューションカンパニーとしてその地位を確かなものとするためには、さらなる製品とサービ

スの充実が必要です。

　第二は、既に登場している、または今後登場する新技術に対応する製品・サービスの導入、開発を進めることで

す。インターネットの技術進歩はめざましく、ここ数年に限ってみてもSNS（Social Networking Site）、RSS

（Rich Site Summary等）、ブログなど消費者とインターネットとの関わり方を変化させる新技術や新サービスが

次々に開発されております。当社はこうした新技術への対応を速やかに行うことで、常に先進の技術を提供し続け

ておりますが、今後新たに開発される技術についても、成長性を見極めた上で、迅速かつ的確な対応が必要となり

ます。

　第三は、新事業領域への取り組みです。インターネット業界は急速な進化をとげ、今後も人とインターネットの

関わりに大きな変化がもたらす可能性を持っています。当社としましてもその大きな変化を捉えたダイナミックな

事業展開を行っていくことが継続的成長には不可欠です。当社は昨年度新事業領域への取り組みのひとつとして、

携帯電話を用いたマーケティングの領域に進出しましたが、今後も引き続き、既存領域の強化による絶対的なポジ

ションを確立しつつ、新たな事業領域の萌芽を育成するために新領域への取り組みが必要です。

（４）関連当事者との関係に関する基本方針

　当社の親会社は、平成14年12月17日に株式公開買付により、当社の発行済株式を61.40％保有するトランス・コス

モス株式会社（間接保有）となり、当社はトランス・コスモス株式会社の連結対象子会社となりました。

　当社は、「The Marketing Chain Management Company」を目標とするトランス・コスモス株式会社の中で、当社

の技術・サービスはインタラクティブ・マーケティング分野において中核を占めております。同社が当社製品の販

売代理店として当社の売上拡大に寄与しつつ、販売・人事などの面におけるシナジー等により、グループ業績の向

上を図るための良好な協力関係を築いております。
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３．経営成績及び財政状態

（１）当期の概況

①　当期の市場環境

　当期におけるわが国経済は、原油価格、資源価格の急騰などに不安材料があるものの、企業収益の改善、個人消

費の増加、雇用情勢の改善などを受け長期の低迷を脱却し、本格的な回復軌道に入っております。

　そのような中、当社の事業ドメインであるインターネットマーケティング市場は、ブロードバンド回線の利用人

口の増加やインターネットへの接触時間の伸張といった接続環境の変化などの好影響を受け、引き続き高成長を維

持しております。

　インターネット広告市場に関しましては、媒体各社でもFlash広告などのリッチメディア商品や無料動画放送サー

ビスを利用したインターネットＣＭなど、大容量かつ広告効果が高い商品が増えていることを受けて、広告主が積

極的にインターネットキャンペーンを展開しました。株式会社電通の調べによりますと平成17年のわが国の総広告

費は、1.8％増加し５兆9,625億円となり、マスコミ四媒体広告費が減少する一方で、インターネット広告費が2,808

億円（前期比154.8％）と、昨年に引き続き大幅な伸びを示し、総広告費に占めるインターネットの割合は、つい

に4.7％を超えるまでになりました。

　Ｅコマース市場につきましても、前年比約130％と高い成長をとげており、ウェブサイトを営業ツールとして用い

るマーケティング手法が定着してきています。企業はよりＲＯＩの高いプロモーションサイトを構築するため、消

費者心理にあわせた情報提供方法を追求するようになり、高度な分析を行うためのウェブ分析サービスに対するニー

ズは急速に高まってきています。

　また、Ｅメール配信サービス市場は、多くの企業がOne to OneマーケティングやＣＲＭに注目していることを背

景として引き続き拡大を続けていますが、平成17年度４月の個人情報保護法施行以降、自社の個人情報を外部企業

に委託することに慎重になる傾向がみられ、市場の伸びはやや鈍化し、株式会社工業市場研究所の調べによります

と昨年度より11％増加の50億円となりました。

　一方、モバイルマーケティング市場もさらに拡大基調にあり、飲料、自動車などのナショナルクライアントのマ

スキャンペーンでの活用が増加してきています。携帯電話契約数はさらに増加し、9,000万契約を突破する一方、各

キャリアの新機種の投入により、接続速度の高速化と大容量化が進み、Flash・動画や音楽ダウンロードなども含め

たリッチな広告展開が幅広く可能になりました。カメラ機能やQRコード読取機能、さらに電子決済機能、ワンセグ

放送対応のテレビ機能など、端末の多機能化やサービスの多様化を受けて、モバイルを活用したコマース市場は急

激に成長しており、さらに大きな市場や変革を創出しうるものとして注目を浴びています。

　

②　当期の事業展開

　このような環境下で、当社は昨年度整備いたしました新経営体制の下、引き続き抜本的な事業構造の見直しを行

いました。

　まず、当社がソリューションプロバイダーとして先進の技術を提供し続けるために、新分野への進出ならびに製

品・サービスの拡充を行うことにつきましては、６月に当社がウェブサイト分析の分野に進出し、最初の製品とな

る、ウェブサイト分析サービス「SiteCatalyst」（サイトカタリスト）の販売を開始いたしました。

「SiteCatalyst」は米Omniture社が開発し、当社が日本国内における販売代理契約を締結した製品で、当社が独占

的に提供するDART製品群とシステム的に連携します。発売と同時に株式会社USEN「GyaO」、9月には株式会社ジョブ

ダイレクト、10月には株式会社インテリジェンス、株式会社USENの「ピタ事業」に相次いで導入されるなど、好調

に推移しております。また、６月にはモバイルマーケティングツール「MobileMK」（モバイル・エム・ケー）の開

発元である株式会社インフェイズの全ての資産ならびに従業員の受け入れを実行し、当社内に新たに製品開発部門

を設置するとともに、独自製品のバージョンアップを進め、9月には最初の製品としてモバイルマーケティングツー

ル「MobileMK1.3」（モバイル・エム・ケー１．３）を発表いたしました。今後も当社製品のバージョンアップ、カ

スタマイズ等をより短期間で実現し、顧客満足度向上に寄与するほか、当社独自の製品の開発を進め、Eマーケティ

ング分野におけるテクノロジープロバイダーとしての地位をより確かなものにしてまいります。なお、

「MobileMK1.3」につきましては、株式会社ウェスティンホテル大阪、キリンウェルフーズ株式会社、JLCエンター

プライズ株式会社、損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社、株式会社ダイヤモンド・ビッグアンド

リードはじめ多くの企業に導入いただくなど、好調な立ち上がりを見せております。一方、米DoubleClick社の製品

につきましては、広告配信管理システム「DART Enterprise6.0」（ダート・エンタープライズ６．０）を投入し、

広告配信分野の一層の強化を行いました。

　次に、より顧客ニーズに合わせたソリューション志向の営業体制を確立するために、代理店の拡大とアカウント
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マネージの強化に注力しました。4月には株式会社ブレイニーワークス、1月には東日本電信電話株式会社が新たに

代理店とメール配信システム「ClickM@iler」（クリックメーラー）の販売代理契約を締結し、当社製品の拡販を

行っております。また、当事業年度におきまして、愛知万博、トリノオリンピック、ワールドベースボールクラシッ

ク（WBC）など多くのイベントが行われたことも追い風となって、当社の既存顧客であります大手新聞社、ISP事業

者の広告配信ソリューションの利用が好調に推移しました。一方で新たに5月にはソニーコミュニケーションネット

ワーク株式会社に広告配信管理サービス「DART for Publishers」（ダート・フォー・パブリッシャーズ）、6月に

はNHN Japan 株式会社にメール配信サービス「DARTmail」（ダートメール）、9月に株式会社アイルにメール配信シ

ステム「ClickM@iler」（クリックメーラー）、11月には株式会社イマージュ・ネット、オートバイテル・ジャパン

株式会社、12月には株式会社デジタルガレージ、株式会社VIBE、 3月には株式会社グルメぴあネットワーク、株式

会社インターネットレボリューション、株式会社サーチナ、株式会社ジャパンタイムズ、株式会社ミクシィにそれ

ぞれ「DART for Publishers」を導入いただくなど営業活動は順調に推移しました。

　さらに経営面におきましては、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離し、業務執行における意思決

定の質的向上と義務の明確化を図ることを目的として執行役員制度を導入しました。これにより、社内の重要な意

思決定に参画するポジションにある社員の責任と機能を明確化し、より高度な業務判断を迅速に実現させることで、

経営の効率化を一層推進させてまいりました。

　以上の施策により、売上高において対前年比135％、当社創業以来初めての営業利益の黒字化を達成、１億２百万

円の営業利益を計上することができました。
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（２）経営成績

①　売上高

　事業部別販売実績

区　　　分
第８期 第９期

対前期比
増減率

売上高 構成比 売上高 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ ％

ソフトウェアライセンス 120 13.5 201 16.7 66.7

Ａ　Ｓ　Ｐ　利　用 382 42.7 537 44.5 40.3

サービス・その他 392 43.8 468 38.8 19.5

合計 895 100.0 1,207 100 34.8

　売上高は、12億７百万円と前期比で３億11百万円（34.8％増）の増加となりましたが、その内訳は以下のとおり

です。

　ソフトウェアライセンスの売上は、２億１百万円と前期比で80百万円の増加（66.7％増）となりました。これは

広告配信システムの新規導入が好調であったことによります。

　ＡＳＰ利用の売上は、５億37百万円と前期比で１億54百万円の増加（40.3％増）となりました。これはウェブサ

イト分析サービス、モバイルマーケティングサービスの立ち上げ、ならびに広告配信サービスの販売好調によります。

　サービス・その他の売上は、４億68百万円と前期比で76百万円の増加（19.5％増）の売上となりました。

②　売上総利益

　当期の売上総利益は、４億81百万円と対前期比で２億11百万円の増加（78.3％増）となりました。

③　販売費及び一般管理費

　当期の販売費及び一般管理費は、３億79百万円と対前期比で34百万円の増加（9.9％増）となりました。

④　営業利益

　当期の営業利益は、１億２百万円と前期に比べ１億77百万円の増加となりました。

　当期の売上高営業利益率は8.5％となり、前期に比べ16.8ポイントの改善となりました。

⑤　経常利益

　当期の経常利益は、１億31百万円と前期に比べ１億13百万円の大幅な改善となりました。

　当期の売上高経常利益率は10.9％となり、前期に比べ8.9ポイントの改善となりました。

　　⑥　当期純利益

　当期の当期純利益は55百万円と、前期の当期純損失１億２百万円に比べ１億57百万円の利益増加となりました。

　当期の当期純利益率は4.6％となり、前期の△11.4％に比べ16.0ポイントの改善となりました。

（３）財政状態

①　資産、負債、資本

　当期末の流動資産は、31億40百万円と対前期末比で85百万円の増加（2.8％増）となりました。

　当期末の固定資産は、１億38百万円と対前期末比で37百万円の増加（36.9％増）となりました。

　当期末の流動負債は、２億53百万円と対前期末比で27百万円の増加（12.2％増）となりました。

　当期末の固定負債は、８百万円と対前期末とほぼ同水準となりました。
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　当期末の資本の部は、30億17百万円と対前期末比で94百万円の増加（3.3％増）となりました。また、当期末の総

資産は、32億79百万円と対前期末比で１億22百万円の増加（3.9％増）となりました。

②　キャッシュ・フロー

　現金及び現金同等物の期末残高は、28億90百万円と対前期末比で１億94百万円の増加（7.2％増）となりました。

（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１億27百万円となり、対前期比で１億94百万円の収入増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、獲得した資金は26百万円となり、対前期比で１億４百万円の収入増加となりました。主な内容

は、子会社の統合に伴う支出１億25百万円とソフトウェア仮払金の返還による収入１億53百万円によるものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、獲得した資金は39百万円となり、対前期比で22百万円の収入増加（124.8％増）となりました。

これは、当期における従業員等の新株予約権の行使による新株発行に伴う収入39百万円によるものであります。

③　キャッシュ・フロー指標のトレンド

 

第５期

平成14年３月期

第６期

平成15年３月期

第７期

平成16年３月期

第８期

平成17年３月期

第９期

平成18年３月期

自己資本比率（％） 82.8 87.4 91.5 92.6 92.0

時価ベースの自己資本比率

（％） 321.5 116.2 470.0 285.6 397.86

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ － － － － －

（注）１．自己資本比率＝期末自己資本÷期末総資産

２．時価ベースの自己資本比率＝期末株式時価総額÷期末総資産

※株式時価総額は、期末終値株価×期末発行済株式数により算出しております。

３．債務償還年数＝有利子負債÷営業キャッシュ・フロー

４．インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー÷支払利息額

※第５期、第６期、第７期、第８期及び第９期は、有利子負債及び利払いがないため、債務償還年数及び

インタレスト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。

（４）次期（平成17年４月１日～平成18年３月31日）の業績見通し

　当社は業績予想の公表を行っておりませんので、次期の業績見通しの記載を省略しております。

 

（５）その他　

新株予約権等の状況

　提出会社に対して新株の発行を請求できる権利（旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権（ストッ

クオプション））に関する事項は、次のとおりであります。　

①平成13年１月９日臨時株主総会決議

事業年度末
（平成18年３月31日）

提出日の前月末現在
（平成18年４月30日）

新株引受権の数（個） － －

新株引受権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株引受権の目的となる株式の数（株） 1,313株 1,253株

新株引受権の行使時の払込金額（円） 50,000円 50,000円

新株引受権の行使期間
自　平成13年１月27日から

至　平成20年１月26日まで

自　平成13年１月27日から

至　平成20年１月26日まで
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事業年度末
（平成18年３月31日）

提出日の前月末現在
（平成18年４月30日）

新株引受権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　50,000円

資本組入額　50,000円

発行価格　　50,000円

資本組入額　50,000円

新株引受権の行使の条件

　対象者は、新株引受権の行

使時において、当社の取締役

及び従業員であることを要す

る。

　対象者が死亡した場合は、

相続人が権利を相続すること

ができる。

同左

新株引受権の譲渡に関する事項

　新株引受権は、譲渡、質入

その他一切の処分をすること

ができない。

同左

　（注）　１．　権利付与日以降株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数は分割

または併合の比率に応じ比例的に調整されます。

２．　当社が株式の分割（配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同様とす

る。）または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株未満の株

式は、これを切り捨てます。

　　　　　　　　　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割・併合の比率

 　　　　　　　 なお上記付与株式数の調整は、その時点で被付与者が新株予約権を行使していない付与株式数につい 

              てのみ行われるものとします。

３．　当社が、株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる

１円未満の端数は、これを切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

　　　　　４．　退職等により89名、5,771株分は失権しております。

５．　新株引受権の目的となる株式の数は、平成13年１月９日の定時株主総会における新株発行予定数から、

退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

　提出会社に対して新株の発行を請求できる権利（商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

（ストックオプション））に関する事項は、次のとおりであります。　

　　　　　　①平成15年６月25日定時株主総会決議

事業年度末
（平成18年３月31日）

提出日の前月末現在
（平成18年４月30日）

新株予約権の数（個） 395株 395株

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 395株 395株

新株予約権の行使時の払込金額（円） 37,789円 37,789円

新株予約権の行使期間
 自　平成17年９月２日から

至　平成21年９月１日まで

 自　平成17年９月２日から

至　平成21年９月１日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　37,789円

資本組入額　18,895円

発行価格　　37,789円

資本組入額　18,895円

新株予約権の行使の条件

　対象者は、新株予約権の行

使時において、当社の取締役

及び従業員であることを要す

る。

　対象者が死亡した場合は、

相続人が権利を相続すること

ができる。

同左
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事業年度末
（平成18年３月31日）

提出日の前月末現在
（平成18年４月30日）

新株予約権の譲渡に関する事項

　新株予約権は、譲渡、質入

その他一切の処分をすること

ができない。

同左

　（注）　１．　権利付与日以降株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は分割

または併合の比率に応じ比例的に調整されます。

２．　当社が株式の分割（配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同様とす

る。）または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株未満の株

式は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割・併合の比率

　なお上記付与株式数の調整は、その時点で被付与者が新株予約権を行使していない付与株式数について

のみ行われるものとします。

３．　当社が、株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる

１円未満の端数は、これを切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４．　退職等により39名、1,830株分は失権しております。

５．　新株予約権の目的となる株式の数は、平成15年６月25日の定時株主総会における新株発行予定数から、

退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

　　　　　　②平成16年６月24日定時株主総会決議

事業年度末
（平成18年３月31日）

提出日の前月末現在
（平成18年４月30日）

新株予約権の数（個） 465株 465株

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 465株 465株

新株予約権の行使時の払込金額（円） 66,000円 66,000円

新株予約権の行使期間
 自　平成18年９月２日から

至　平成22年９月１日まで

 自　平成18年９月２日から

至　平成22年９月１日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　66,000円

資本組入額　33,000円

発行価格　　66,000円

資本組入額　33,000円

新株予約権の行使の条件

　対象者は、新株予約権の行

使時において、当社の取締役

及び従業員であることを要す

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

　新株予約権は、譲渡、質入

その他一切の処分をすること

ができない。

同左

　（注）　１．　権利付与日以降株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は分割

または併合の比率に応じ比例的に調整されます。

２．　当社が株式の分割（配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同様とす

る。）または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株未満の株

式は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割・併合の比率

　なお上記付与株式数の調整は、その時点で被付与者が新株予約権を行使していない付与株式数について

のみ行われるものとします。

３．　当社が、株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる

１円未満の端数は、これを切り上げます。
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調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４．　退職等により13名、205株分は失権しております。

５．　新株予約権の目的となる株式の数は、平成16年６月24日の定時株主総会における新株発行予定数から、

退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

　　　　　　③平成17年６月28日定時株主総会決議

事業年度末
（平成18年３月31日）

提出日の前月末現在
（平成18年４月30日）

新株予約権の数（個） 1,120株 1,120株

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,120株 1,120株

新株予約権の行使時の払込金額（円） 123,000円 123,000円

新株予約権の行使期間
 自　平成19年９月２日から

至　平成23年９月30日まで

 自　平成19年９月２日から

至　平成23年９月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　123,000円

資本組入額　61,500円

発行価格　　123,000円

資本組入額　61,500円

新株予約権の行使の条件

　対象者は、新株予約権の行

使時において、当社の取締役

及び従業員であることを要す

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

　新株予約権は、譲渡、質入

その他一切の処分をすること

ができない。

同左

　（注）　１．　権利付与日以降株式の分割または併合が行われる場合、未行使の新株予約権の目的たる株式の数は分割

または併合の比率に応じ比例的に調整されます。

２．　当社が株式の分割（配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同様とす

る。）または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株未満の株

式は、これを切り捨てます。

調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　分割・併合の比率

　なお上記付与株式数の調整は、その時点で被付与者が新株予約権を行使していない付与株式数について

のみ行われるものとします。

３．　当社が、株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる

１円未満の端数は、これを切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４．　退職等により３名、50株分は失権しております。

５．　新株予約権の目的となる株式の数は、平成17年６月28日の定時株主総会における新株発行予定数から、

退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
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４．個別財務諸表等
(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 2,695,709 2,890,544 194,835

２．受取手形 3,034 - △3,304

３．売掛金 ※２ 177,375 238,541 61,165

４．前払費用 12,410 3,866 △8,544

５．未収入金 156,488 8,274 △148,213

６．立替金 14,261 3,326 △10,934

７．その他 164 - △164

貸倒引当金 △4,213 △4,108 104

流動資産合計 3,055,230 96.8 3,140,445 95.8 85,214

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 2,168 2,168 - 

減価償却累計額 714 1,454 1,389 779 △674

２．器具備品 65,036 53,215 -  

減価償却累計額 44,292 20,744 42,420 10,795 △9,949

有形固定資産合計 22,198 0.7 11,574 0.4 △10,624

(2）無形固定資産  

１．ソフトウェア 28,355 17,792 △10,563

２．電話加入権 800 800  

無形固定資産合計 29,156 0.9 18,593 0.6 △10,563

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 0 0 - 

２．関係会社株式 50,058 - △50,058

３．破産・更生債権等 3,304 - △3,304

４．長期前払費用  -  108,690 108,690

貸倒引当金 △3,304 - 3,304

投資その他の資産合計 50,058 1.6 108,690 3.3 58,632

固定資産合計 101,413 3.2 138,859 4.2 37,445

資産合計 3,156,643 100.0 3,279,304 100.0 122,660
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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）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 ※２ 99,229 96,145 △3,084

２．未払金  45,153 59,535 14,382

３．未払費用 1,615 5,244 3,629

４．未払法人税等 11,807 7,027 △4,780

５．未払消費税等 - 18,572 18,572

６．預り金 1,906 2,239 333

７．前受収益 47,527 65,001 17,473

８．賞与引当金 18,581 - △18,581

９．その他 367 - △367

流動負債合計 226,190 7.2 253,767 7.7 27,577

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 8,325 8,467 142

固定負債合計 8,325 0.2 8,467 0.3 142

負債合計 234,515 7.4 262,235 8.0 27,719

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※１ 1,833,162 58.1 1,866,628 56.9 33,466

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 487,920 494,136  

２．その他資本剰余金  

資本準備金減少差益 2,550,000 2,550,000  

資本剰余金合計 3,037,920 96.2 3,044,136 92.8 6,216

Ⅲ　利益剰余金  

１．当期未処理損失 1,948,953 1,893,695  

利益剰余金合計 △1,948,953 △61.7 △1,893,695 △57.7 55,258

資本合計 2,922,129 92.6 3,017,068 92.0 94,940

負債資本合計 3,156,643 100.0 3,279,304 100.0 122,660
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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   895,686 100.0  1,207,080 100.0 311,394

Ⅱ　売上原価 ※１  625,604 69.8  725,443 60.1 99,839

　　　売上総利益   270,082 30.2  481,636 39.9 211,554

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  345,091 38.5  379,363 31.4 34,271

　営業利益又は営業損失

　（△）   △75,009 △8.3  102,273 8.5 177,283

Ⅳ　営業外収益         

　　　１．受取利息  15,042   23,741    

　　　２．受取配当金  64   -    

　　　３．有価証券利息  4   -    

　　　４．為替差益  3,888   4,901    

　　　５．投資有価証券売却

益  70,800   -    

　　　６．仕入割引  -   121    

　　　７．雑収入  3,579 93,378 10.4 545 29,309 2.4 △64,068

Ⅴ　営業外費用         

　　　１．為替差損  -   -    

　　　２．新株発行費  -   -    

　　　３．雑損失  537 537 0.1 -  0.0 △537

　　経常利益   17,830 2.0  131,583 10.9 113,752

Ⅵ　特別利益         

　　　１．貸倒引当金戻入  - - - 104 104 0.0 104

Ⅶ　特別損失         

　　　１．器具備品売却損  59   -    

　　　２．固定資産除却損 ※３ 2,355   4,222    

　　　３．固定資産評価損 ※４ 69,154   -    

　　　４．投資有価証券評価

損  321   -    

　　　５．子会社整理損 ※６ -   71,271    

　　　６．構造改善費用 ※５ 46,908 118,799 13.3 - 75,494 6.3 △43,304

税引前当期純利益又は

税引前当期純損失

（△）   △100,968 △11.3  56,194 4.7 157,162
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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）

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）

法人税、住民税及び事

業税   1,119 0.1  936 0.1 △182

　　　当期純利益又は

　　　当期純損失（△）   △102,087 △11.4  55,258 4.6 157,345

　　　前期繰越損失   1,846,866   1,948,953  102,087

　　　当期末処理損失   1,948,953   1,893,695  △55,258

         

  

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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　ロイヤリティ 355,721 56.9 418,376 57.7

Ⅱ　労務費 ※１ 124,328 19.9 135,482 18.7

Ⅲ　経費 ※２ 145,554 23.2 171,584 23.7

合計 625,604 100.0 725,443 100.0

　

（脚注）

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　労務費の主な内訳 ※１　労務費の主な内訳

給与手当 94,036千円 給与手当 103,007千円

法定福利費 13,041千円 法定福利費 15,975千円

賞与引当金繰入額 6,723千円 賞与 7,207千円

※２　経費の主な内訳 ※２　経費の主な内訳

外注費 115,178千円 外注費 94,955千円

業務委託手数料 3,506千円 業務委託手数料 29,969千円

ソフトウェア償却額 6,436千円 ソフトウェア償却額 5,404千円
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(3) キャッシュ・フロ－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）

金額

（千円）

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（△は損失）  △100,968 56,194 157,162

　減価償却費  12,192 6,401 △5,790

　ソフトウェア償却額  14,654 11,143 △3,510

　長期前払費用償却額  - 16,721 16,721

　租税公課  10,857 11,483 625

　貸倒引当金の増加額(△は減少額）  67 △3,409 △3,477

　賞与引当金の増加額(△は減少額）  10,329 △18,581 △28,911

　退職給付引当金の増加額(△は減少額）  △6,735 142 6,877

　受取利息  △15,042 △23,741 △8,698

　有価証券利息  △4 - 4

　受取配当金  △64 - 64

　為替差損益  △1,297 △1,202 95

　器具備品売却損  59 - △59

　固定資産除却損  2,355 4,222 1,867

　固定資産評価損  69,154 - △69,154

　投資有価証券評価損  321 - △321

　投資有価証券売却益  △70,800 - 70,800

　構造改善費用  46,908 - △46,908

　子会社整理損  - 71,271 71,271

　売上債権の減少額  46,798 △58,131 △104,930

　仕入債務の減少額  △28,482 △3,084 25,398

　未払金の増加額（△は減少額）  18,144 15,689 △2,455

　未払費用の減少額  △1,232 3,629 4,861

　前受収益の増加額  2,440 17,473 15,033

　未払消費税等の増加額（△は減少額）  △26,123 18,572 44,696

　仮払消費税等の増加額  △2,545 2,545 5,090

　その他の資産の増加額（△は減少額）  △12,186 19,169 31,356

　その他の負債の増加額  △5,182 △33 5,149

　小計  △36,380 146,475 182,856

　利息及び配当金受取額  14,946 23,906 8,959

　構造改善に係る支出額  △44,982  - 44,982

　子会社整理に係る支出額  - △25,822 △25,822

　法人税等支払額  △1,119 △17,200 △16,081

営業活動によるキャッシュ・フロー  △67,536 127,359 194,895

-16/31-



  

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）

金額

（千円）

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  △1,850 - 1,850

　有形固定資産の売却による収入  1,330 - △1,330

　長期前払費用の取得による支出  - △125,412 △125,412

　ソフトウェアの取得による支出  △130,518 △1,887 128,631

　ソフトウェアの売却による収入  22,789 - △22,789

　ソフトウェア取得仮払金の返還による収入  - 153,890 153,890

　保証金の返還による収入  404 - △404

　投資有価証券の売却による収入  80,320 - △80,320

　投資有価証券の取得による支出  △50,058 - 50,058

投資活動によるキャッシュ・フロー  △77,581 26,590 104,172

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  17,650 39,682 22,032

財務活動によるキャッシュ・フロー  17,650 39,682 22,032

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  1,297 1,202 △95

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額

　（△は減少額）  △126,170 194,835 321,005

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,821,879 2,695,709 △126,170

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  2,695,709 2,890,544 194,835
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(4) 損失処理案

第８期
株主総会承認日

（平成17年６月28日）

第９期
株主総会承認予定日
（平成18年６月28日）

科　　目
注記
番号

金　額（千円） 金　額（千円）

　当期未処理損失 1,948,953 -

　次期繰越損失 1,948,953 -

 　

第８期
株主総会承認日

（平成17年６月28日）

第９期
株主総会承認予定日
（平成18年６月28日）

科　　目
注記
番号

金　額（千円） 金　額（千円）

　当期未処理損失   -  1,893,695

　資本準備金減少差益取崩額   -  1,948,953

　次期繰越利益   -  55,258

　その他資本剰余金   -  2,550,000

　資本金及び資本準備金減少差益取崩額   -  1,948,953

　その他資本剰余金次期繰越額   -  601,046
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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）子会社株式及び関連会社株式

　 　移動平均法による原価法

（1）子会社株式及び関連会社株式

同左

（2）その他有価証券

時価のあるもの

・・・決算末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

（2）その他有価証券

同左

時価のないもの

・・・移動平均法による原価法

 

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　　建物・・・・・15年

　　器具備品・・・３年から15年

(1）有形固定資産

　　　　　　　　同左

 

 

 

(2）無形固定資産

　市場販売目的のパッケージソフトウェ

ア制作費については、見込販売額に基づ

く償却額と見込販売可能期間(３年)に基

づく定額償却額のいずれか大きい額によ

り償却しております。

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法により償却しております。

(3）長期前払費用

　均等償却

(2）無形固定資産

　　　　　　　　同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権等の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に充てるため、賞与

支給見込額の当期負担額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務を計上し

ております。なお、退職給付債務の算定

にあたり、簡便法を採用しております。

(3）退職給付引当金

同左
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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）

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

５．ヘッジ会計の方法 （１）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

（１）ヘッジ会計の方法

同左

 （２）ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段：外貨建預金の保有

　　ヘッジ対象：外貨建予定取引

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 （３）ヘッジ方針

　当社内規に基づき、為替相場変動リス

クをヘッジしております。

（３）ヘッジ方針

同左

 （４）ヘッジ有効性評価の方法

　当社が行っているヘッジ取引は、当社

のリスク管理方針に従っており、為替相

場の変動によるヘッジ手段とヘッジ対象

との相関関係が完全に確保されているこ

とを確認しております。

（４）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　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、手元現金、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ケ月以内

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

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の処理方法

同左
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 　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）

（貸借対照表）

　前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「未収入金」は、総資産額の100分の１を超え

たため、当事業年度より区分掲記しております。

　なお、前事業年度の流動資産の「その他」に含まれる

「未収入金」は3,311千円であります。

　

　

──────────────

　

追加情報

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）

　法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の

表示方法 

　実務対応報告12号「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（企業会計基準

委員会平成16年２月13日）が公表されたこ

とに伴い、当事業年度から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割及び資

本割10,857千円を販売費及び一般管理費と

して処理しております。

　

　

　

 ───────────

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．会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※１．会社が発行する株式及び発行済株式の総数

会社が発行する株式の総数 普通株式 706,176株

発行済株式総数 普通株式 202,353株

会社が発行する株式の総数 普通株式 706,176株

発行済株式総数 普通株式 203,227株

※２．関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであり

ます。

※２．関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであり

ます。

　　売掛金 40,495千円

　　買掛金 77,637千円

　　売掛金 27,572千円

　　買掛金 －千円
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（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．関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれ

ております。

関係会社へのロイヤリティ

の支払額 
372,802 千円

※１．関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれ

ております。

関係会社へのロイヤリティ

の支払額 
411,832 千円

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。

給与手当 87,767千円

賞与 3,038千円

法定福利費 12,111千円

福利厚生費 3,889千円

賞与引当金繰入額 11,858千円

退職給付費用 631千円

貸倒引当金繰入額 67千円

減価償却費 15,196千円

支払家賃 9,939千円

役員報酬 32,399千円

顧問料 52,465千円

販売促進費 31,863千円

給与手当 90,755千円

賞与 20,865千円

法定福利費 14,477千円

福利厚生費 4,481千円

賞与引当金繰入額 －千円

退職給付費用 572千円

貸倒引当金繰入額 －千円

減価償却費 9,034千円

支払家賃 8,357千円

役員報酬 35,770千円

顧問料 52,324千円

販売促進費 45,355千円

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の割

合は概ね次のとおりであります。

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の割

合は概ね次のとおりであります。

販売費に属する費用 38.8％

一般管理費に属する費用 61.2％

販売費に属する費用 39.5％

一般管理費に属する費用 60.5％

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

器具備品 2,355千円

計 2,355千円

器具備品 4,222千円

計 4,222千円

※４．固定資産評価損の内容は次のとおりであります。

ソフトウェア 69,154 千円

計 69,154 千円

　　　

───────────

※５．構造改善費用の内容は次のとおりであります

特別退職金の支払 5,123 千円

ソフトウェア開発費一括償却 39,379 千円

その他 2,405 千円

計 46,908 千円

　　

　

───────────

　　

　

───────────

※６．子会社整理損の内容は次のとおりであります

株式評価損失 50,058 千円

債務免除 25,000 千円

その他 822 千円

計 75,880 千円
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（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

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

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,695,709千円

現金及び現金同等物の期

末残高
2,695,709千円

現金及び預金勘定 2,890,544千円

現金及び現金同等物の期

末残高
2,890,544千円

 

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

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）

器具備品 7,833 3,060 4,772

合計 7,833 3,060 4,772

────―――――――――
２．未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4,354千円

１年超 482千円

合計 4,837千円

 
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 3,085千円

減価償却費相当額 2,858千円

支払利息相当額 283千円

 

 

４．減価償却費相当額の算定方法

定額法

 

 

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース資産計上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、利息方に

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日現在）

１．前事業年度中に売却したその他有価証券（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

80,320 70,800 ────────

２．時価のない有価証券の内容及び貸借対照表計上額

貸借対照表計上額（千円）

子会社株式及び関連会社株式

非上場株式 50,058

その他有価証券

非上場株式※ 0

　※　当事業年度において株式の減損処理を行い、減損処理後の金額を計上しております。

　当事業年度に減損処理した金額は321千円であります。

第９期（平成18年３月31日現在）

１．時価のない有価証券の内容及び貸借対照表計上額

貸借対照表計上額（千円）

子会社株式及び関連会社株式

非上場株式 －

その他有価証券

非上場株式 0

 　

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）

　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。

④　退職給付

第８期（平成17年３月31日現在）

　当社は退職金制度に基づく支給要件を充足する従業員を対象として退職給付引当金を計上しております。

１．採用している退職給付金制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項（平成17年３月31日現在）

(1）退職給付債務 -8,325千円

(2）退職給付引当金 8,325千円

　（注）　当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項（自平成16年４月１日至平成17年３月31日）

勤務費用 3,252千円

第９期（平成18年３月31日現在）

　当社は退職金制度に基づく支給要件を充足する従業員を対象として退職給付引当金を計上しております。
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１．採用している退職給付金制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項（平成18年３月31日現在）

(1）退職給付債務 -8,467千円

(2）退職給付引当金 8,467千円

　（注）　当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項（自平成17年４月１日至平成18年３月31日）

勤務費用 1,075千円

⑤　税効果会計

第８期
（平成17年３月31日現在）

第９期
（平成18年３月31日現在）

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　

繰延税金資産   

繰越欠損金 621,859 千円

その他 37,828 千円

繰延税金資産小計 659,687 千円

評価性引当額 -659,687 千円

繰延税金資産合計 － 千円

繰延税金資産の純額 － 千円

繰延税金負債

繰延税金資産   

繰越欠損金 606,333 千円

その他 33,969 千円

繰延税金資産小計 640,302 千円

評価性引当額 -640,302 千円

繰延税金資産合計 － 千円

繰延税金資産の純額 － 千円

繰延税金負債

──────────

　

──────────

　

(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

の差異の原因となった主な項目別内訳

(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

の差異の原因となった主な項目別内訳

税引前当期純損失を計上しているため、記載しており

ません。

法定実効税率 40.50 ％

交際費等永久に損金に

算入されない項目 2.06 ％

住民税均等割 1.61 ％

評価性引当金 -42.56 ％

税効果会計適用後の

法人税等の負担率 1.61 ％

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）

関連会社に対する投資の金額（千円） 50,058

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） －

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円）  －

（注）関連会社に対する持分法の適用開始は翌期となっております。

 

第９期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はございません。
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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）

１．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
事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社

トランス・

コスモス株

式会社

東京都

渋谷区

29,065

百万円

情報サービ

ス事業及び

ベンチャー

キャピタル

事業

(被所有)

間接

61.67％

兼任

５名

製品の販

売

※１

製品の販売 134,897 売掛金 40,495

その他の

関係会社

米Double 

Click社
米国

141

千米ドル

インター

ネット広告

業

(被所有)

直接

15.45％

兼任

２名

広告配信

技術ライ

センス契

約の締結

※２

ロイヤリティの

支払
372,802 買掛金 61,543

　（注）　上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　

取引条件及び取引条件の決定方針等

※１．当社製品の販売については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

※２．ロイヤリティの金額については、米DoubleClick社と交渉を重ねた上で締結したライセンス契約に規定さ

れた算出式に基づいて計算されております。

２．役員及び個人主要株主等　

　該当事項はありません。

３．子会社等

　該当事項はありません。

４．兄弟会社等

属性
会社等の名
称

住所 資本金
事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社の

子会社

ティーシー

アイ・ビジ

ネス・サー

ビス株式会

社

東京都

渋谷区

100

百万円

トランス・

コスモス株

式会社グ

ループ企業

に対する

シェアード

サービス事

業

－ －

余資運

用

※１

貸付金

受取利息

2,410,000

13,583

貸付金

－

 －

－

（注）ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社への貸付金は期中に返済を受けているため、期末残高はございませ

ん。　

取引条件及び取引条件の決定方針等

※１．資金の貸付については市場金利を勘案して合理的に決定しております。
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第９期（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

１．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
事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社

トランス・

コスモス株

式会社

東京都

渋谷区

29,065

百万円

情報サービ

ス事業及び

ベンチャー

キャピタル

事業

(被所有)

間接

61.40％

兼任

４名

製品の販

売

※１

製品の販売 196,132 売掛金 27,572

その他の

関係会社

米Double 

Click社
米国

141

千米ドル

インター

ネット広告

業

(被所有)

間接

10.96％

兼任

1名

広告配信

技術ライ

センス契

約の締結

※２

ロイヤリティの

支払
252,033 買掛金 165,126

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　２．米DoubleClick社については平成17年12月15日時点で当社の主要株主に該当しないこととなったため、その

　　　　　直近の状況について記載しております。

　

取引条件及び取引条件の決定方針等

※１．当社製品の販売については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

※２．ロイヤリティの金額については、米DoubleClick社と交渉を重ねた上で締結したライセンス契約に規定さ

れた算出式に基づいて計算されております。

２．役員及び個人主要株主等　

　該当事項はありません。

３．子会社等

　該当事項はありません。

４．兄弟会社等

属性
会社等の名
称

住所 資本金
事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

親会社の

子会社

ティーシー

アイ・ビジ

ネス・サー

ビス株式会

社

東京都

渋谷区

100

百万円

トランス・

コスモス株

式会社グ

ループ企業

に対する

シェアード

サービス事

業

－ －

余資運

用

※１

貸付金

受取利息

2,500,000

23,651

貸付金

－

－

 －

（注）ティーシーアイ・ビジネス・サービス株式会社への貸付金は期中に返済を受けているため、期末残高はございませ

ん。　

取引条件及び取引条件の決定方針等

※１．資金の貸付については市場金利を勘案して合理的に決定しております。
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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 14,440円74銭

１株当たり当期純損失 504円56銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。 

１株当たり純資産額       14,845円81銭

１株当たり当期純利益    272円43銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
   271円19銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額（△は損失）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
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（△は損失）   

当期純利益（△は損失）（千円） △102,087  55,258

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（△は損失）

（千円）
△102,087  55,258 

期中平均株式数（株） 202,326 202,834

   

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） － 926

（うち新株予約権） （－）  （926）

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めなかった

潜在株式の概要

 新株予約権３種類（新株予約権の

目的となる株式の数　3,129株）。

これらの詳細は、「第４提出会社の

状況、１ 株式等の状況、（２）　

新株予約権等の状況」に記載のとお

りであります。

 新株予約権３種類（新株予約権の

目的となる株式の数　3,293株）。

これらの詳細は、「第４提出会社の

状況、１ 株式等の状況、（２）　

新株予約権等の状況」に記載のとお

りであります。

-28/31-



（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．当社は、平成17年５月12日開催の取締役会において、

旧商法第280条ノ20並びに旧商法第280条ノ21の規定に

基づき、当社取締役及び従業員に対し、新株予約権　

（ストックオプション）を付与することを決議し、平

成17年６月28日開催の定時株主総会において、以下の

とおり承認されました。

　

(1）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　普通株式1,170株を上限とする。

 (2）新株予約権の数

　　1,170個を上限とする。

　　（新株予約権１個につき普通株式1株）

 (3）新株予約権の発行価額

　　無償で発行するものとする。

 (4）行使に際して払込みをすべき金額

　  新株予約権１個当たりの払込金額は、次により決定

される１株当たりの払込金額に（２）に定める新株予

約権１個の株式数を乗じた金額とする。 

　　１株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日

の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を

除く）における大阪証券取引所における当社株式の普

通取引の終値の平均値（１円未満の端数は切上げ）と

する。

　ただし、当該金額が新株予約権発行日前日の終値（取

引が成立しない場合はその前日の終値）を下回る

ときは、当該終値とする。　

 (5）新株予約権を行使することができる期間 

　　平成19年９月２日から平成23年９月30日まで

 １．当社は、平成18年５月18日開催の取締役会において、

会社法第236条、第238条および第239条に規定する新株

予約権をストックオプションとして当社の取締役およ

び使用人に対し特に有利な条件で発行することを、平

成18年６月28日開催予定の第９回定時株主総会に付議

することを決議いたしました。その概要は以下の通り

であります。

(1）新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　　普通株式1,600株を上限とする。

(2）新株予約権の数

　　1,600個を上限とする。 

 　　（新株予約権１個につき普通株式1株）

(3）新株予約権の発行価額

 　　無償で発行するものとする。

(4）行使に際して出資される財産の価額

　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

は、新株予約権を行使することにより交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価

額」という）に付与株式数を乗じた金額とする。 

　　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割

当日」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）の大阪証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値又は割当日の終値（当

日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の

終値）のいずれか高い金額とする。

(5）新株予約権を行使することができる期間 

　　平成20年９月２日から平成24年９月１日まで

 （注）上記の内容については、平成18年６月28日開催予

定の当社第９回定時株主総会において、「当社の取締

役および使用人に対してストックオプションとして発

行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に

委任する件」が承認可決されることを条件といたしま

す。
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（当期中の発行済株式数の増加の内容）

年月日
発行済株式総数

増加数（株）

発行済株式総数

残高（株）

資本金増加額

（千円）

資本金残高　

（千円）

資本準備金

増加額（千円）

資本準備金残高

（千円）

平成17年８月５日 294 202,647 14,700 1,847,862 － －

平成17年９月５日 394 203,041 11,052 1,858,914 5,252 493,172

平成17年10月５日 51 203,092 963 1,859,878 963 494,136

平成17年11月４日 50 203,142 2,500 1,862,378 － 494,136

平成17年12月５日 20 206,162 1,000 1,863,378 － 494,136

平成18年１月20日 65 203,227 3,250 1,866,628 － 494,136

　　（注）　新株予約権の行使による新株発行

　　　　　　　発行株数　　　　　 　　　　　　　　　　計874株（うち第２回ストックオプション行使分計329株）

　　　　　　　発行価格　　　　　　１株につき　　　　50,000円（第１回ストックオプション行使分）

　　　　　　　発行価格　　　　　　１株につき　　　　37,789円（第２回ストックオプション行使分）

　　　　　　　資本組入額　　　　　１株につき　　　　50,000円（第１回ストックオプション行使分）

　　　　　　　資本組入額　　　　　１株につき　　　　18,895円（第２回ストックオプション行使分）

　　　　　　　資本準備金繰入額　　１株につき　　　　18,895円（第２回ストックオプション行使分）
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５．役員の異動

１．役員の異動

新任取締役候補（平成18年６月28日付予定）

取締役　　　　　河野　洋一　　　　　トランスコスモス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　常務執行役員　ＭＣＭサービス統括サービス企画部長

取締役　　　　　武智　清訓　　　　　トランスコスモス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　デジタルマーケティングサービス第一本部長

取締役　　　　　田中　晃　　　　　　米DoubleClick社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本統括本部長

退任取締役（平成18年６月28日付予定）

　　　　取締役　　　　　井上　博文　
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