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１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 
 ① 四半期連結財務諸表の作成基準           ： 中間連結財務諸表作成基準 
 ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無       ： 有 

連結（新規）０社、（除外）０社   持分法（新規）3社、（除外）０社 
 ④ 会計監査人の関与                 ： 有 

四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関
する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見
表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成 19 年 3月期第 1四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1日～平成 18 年 6月 30 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                         （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年 3 月期第 1四半期 12,503 47.7 514 48.8 519 39.1 207 △12.6

18 年 3 月期第 1四半期 8,463 83.4 345 178.4 373 211.0 237 253.4

（参考）18 年 3月期 40,324 66.9 1,599 72.4 1,737 84.3 1,235 124.9
 

 
1 株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
1株当たり四半期
（当期）純利益

 円 銭 円 銭

19 年 3 月期第 1四半期 402 78 394 85

18 年 3 月期第 1四半期 927 78 905 61

（参考）18 年 3月期 2,412 51 2,344 72

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

   ②平成 17 年７月 20 日付で、株式分割（1：2）を行っております。 
 (2) 連結財政状態の変動状況                         （百万円未満切捨） 

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

19 年 3 月期第 1四半期 14,910 6,955 46.7 13,524 24

18 年 3 月期第 1四半期 11,041 5,488 49.7 21,474 16

（参考）18 年 3月期 15,268 6,609 43.3 12,854 41
(3) 連結キャッシュ・フローの状況                      （百万円未満切捨） 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー

投資活動による 

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金 

同等物期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年 3 月期第 1四半期 △39 △281 △100 2,254

18 年 3 月期第 1四半期 4 51 △110 4,306

（参考）18 年 3月期 883 △3,073 504 2,676
（注）平成18年３月期第1四半期および平成18年3月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」

の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「1株当たり株主資本」を「1株あたり純資産」の
欄に記載しております。 

３．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 22,911 614 350

通 期 57,009 2,305 1,333

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 2,591 円 95 銭 
（注）上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したもの 

であり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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１．業績の概況(平成18年４月1日～平成18年６月30日) 

（1）第１四半期の業績の概況 

市場環境 
当第 1四半期会計期間（平成 18 年４月１日から平成 18 年６月 30 日まで）における経済環境は、 

今年 3 月の日本銀行による量的緩和解除に象徴されるデフレ経済からの脱却を確認する期となりま

した。企業の設備投資意欲は強く、個人消費も堅調に推移しておりますが、金融市場では、金融政策

が正常化に向かう中で過剰に流れ込んでいたリスクマネーの一部が逃避するなどにより、中長期金利

の乱高下や株式市場が大きく下落するなどの状況が見られました。また、同期間における日本の広告

市場につきましては、世界的イベントであるサッカーワールドカップの開催がプラス要因としてあり

ましたが、大手広告会社各社の月次売上報告によると濃淡はありますがほぼ前年並みと分析しており

ます。 

そのような環境の下、インターネット広告市場につきましては、株式会社電通が発表した平成 17

年の同市場規模が、前年比 54.8％増加し、2,808 億円となり、前年にラジオ広告費を上回り雑誌広告

費を追尾しております。この成長軌道は、当期に入り大手広告会社が発表している月次売上推移から

も確認でき、成長軌道は継続していると分析しております。 

さらに、リスティング広告や成果報酬型広告の拡大のほか、ブログやＳＮＳに代表される急成長す

るＣＧＭ（Consumer Generated Media）向け広告やモバイル広告など、次々に有望な広告手法や商品

が生み出されております。また、インターネットを利用した動画配信サービスも複数のメディアが本

格的にサービスを開始し、同時に配信されるインターネットＣＭは、テレビＣＭに匹敵する表現力と

インターネット特有のターゲティングやインタラクティブ性を兼ね備えた次世代広告市場の有力商

品として期待されています。なお、このインターネットＣＭ市場は、インターネット広告推進協議会

によると平成 17 年の 5億円程度から平成 18 年は 30 億円程度まで成長すると予想されています。 

 

営業の概況 

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

18 年３月期第１四半期
（前年同四半期） 

19 年３月期第１四半期 
（当四半期） 

前期（通期） 
媒体区分 

金    額 構成比 金    額 構成比

対前年 
増減率 

金   額 構成比

ウ ェ ブ 広 告 6,798 80.3 10,548 84.4 55.2 32,907 81.6

メ ー ル 広 告 519 6.1 463 3.7 △10.9 2,359 5.9

モバイル広告 253 3.0 373 3.0 47.5 1,227 3.0

そ の 他 892 10.6 1,118 8.9 25.3 3,831 9.5

合  計 8,463 100.0 12,503 100.0 47.7 40,324 100.0

 

 ※ ウェブ広告：HTML 上に表示されるバナー広告、テキスト広告、リッチメディア広告など。 

   メール広告：主にパソコンで使われる電子メールを利用した広告。 

   モバイル広告：主に携帯電話を利用したインターネット上で展開される広告。 

   その他：上記の付随サービスならびにそれ以外の事業による売上 

 

まず、当企業集団の中核事業であるインターネット広告事業におきましては、主力商品のウェブ広

告については、大手広告主のインターネット広告の利用機会が増加する中、ブランド力を持ち、より

多くのインターネットユーザーが利用する検索系ポータルサイトへの広告出稿が増加したこと、リス

ティング広告や成果報酬型広告などの広告商品は子会社の株式会社電通イー・リンクを中心として取

り込んだこと、さらに当第１四半期はインターネットＣＭの売上の拡大が顕著となり全体の売上高拡

大に貢献しております。その結果、ウェブ広告売上高は前年同期比で 55.2％増加し 10,548 百万円と

なりました。メール広告については、底堅い需要はあるものの、広告主の商品選好がウェブ広告に集

まったことなどにより、売上高は同 10.9％減少し 463 百万円となりました。モバイル広告について

は、通信の高速化やブラウザの性能向上とともに着実に成長する市場を捉え、売上高は同 47.5％増

加し 373 百万円となりました。なお、モバイル広告分野は、当企業集団において重要な戦略分野とし
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て位置づけており、順調に業績を伸ばしている持分法適用関連会社の株式会社ジャパン・モバイル・

コミュニケーションズのほか、関連会社の株式会社プラスモバイルコミュニケーションズや株式会社

イース、そして資本・業務提携をしている株式会社シーエー・モバイルを通じてこの分野をあらゆる

角度から取り込む体制を整えております。 

 なお、今後、ますます増加するクロスメディア展開に対する広告主・媒体社ニーズへの対応とサー

ビスの強化を行うべく、広告主や媒体社に対して適切なソリューションを選定し、コンテンツの企画

制作・運営をするための会社として、平成 18 年 4 月に株式会社電通と共同で出資し、株式会社クロ

スウィンドを設立いたしました。 

次に、インターネット広告以外の事業分野におきましては、販売促進支援事業分野が引き続き順調

に業績を伸ばしております。子会社の株式会社インストア・コミュニケーションズは、大手流通会社

からの受注が引き続き順調に推移し、昨年度の新規クライアントが主要顧客化するなど、業績を順調

に伸ばしております。持分法適用関連会社の株式会社電通テーブルメディアコミュニケーションズに

ついても、同様に大手流通会社からの受注が好調で、業績を大きく伸ばしました。イベントプロモー

ションを主事業とする株式会社スリーピーは、収益基盤はまだ脆弱なものの、大手広告会社との協業

体制や人員増強を含めた社内体制の整備など事業基盤の確立に努めました。 

 上記の結果、売上高は前年同期比で 47.7％増の 12,503 百万円となりました。 

 営業利益については、売上高の増加に伴う販売手数料の増加や積極的な人材採用活動を行ったこと

による人件費の増加等により販売費および一般管理費は増加しましたが、適切な予算策定並びに効率

的な予算執行に努めた結果、営業利益は前年同期比 48.8％増の 514 百万円となりました。 

経常利益については、持分法適用関連会社の株式会社ジャパン・モバイル・コミュニケーションズ

と株式会社電通テーブルメディアコミュニケーションズの業績が順調に拡大したことよる持分法に

よる投資利益の計上等により、前年同期比 39.1％増の 519 百万円となりました。 

四半期純利益につきましては、法人税等ならびに少数株主利益等を差し引き、前年同期比 12.6％

減の 207 百万円となりました。 
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（2）キャッシュ・フローの概況 

当第１四半期における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という。)は、前連結会計年度末より 421

百万円減少し 2,254 百万円となりました。当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそ

れらの要因は、次のとおりであります。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、使用した資金は39百万円(前連結会計年度は883百万円の獲得)となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益 467 百万円の計上、仕入債務 253 百万円の減少、裏書手形 50

百万円の増加、法人税等の支払 532 百万円等が主な原因であります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、使用した資金は 281 百万円(前連結会計年度は 3,073 百万円の使用)となりまし

た。これは、非連結子会社株式の取得による 198 百万円の支出、有形固定資産の取得による支出 9

百万円、無形固定資産の取得による支出 67 百万円等が主な原因であります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、使用した資金は100百万円(前連結会計年度は504百万円の獲得)となりました。

これは配当金の支払による102百万円の支出が主な原因であります。 
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２．当期の見通し(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

当期の当企業集団を巡る経営環境については、主な事業領域であるインターネット広告市場が引き

続き高成長を続けることが予想されており、これまで通り、インターネット広告市場において高いシ

ェアを確保し、市場の成長と同水準かそれ以上の成長を維持することを目標として事業計画をたてて

おります。 

大手広告会社各社の月次売上報告などから分析すると、当第１四半期のインターネット広告市場は

引き続き高成長を維持しており、当企業集団もほぼ期初見通しの範囲内の業績で推移しております。

販売促進事業分野を主な事業領域としている子会社や関連会社についても第２四半期以降も引き続

き順調な成長を見込んでおります。 

当期の業績予想につきましては、上記の通り平成 18 年 5 月 9 日に発表した時点と大きく状況は異

なりませんので変更はありません。 

 

（連結業績見通し） 

 
売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中間期 22,911 614 350

通 期 57,009 2,305 1,333

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  2,591 円 95 銭 
(注) 本資料で記述されている業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したもの

であり、潜在的なリスクや不確定要素等の要因が内在しております。そのため、様々な要因の変化により、

実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性がありますので、この業績予想に全面的に依存して投資等の

判断を下すことは控えられますようお願いいたします。 
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３．四半期連結財務諸表 

（1）四半期連結貸借対照表 

 

  
当第１四半期連結会計期間末

(平成18年６月30日現在) 

前第１四半期連結会計期間末 

(平成17年６月30日現在) 

前連結会計年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   2,150,632 3,294,358   2,569,784

２ 受取手形及び売掛金 
※１ 

※２ 
 6,696,517 4,082,958   6,695,148

３ 有価証券   112,626 1,012,600   112,617

４ 貯蔵品   406 348   318

５ 繰延税金資産   74,030 56,529   106,324

６ その他   819,594 571,921   665,874

貸倒引当金   △2,546 △3,118   △5,175

流動資産合計   9,851,261 66.1 9,015,598 81.7  10,144,894 66.4

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※３  169,554 1.1 105,751 0.9  173,690 1.1

２ 無形固定資産   679,366 4.6 474,675 4.3  572,744 3.8

３ 投資その他の資産     

 （1）投資有価証券   3,167,493 859,811   3,492,375

 （2）長期貸付金   2,589 3,639   2,427

（3）繰延税金資産   217,503 38,256   59,386

（4）その他   870,903 590,314   870,873

 貸倒引当金   △49,236 △49,271   △49,288

投資その他の資産合計   4,209,251 28.2 1,442,749 13.1  4,375,774 28.7

固定資産合計   5,058,172 33.9 2,023,176 18.3  5,122,209 33.6

Ⅲ 繰延資産   1,562 0.0 2,598 0.0  1,785 0.0

資産合計   14,910,997 100.0 11,041,373 100.0  15,268,889 100.0
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当第１四半期連結会計期間末

(平成18年６月30日現在) 

前第１四半期連結会計期間末 

(平成17年６月30日現在) 

前連結会計年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金   6,750,453 4,727,003   6,973,353

２ 未払費用   427,908 187,425   426,509

３ 未払法人税等   187,781 143,410   529,763

４ 短期借入金   83,000 8,000   86,500

５ １年内返済予定長期借入金   12,126 21,422   16,218

６ その他   488,108 146,060   93,967

流動負債合計   7,949,377 53.3 5,233,322 47.4  8,126,312 53.2

Ⅰ 固定負債     

１ 長期借入金   6,317 21,892   7,827

 ２ その他   ― 3,378   5,645

固定負債合計   6,317 0.0 25,270 0.2  13,472 0.1

負債合計   7,955,694 53.3 5,258,592 47.6  8,139,784 53.3

    

(少数株主持分)    

少数株主持分  ― ― 294,498 2.7  519,622 3.4

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  ― ― 2,197,623 19.9  2,339,609 15.3

Ⅱ 資本剰余金  ― ― 1,920,925 17.4  1,932,965 12.7

Ⅲ 利益剰余金  ― ― 1,364,281 12.4  2,362,985 15.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  ― ― 6,682 0.0  △24,846 △0.2

Ⅴ 自己株式   ― ― △1,231 △0.0  △1,231 △0.0

資本合計  ― ― 5,488,281 49.7  6,609,482 43.3

負債・少数株主持分・資本合計  ― ― 11,041,373 100.0  15,268,889 100.0
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当第１四半期連結会計期間末

(平成18年６月30日現在) 

前第１四半期連結会計期間末 

(平成17年６月30日現在) 

前連結会計年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  2,348,558 15.8 ― ―  ― ―

２ 資本剰余金    

 （１）資本準備金  785,143 ―   ―

 （２）その他資本剰余金  1,150,000 ―   ―

資本剰余金合計  1,935,143 13.0 ― ―  ― ―

３ 利益剰余金    

    その他利益剰余金    

     繰越利益剰余金  2,357,608 ―   ―

利益剰余金合計  2,357,608 15.8 ― ―  ― ―

 ４ 自己株式  △1,231 △0.0 ― ―  ― ―

  株主資本合計  6,640,078 44.6 ― ―  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券評価差額金  △250,547 △1.7 ― ―  ― ―

評価・換算差額等合計  △250,547 △1.7 ― ―  ― ―

Ⅲ 新株予約権  5,645 0.0 ― ―  ― ―

Ⅳ 少数株主持分  560,126 3.8 ― ―  ― ―

純資産合計  6,955,302 46.7 ― ―  ― ―

負債・純資産合計  14,910,997 100.0 ― ―  ― ―
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（2）四半期損益計算書 

 

  

当第１四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日)

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
要約損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   12,503,319 100.0  8,463,550 100.0  40,324,758 100.0

Ⅱ 売上原価   9,576,611 76.6  6,459,815 76.3  30,684,938 76.1

売上総利益   2,926,707 23.4  2,003,734 23.7  9,639,819 23.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,412,545 19.3  1,658,223 19.6  8,040,152 19.9

営業利益   514,162 4.1  345,511 4.1  1,599,667 4.0

Ⅳ 営業外収益      

 １ 受取利息  1,255 1,448  5,497 

 ２ 受取配当金  13 9  29 

 ３ 持分法による投資利益  5,515 29,318  125,006 

 ４ その他  326 7,111 0.1 54 30,830 0.3 21,270 151,803 0.3

Ⅴ 営業外費用    

 １ 新株発行費償却  ― 1,797  ― 

 ２ その他  1,561 1,561 0.0 962 2,760 0.0 13,936 13,936 0.0

経常利益  519,711 4.2 373,581 4.4  1,737,533 4.3

Ⅵ 特別利益    

 １ 持分変動利益  ― ―  244,739 

 ２ 貸倒引当金戻入額  ― ― ― 641 641 0.0 ― 244,739 0.6

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損  1,313 ―  733 

２ 移転費用  4,356 ―  4,994 

 ３ 過年度損益修正損  33,341 ―  ― 

 ４ 特別調査費用  13,143 52,155 0.4 ― ― ― ― 5,727 0.0

税金等調整前四半期 

(当期)純利益 
  467,556 3.8 374,223 4.4  1,976,545 4.9

法人税、住民税及び事業税  190,929 140,042  725,236 

法人税等調整額  31,086 222,016 1.8 851 140,893 1.7 △48,163 677,072 1.7

少数株主利益(△損失)   38,421 0.3  △3,702 △0.1  63,736 0.1

四半期(当期)純利益   207,118 1.7  237,032 2.8  1,235,736 3.1
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（3）四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本変動計算書 

四半期連結剰余金計算書 

 

 
前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,917,900  1,917,900

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１ 増資による新株の発行 3,025  15,065

Ⅲ 資本剰余金期末残高 1,920,925  1,932,965

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 1,189,498  1,189,498

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 四半期(当期)純利益 237,032  1,235,736

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 連結子会社の増加による減少高 58,115  58,115

２ 持分法適用会社の増加による減少高 4,133  4,133

Ⅳ 利益剰余金期末残高 1,364,281  2,362,985
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四半期連結株主資本等変動計算書 

 当第1四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰
余金 

 

資本金 資本 
準備金 

資本 
剰余金 
その他 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 繰越 

利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

平成18年 
３月31日残高 

2,339,609 782,965 1,150,000 1,932,965 ― 2,362,985 2,362,985

当四半期 
の変動額 

   

新株の発行 8,949 2,178 2,178   

剰余金の配当   △102,836 △102,836

利益処分によ
る役員賞与 

  △2,048 △2,048

新規持分法適
用に伴う利益
剰余金減少額 

  △107,611 △107,611

四半期純利益   207,118 207,118

株主資本以外
の当四半期の
変動額（純額） 

   

当四半期の 
変動額合計 

8,949 2,178 ― 2,178 ― △5,377 △5,377

平成18年 
６月30日残高 

2,348,558 785,143 1,150,000 1,935,143 ― 2,357,608 2,357,608

 

（単位：千円） 

株主資本 評価・換算差額等  

自己株式 
株主資
本 
合計 

その他有価
証券評価差
額金 

評価・換算 

差額等合計

新株 

予約権 

少数
株主 
持分 

純資産 

合計 

平成18年 
３月31日残高 

△1,231 6,634,329 △24,846 △24,846 5,645 519,622 7,134,750

当四半期 
の変動額 

   

新株の発行  11,127   11,127

剰余金の配当  △102,836   △102,836

利益処分によ
る役員賞与 

 △2,048   △2,048

新規持分法適
用に伴う利益
剰余金減少額 

 △107,611   △107,611

四半期純利益  207,118   207,118

株主資本以外
の当四半期の
変動額（純額） 

 △225,700 △225,700  40,503 △185,197

当四半期の 
変動額合計 

― 5,749 △225,700 △225,700  40,503 △179,447

平成18年 
６月30日残高 

△1,231 6,640,078 △250,547 △250,547 5,645 560,126 6,955,302
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（4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
当第１四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日)

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前四半期(当期)純利益  467,556 374,223 1,976,545

２ 有形固定資産償却額  7,891 3,516 24,419

３ 無形固定資産償却額  27,319 1,651 36,790

４ 連結調整勘定償却額  ― 11,962 47,851

５ のれん償却額  12,150 ― ―

６ 貸倒引当金の増減額(△減少)  △2,680 △641 1,432

７ 受取利息・有価証券利息  △1,255 △1,448 △5,497

８ 受取配当金  △13 △9 △29

９ 支払利息  440 ― 1,170

10 固定資産除却損  1,313 ― 733

11 持分法による投資利益  △5,515 △29,318 △125,006

12 持分変動利益  ― ― △244,739

13 役員賞与の支払額  △4,000 ― ―

14 売上債権の増減額(△増加)  966 30,781 △2,507,035

15 仕入債務の増減額(△減少)  △253,923 △86,383 2,158,169

16 未払費用の増減額(△減少)  △45,324 △4,440 108,968

17 割引手形の増減額(△減少)  △5,935 37,578 21,129

18 裏書手形の増減額(△減少)  50,000 41,384 △9,115

19 その他  194,208 △68,567 △82,164

小計  443,199 310,290 1,403,623

20 利息及び配当金の受取額  49,598 3,184 9,141

21 利息の支払額  △436 ― △1,166

22 法人税等の支払額  △532,203 △308,884 △528,541

営業活動によるキャッシュ・フロー  △39,842 4,590 883,056

   

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 連結範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による収入 
※２ ― 126,412 126,412

２ 非連結子会社株式の取得による支出  △198,000 ― △102,000

３ 投資有価証券の売却による収入  ― ― 28,500

４ 投資有価証券の取得による支出  ― △16,000 △2,534,890

５ 有形固定資産の取得による支出  △9,071 △41,867 △172,275

６ 有形固定資産の売却による収入  ― ― 14,468

７ 無形固定資産の取得による支出  △67,794 △7,194 △164,185

８ 貸付による支出  △1,700 ― △9,900

９ 貸付回収による収入  881 749 41,650

10 敷金及び保証金の差入れ額  △2,579 △6,988 △281,165

11 差入保証金の返還額  ― ― 4,468

12 保険積立金加入による支出  △227 △164 △741

13 定期預金の預入による支出  △2,601 ― △5,898

14 定期積金の積立による支出  ― ― △14,000

15 その他  ― △3,835 △3,907

投資活動によるキャッシュ・フロー  △281,091 51,110 △3,073,465
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当第１四半期連結会計期間

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日)

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(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) 金額(千円) 金額(千円) 

   

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の返済による支出  △3,500 △120,500 △42,000

２ 長期借入金の返済による支出  △5,602 △6,423 △25,692

３ 配当金の支払による支出  △102,836 ― ―

４ 株式の発行による収入  11,127 16,060 172,483

５ 子会社の増資による収入  ― ― 400,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  △100,810 △110,863 504,791

Ⅳ現金及び現金同等物の増減額  △421,745 △55,162 △1,685,616

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高  2,676,504 4,329,082 4,329,082

Ⅵ新規連結子会社に係る現金及び現金

同等物の増加 
 ― 33,038 33,038

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,254,758 4,306,958 2,676,504
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四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
当第１四半期連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(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 

(1)連結子会社の数 ６社 
連結子会社名 
㈱電通イー・リンク 
㈱ｲﾝｽﾄｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 
㈱スリーピー 
㈱インビジブルハンド
㈱マーキュリー22 
㈱ﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)非連結子会社の名称等
  非連結子会社 
  ㈱ｴﾑﾃﾞｨｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ 
  ㈱クロスウィンド 
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模で
あり、純資産、売上高、当
期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見
合う額）等は、いずれも連
結財務諸表に重要な影響を
及ぼしていないため、連結
の範囲から除いておりま
す。 

(1)連結子会社の数 ４社 
連結子会社名 
㈱電通イー・リンク 
㈱ ｲﾝｽﾄｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 
㈱スリーピー 
㈱インビジブルハンド 
なお、㈱スリーピーにつ
いては、重要性が増加した
ことにより、㈱インビジブ
ルハンドについては、新た
に株式を取得したことによ
り当四半期連結会計期間か
ら連結の範囲に含めること
といたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  ―――――――― 

(1)連結子会社の数 ６社 
連結子会社名 
㈱電通イー・リンク 
㈱ｲﾝｽﾄｱ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 
㈱スリーピー 
㈱インビジブルハンド
㈱マーキュリー22 
㈱ﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 
上記のうち、㈱スリーピ
ーについては重要性が増加
したことにより連結の範囲
に含めることといたしまし
た。 
㈱インビジブルハンドと
その子会社㈱マーキュリー
22及び平成17年12月1日に
㈱インビジブルハンドのシ
ステム部門より分社型新設
分割によって設立された㈱
ﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞについ
ては当社が㈱インビジブル
ハンドの株式を取得したこ
とにより連結の範囲に含め
ることといたしました。 
(2)非連結子会社の名称等 
  非連結子会社 
  ㈱ｴﾑﾃﾞｨｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ 
 
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模
であり、純資産、売上高、
当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等は、いずれ
も連結財務諸表に重要な影
響を及ぼしておらず、また、
平成18年4月17日開催の当
社執行役会におきまして、
会社清算の決議を行ったた
め、連結の範囲から除いて
おります。 

２.持分法の適用に
関する事項 

(1)持分法を適用した関連
会社数 ５社 
持分法適用の関連会社名 
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾓﾊﾞｲﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
㈱電通ﾃｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽ
㈱イース 
㈱テクノネット 
㈱ﾌﾟﾗｽﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 
なお、㈱イース、㈱テク
ノネット、㈱ﾌﾟﾗｽﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝｽﾞについては、重要性
が増加したことにより、当
四半期連結会計期間から持
分法適用の関連会社に含め
ることといたしました。 
 
(2)持分法を適用しない関
連会社数 ３社 
 持分法を適用しない関連
会社の名称 
ﾄﾗｲｱｯｸｽ㈱ 
㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾝｸｼﾞｬﾊﾟﾝ 

(1)持分法を適用した関連
会社数 ２社 
持分法適用の関連会社名 
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾓﾊﾞｲﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 
㈱電通ﾃｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 
なお、㈱電通ﾃｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞについては、重
要性が増加したことによ
り、当四半期連結会計期間
から持分法適用の関連会社
に含めることといたしまし
た。 
 
 
 
 
(2)持分法を適用しない関
連会社数 １社 
 持分法を適用しない関連
会社の名称 
アクションクリック㈱ 
 

(1)持分法を適用した関連
会社数 ２社 
持分法適用の関連会社名 
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾓﾊﾞｲﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
㈱電通ﾃｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
なお、㈱電通ﾃｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱｺ
ﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞについては、重
要性が増加したことによ
り、持分法適用の関連会社
に含めることといたしまし
た。 
 
 
 
 
 
(2)持分法を適用しない関
連会社数 ６社 
 持分法を適用しない関連
会社の名称 

  ㈱ﾌﾟﾗｽﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
㈱イース 
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項目 
当第１四半期連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月 1日 
 至 平成18年３月31日) 

㈱ｱｲﾄﾞﾙ芸能社 
 
 
 

（持分法を適用しない理由）

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

 
 
 
 

（持分法を適用しない理由） 

同左 

㈱テクノネット 
ﾄﾗｲｱｯｸｽ㈱ 
㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾝｸｼﾞｬﾊﾟﾝ 
㈱ｱｲﾄﾞﾙ芸能社 

（持分法を適用しない理由）

上記持分法非適用会社は
当期純損益及び利益剰余金
等に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ全体としても重要
性がないため、持分法の適
用範囲から除外しておりま
す。 
なお、アクションクリッ
ク㈱につきましては、平成
17年７月に実施された第三
者割当増資により、持分比
率が低下したため、関連会
社の範囲から除外しており
ます。 

３.連結子会社の四
半期決算日(事業
年度)等に関する
事項 

連結子会社のうち、㈱ス
リーピーの第1四半期決算
日は５月31日であります。
連結財務諸表の作成に当
たっては、同決算日現在の
財務諸表を使用しておりま
す。ただし、６月１日から
連結決算日６月30日までの
期間に発生した重要な取引
については、連結上必要な
調整を行っております。 

同左 連結子会社のうち、㈱ス
リーピーの決算日は２月28
日であります。 
連結財務諸表の作成に当
たっては、同決算日現在の
財務諸表を使用しておりま
す。ただし、連結決算日ま
での期間に発生した重要な
取引については、連結上必
要な調整を行っておりま
す。 

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

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

その他有価証券 
時価のあるもの 
当四半期決算日の市
場価格等に基づく時
価法(評価差額は全
部資本直入法により
処理し、売却原価は、
移動平均法により算
定)を採用しており
ます。 

時価のないもの 
移動平均法による原
価法を採用しており
ます。 

 
 
有価証券 
満期保有目的の債券 

同左 
 

その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
時価のないもの 

同左 

 
 
有価証券 
満期保有目的の債券 

同左 
 

その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
 
 
 

時価のないもの 
同左 

(2)重要な減価償却
資産の減価償却の
方法 

 ①有形固定資産 
定率法を採用しており
ます。なお、主な耐用年数
は以下のとおりです。 
建物     ３～38年 
器具及び備品 ４～８年 
 ②無形固定資産 
自社利用のソフトウェ
アについては、社内におけ
る見込利用可能期間(５年
以内)に基づく定額法を採
用しております。 

①有形固定資産 
定率法を採用しており
ます。なお、主な耐用年数
は以下のとおりです。 
建物     ３～18年 
器具及び備品 ４～８年 
②無形固定資産 

同左 

 ①有形固定資産 
定率法を採用しており
ます。なお、主な耐用年数
は以下のとおりです。 
建物     ３～38年 
器具及び備品 ４～８年 
 ②無形固定資産 

同左 
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項目 
当第１四半期連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(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 
債権の貸倒れによる損失
に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率によ
り、貸倒懸念先債権等特定
の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しておりま
す。 

貸倒引当金 
同左 

貸倒引当金 
同左 

(4)収益及び費用の
計上基準 

主に広告掲載終了日基準
によっております。 

同左 同左 

(5)重要なリース取
引の処理方法 

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

同左 同左 

(6)その他連結財務
諸表作成のための
重要な事項 

消費税の会計処理 
税抜方式によっておりま
す。 

同左 同左 

５.四半期連結キャ
ッシュ・フロー計
算書における資金
の範囲 

四半期連結キャッシュ・
フロー計算書における資金
(現金及び現金同等物)は、
手許現金、随時引き出し可
能な預金及び容易に換金可
能であり、かつ、価値の変
動について僅少なリスクし
か負わない取得日から３ヶ
月以内に償還期限の到来す
る短期投資からなっており
ます。 

同左 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金(現金
及び現金同等物)は、手許現
金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わ
ない取得日から３ヶ月以内
に償還期限の到来する短期
投資からなっております。
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会計処理の変更 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等） 
 当第１四半期連結会計期間から
「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準」」（企業会計基
準委員会 平成17年12月９日 企
業会計基準第５号）及び「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会
計基準等の適用指針」（企業会計基
準委員会 平成17年12月９日 企
業会計基準適用指針第８号）を適用
しております。 
 なお、従来の｢資本の部｣の合計に
相当する金額は6,389,531千円であ
ります。 
 
（株主資本等変動計算書に関する
会計基準） 
 当第１四半期連結会計期間から
「株主資本等変動計算書に関する
会計基準」（企業会計基準委員会 
平成17年12月27日 企業会計基準
第６号）及び「株主資本等変動計算
書に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年
12月27日 企業会計基準適用指針
第９号）を適用しております。 

 

―――――――― （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」
（企業会計基準委員会 平成15年
10月31日 企業会計基準適用指針
第６号）を適用しております。 
これによる損益に与える影響は
ありません。 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成18年６月30日現在) 

前第１四半期連結会計期間末 
(平成17年６月30日現在) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月 1日 
  至 平成18年３月31日) 

※１受取手形割引高   53,495千円 

※２受取手形裏書譲渡高 50,000千円 

※３有形固定資産の減価償却累計額 

                     103,635千円 

※１受取手形割引高   75,879千円

※２受取手形裏書譲渡高 50,500千円

※３有形固定資産の減価償却累計額 

                       55,315千円

※１受取手形割引高  59,430千円

※２   ――――――― 

※３有形固定資産の減価償却累計額 

                       89,426千円

 

(四半期連結損益計算書関係) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月 1日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月 1日 
  至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(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

要なもの 

販売手数料     1,568,264千円 

給与手当      415,441千円 

 

※１販売費及び一般管理費のうち主

要なもの 

販売手数料     1,077,184千円 

給与手当      317,782千円 
  

※１販売費及び一般管理費のうち主

要なもの 

販売手数料    5,202,261千円 

給与手当     1,274,201千円 

貸倒引当金繰入額     1,482千円 

 

 

（四半期連結株主資本変動計算書関係） 

 
当第１四半期連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日) 
 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数（株） 
当第１四半期連結

会計期間増加 
株式数（株） 

当第１四半期連結

会計期間減少 
株式数（株） 

当第１四半期連結

会計期間末 
株式数（株） 

発行済株式  

普通株式（注） 514,192.40 104 ― 514,296.40

合計 514,192.40 104 ― 514,296.40

自己株式  

普通株式 12.32 ― ― 12.32

合計 12.32 ― ― 12.32

（注）普通株式の発行済株式数の増加104株は、新株予約権の行使によるものであります。 
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  ２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（㈱） 

区分 内訳 

新株予

約権の

目的と

なる株

式の種

類 

前連結 

会計年度

末 

当第１四

半期連結

会計期間

増加 

当第１四

半期連結

会計期間

減少 

当第１四

半期連結

会計期間

末 

当第１四半

期連結会計

期間末残高

（千円） 

第２回 

2005 年 2 月 

新株予約権 

普通 

株式 
6,050 ― ― 6,050 3,378

第３回（注 1） 

2005 年 7 月 

新株予約権 

普通 

株式 
1,300 ― ― 1,300 785

第３回（注 1） 

2006 年 3 月 

新株予約権 

普通 

株式 
700 ― ― 700 422

第４回（注 2） 

2006 年 2 月 

新株予約権 

普通 

株式 
― ― ― ― ―

連結子会社 

（㈱インビ

ジブル・ハ

ンド） 

第５回 

2006 年 3 月 

新株予約権 

普通 

株式 
1,750 ― ― 1,750 1,058

合計 ― 9,800 ― ― 9,800 5,645

（注１）第３回新株予約権は、2005年７月と2006年３月の２回に分けて付与されております。 
（注２）第４回新株予約権22,500株13,639千円は、当社が全て取得しております。 

 

  ３．配当に関する事項 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

1 株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 18年６月 27日 

定時株主総会 
普通株式 102,836 200

平成 18 年 

３月 31 日 

平成 18 年 

６月 28 日 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月 1日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月 1日 
  至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月 1日 
 至 平成18年３月31日) 

※１現金及び現金同等物の四半期末

残高と四半期貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金勘定  2,150,632 千円 

預入機関が 3ヶ月 

を超える定期預金   △8,500 千円 

有価証券        112,626 千円 

現金及び現金同等物 2,254,758 千円 

 

※１現金及び現金同等物の四半期末

残高と四半期貸借対照表に掲

記されている科目の金額との

関係 

現金及び預金勘定  3,294,358 千円

有価証券      1,012,600 千円

現金及び現金同等物 4,306,958 千円

 

 

 

※２株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の連結開始

時の資産及び負債の内訳、並び

に当該会社株式の取得価額と

取得のための収入（純額）との

関係は次のとおりである。 

   流動資産    447,606千円

   固定資産     58,355千円

   連結調整勘定   136,915千円

   流動負債    △160,702千円

   固定負債     △3,378千円

   少数株主持分  △168,793千円

   株式の取得価額  310,002千円

   現金及び現金同等物 

            436,414千円

   差引：取得による収入（純額）

            126,412千円

※１現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定  2,569,784 千円

預入機関が 3ヶ月 

を超える定期預金   △5,898 千円

有価証券       112,617 千円

現金及び現金同等物 2,676,504 千円

 

※２株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の連結開始

時の資産及び負債の内訳、並び

に当該会社株式の取得価額と

取得のための収入（純額）との

関係は次のとおりである。 

   流動資産    447,606千円

   固定資産     58,355千円

   連結調整勘定   136,915千円

   流動負債    △160,702千円

   固定負債     △3,378千円

   少数株主持分  △168,793千円

   株式の取得価額  310,002千円

   現金及び現金同等物 

            436,414千円

   差引：取得による収入（純額）

            126,412千円
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(リース取引関係) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年４月 1日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月 1日 
  至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(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四半期末残高相

当額 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当額

                 器具及び備品 

取得価額相当額      61,681千円 

減価償却累計額相当額   29,901千円 

四半期末残高相当額    31,780千円 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び四半期末残高相

当額 

                 器具及び備品 

取得価額相当額      49,472千円 

減価償却累計額相当額   13,328千円 

四半期末残高相当額    36,144千円 

                 器具及び備品 

取得価額相当額      60,111千円 

減価償却累計額相当額   25,535千円 

期末残高相当額        34,576千円 

(2) 未経過リース料四半期末残高相当額 

１年以内         17,949千円 

１年超                   55,644千円 

合  計                 73,593千円 

(2) 未経過リース料四半期末残高相当額

１年以内         14,460千円 

１年超                   22,547千円 

合  計                 37,007千円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内         17,078千円 

１年超                   59,328千円 

合  計                 76,406千円 

(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       4,862千円 

減価償却費相当額     4,313千円 

支払利息相当額        555千円 

(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       4,239千円 

減価償却費相当額     3,732千円 

支払利息相当額        794千円 

(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       18,084千円 

減価償却費相当額     15,743千円 

支払利息相当額      3,009千円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価

額相当額の差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については、利息法に

よっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

 

当第１四半期連結会計期間末(平成18年６月30日) 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
四半期連結貸借対
照表計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円） 

社債 262,931 262,670 △261 

合計 262,931 262,670 △261 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対
照表計上額（千円）

差額（千円） 

株式 942,092 512,235 △429,857 

合計 942,092 512,235 △429,857 

 

 

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

（1）満期保有目的の債券 

非上場外国債券 100,139千円

（2）子会社株式 

非上場株式 300,000千円

（3）関連会社株式 

非上場株式 772,158千円

（4）その他有価証券 

非上場株式 1,220,029千円

フリー・ファイナンシャル・ファンド 102,372  

キャッシュ・リザーブ・ファンド 8,633  

マネー・マネジメント・ファンド 1,621  
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前第１四半期連結会計期間末(平成17年６月30日) 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 
四半期連結貸借対
照表計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円） 

社債 265,596 268,893 3,297 

合計 265,596 268,893 3,297 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対
照表計上額（千円）

差額（千円） 

株式 5,490 14,828 △9,338 

合計 5,490 14,828 △9,338 

   

 

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

（1）満期保有目的の債券 

非上場外国債券 100,240千円

（2）関連会社株式 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 227,387千円

（3）その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 251,758千円

フリー・ファイナンシャル・ファンド 1,002,346  

キャッシュ・リザーブ・ファンド 8,632  

マネー・マネジメント・ファンド 1,620  
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前連結会計年度(平成18年３月31日) 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 種類 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

社  債 263,597 264,510 912時価が連結貸借対
照表計上額を超え
るもの 小  計 263,597 264,510 912

合     計 263,597 264,510 912

 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

株  式 6,092 19,249 13,157連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 小  計 6,092 19,249 13,157

株  式 936,043 874,010 △62,032連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 小  計 936,043 874,010 △62,032

合     計 942,135 893,260 △48,875

 

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

（1）満期保有目的の債券 

非上場外国債券 100,164千円

（2）子会社株式 

非上場株式 102,000千円

（3）関連会社株式 

非上場株式 911,805千円

（4）その他有価証券 

非上場株式 1,221,547千円

フリー・ファイナンシャル・ファンド 102,363  

キャッシュ・リザーブ・ファンド 8,632  

マネー・マネジメント・ファンド 1,621  
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(デリバティブ取引関係) 

 
当第１四半期連結会計期間末(平成18年６月30日) 
当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前第１四半期連結会計期間末(平成17年６月30日) 
当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(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。 

 

 

 

(セグメント情報) 

 

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

 
２．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結会計期間については、在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項は
ありません。 

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

 

項目 
当第１四半期連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日)

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(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 13,524円24銭 21,474円16銭 12,854円41銭 

１株当たり四半期(当期)
純利益 

402円78銭 927円78銭 2,412円51銭 

潜在株式調整後１株当た
り四半期(当期)純利益 

394円85銭 905円61銭 2,344円72銭 

 

当社は、平成17年７月
20日付で株式１株につき
２株の株式分割を行って
おります。 
なお、当該株式分割が
前期首に行われたと仮定
した場合の前第１四半期
の１株当たり情報につい
ては、それぞれ以下のと
おりとなります。 
 

前第１四半期 
１株当たり純資産 

10,737円08銭 
１株当たり当期純利益金
額 

463円89銭 
潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

452円81銭 

 

当社は、平成17年７月
20日付で株式１株につき
２株の株式分割を行って
おります。 
なお、当該株式分割が
前期首に行われたと仮定
した場合の１株当たり情
報については、それぞれ
以下のとおりとなりま
す。 
 

前連結会計年度 
１株当たり純資産 

10,368円54銭 
１株当たり当期純利益金
額 

1,079円17銭 
潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

1,056円62銭 
 
 
 
（注）１株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

 
当第１四半期連結会計期間
(自 平成18年４月 1日 
至 平成18年６月30日)

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成17年４月 1日 
  至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月 1日 
 至 平成18年３月31日)

１株当たり四半期(当期)純利益    

四半期(当期)純利益（千円） 207,118 237,032 1,235,736 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る四半期(当期)
純利益（千円） 

207,118 237,032 1,235,736 

普通株式の期中平均株式数（株） 514,219 255,482 512,219 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期(当期)純利益 
  

 

四半期(当期)純利益調整額 
（千円） 

― ― ― 

普通株式増加数（株） 10,325 6,255 14,810 

（うち新株予約権等）   (10,325)   (6,255)   (14,810)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり四半期(当

期)純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

――――――― 新株予約権等１種類 
株主総会の特別決議日 
平成13年６月27日 
新株予約権等の数 
 693個 

――――――― 
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(重要な後発事象) 

 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――――― （株式分割） 
当社は、平成17年５月10日開催の
取締役会において、次のように株式
の分割を行ことを決議いたしまし
た。 
(１)株式分割の目的 
１株当たり投資金額を引き下
げ、株式の流動性向上と投資
家層の拡大を図り、株主への
利益還元を図ることを目的と
する。 

(２)株式分割の概要 
平成17年７月20日付をもっ
て、次のとおり普通株式１株
を２株に分割する。 

   ① 分割の方法 
平成17年５月31日最終の株
主名簿および実質株主名簿
に記載又は記録された株主
ならびに端株原簿に記載又
は記録された端株主の所有
株式数を１株につき２株の
割合をもって分割する。 
 ただし、分割の結果生ずる
１株未満の端数のうち、１株
の100分の１の整数倍に相当
するものを端株として端株
原簿に記載又は記録する。 

② 分割により増加する株式数 
普通株式とし、平成17年５月
31日最終の発行済株式総数
と同じ株式数とする。 

(３)株式分割の日程 
株式分割基準日 平成17年５月31日
効力発生日     平成17年７月20日
(４)配当起算日平成17年４月１日
(５)１株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前期首に行われ
たと仮定した場合の前第１四半
期会計期間における１株当たり
情報 

１株当たり純資産額  9,356円58銭
１株当たり当期純利益  131円87銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
                   128円83銭
当該株式分割が当期首に行われ
たと仮定した場合の当第１四半
期会計期間における１株当たり
情報 

１株当たり純資産額 10,737円08銭
１株当たり当期純利益  463円89銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

                    452円80銭

（子会社の設立） 

当社は、平成18年４月27日に株

式会社クロスウィンドを設立いた

しました。 

１．子会社設立の理由 

 当社は、設立以来、インターネ

ット広告を取り扱うメディアレッ

プ業務を中心に事業展開をしてま

いりましたが、今後ますます増加

するクロスメディア展開に対する

広告主・媒体社ニーズへの対応と

サービスの強化を行うべく、広告

主や媒体社に対して適切なソリュ

ーションを選定し、コンテンツの

企画制作・運営するため、子会社

を設立いたしました。 

２．子会社の概要 

 (１)商号 

株式会社クロスウィンド 

(２)代表者 

代表取締役社長 依田 隆 

(３)本社所在地 

東京都中央区築地五丁目5

番12号 

(４)設立年月日 

平成18年４月27日 

(５)主な事業の内容 

 クロスメディアコンテンツお

よび双方向番組に関するコンテ

ンツ企画および制作 

広告企画業務 

媒体に対するコンテンツおよ

び広告のシステム提供および運

用受託業務 

広告制作 

クロスメディアコンテンツお

よび双方向番組連動サイトおよ

び広告の運用業務 他 

(６)決算期     ３月31日 

(７)資本の額 150,000,000円 

(８)発行済株式総数 12,000株 

(９)大株主構成および所有割合

株式会社ｻｲﾊﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ    

7,920株（66.0％）

株式会社電通                 

4,080株（34.0％）
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(その他) 

 

該当事項はありません。 
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平成 19 年 3 月期 第 1四半期財務・業績の概況（個別） 
 

平成 18 年 7月 28 日 
 
上場会社名 株式会社サイバー・コミュニケーションズ  （ｺｰﾄﾞ番号 4788 東証ﾏｻﾞｰｽﾞ） 
（ＵＲＬ http://www.cci.co.jp）            ＴＥＬ：(03)3524-8511(代表) 

代表者役職・氏名 取締役兼代表執行役社長 長 澤 秀 行 問合せ先 
責任者役職・氏名 執行役最高財務責任者 八重樫 真 樹 

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

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

 ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無   ： 無 

 ③ 会計監査人の関与                 ： 有 

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

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

のための手続きを受けております。 
 

２．平成 19 年 3月期第 1四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1日～平成 18 年 6月 30 日） 

(1) 経営成績の進捗状況                              （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年 3 月期第 1四半期 10,599 49.3 405 18.6 454 31.9 259 28.4

18 年 3 月期第 1四半期 7,098 57.1 342 117.2 344 115.7 201 119.1

（参考）18 年 3月期 33,923 58.7 1,609 75.3 1,617 74.6 1,017 88.4
 

 
1 株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
1株当たり四半期
（当期）純利益

 円 銭 円 銭

19 年 3 月期第 1四半期 503 83 493 91

18 年 3 月期第 1四半期 789 58 770 71

（参考）18 年 3月期 1,986 25 1,930 44
（注）①売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
   ②平成 17 年７月 20 日付で、株式分割（1：2）を行っております。 
 

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

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

19 年 3 月期第 1四半期 13,326 6,485 48.7 12,610 78

18 年 3 月期第 1四半期 10,191 5,605 55.0 21,933 71

（参考）18 年 3月期 13,364 6,543 49.0 12,726 65
（注）平成 18 年３月期第 1四半期および平成 18 年 3月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資

産」の欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「1株当たり株主資本」を「1株あたり純資産」
の欄に記載しております。 

 

３．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 

 百万円 百万円 百万円 

中 間 期 20,404 706 411 

通 期 50,431 2,167 1,273 
（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 2,475 円 29 銭 
（注）上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
 

４．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 第１四半期末 中間期末 第３四半期 期末 その他 年間 

18 年 3 月期 ― ― ― 200 ― 200

19 年 3 月期（実績） ― ― ― ― ― ―

19 年 3 月期（予想） ― ― ― 200 ― 200

（注）配当支払開始日  ― 
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１．四半期財務諸表 

（1）四半期貸借対照表 

 

  
当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 

前第１四半期会計期間末 

(平成17年６月30日現在) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   836,370 2,093,973   1,243,348

２ 売掛金   5,586,067 3,390,551   5,449,807

３ 有価証券   112,626 1,012,600   112,617

４ 貯蔵品   406 348   318

５ 繰延税金資産   61,621 43,273   89,468

６ 関係会社短期貸付金   600,191 790,088   640,151

７ その他   530,039 344,715   420,655

貸倒引当金   △609 △1,856   △2,659

流動資産合計   7,726,714 58.0 7,673,694 75.3  7,953,709 59.5

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１  92,899 0.7 37,000 0.3  92,091 0.7

２ 無形固定資産   614,738 4.6 345,596 3.4  497,778 3.7

３ 投資その他の資産     

 （1）投資有価証券   2,086,021 602,055   2,469,149

 （2）関係会社株式   1,857,952 1,002,452   1,562,452

（3）繰延税金資産   215,790 37,385   57,689

（4）その他   781,477 542,303   780,735

 貸倒引当金   △49,115 △49,271   △49,167

投資その他の資産合計   4,892,127 36.7 2,134,926 21.0  4,820,860 36.1

固定資産合計   5,599,766 42.0 2,517,523 24.7  5,410,730 40.5

資産合計   13,326,480 100.0 10,191,217 100.0  13,364,439 100.0
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当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 

前第１四半期会計期間末 

(平成17年６月30日現在) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金   5,958,869 4,181,655   6,040,795

２ 未払費用   340,042 145,239   182,960

３ 未払法人税等   151,097 130,735   431,653

４ その他 ※２  390,948 127,856   165,240

流動負債合計   6,840,957 51.3 4,585,486 45.0  6,820,650 51.0

負債合計   6,840,957 51.3 4,585,486 45.0  6,820,650 51.0

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  ― ― 2,197,623 21.6  2,339,609 17.5

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  ― 770,925   782,965

２ その他の資本剰余金    

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

資本剰余金合計  ― ― 1,920,925 18.8  1,932,965 14.5

Ⅲ 利益剰余金    

１ 四半期（当期）未処分利益  ― 1,481,704   2,297,378

  利益剰余金合計  ― ― 1,481,704 14.5  2,297,378 17.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金  ― ― 6,709 0.1  △24,932 △0.2

Ⅴ 自己株式  ― ― △1,231 △0.0  △1,231 △0.0

資本合計  ― ― 5,605,731 55.0  6,543,788 49.0

負債・資本合計  ― ― 10,191,217 100.0  13,364,439 100.0
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当第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日現在) 

前第１四半期会計期間末 

(平成17年６月30日現在) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  2,348,558 17.6 ― ―  ― ―

２ 資本剰余金    

   （1）資本準備金  785,143 ―   ―

   （2）その他資本剰余金  1,150,000 ―   ―

資本剰余金合計  1,935,143 14.5 ― ―  ― ―

３ 利益剰余金    

    その他利益剰余金    

     繰越利益剰余金  2,453,622 ―   ―

利益剰余金合計  2,453,622 18.4 ― ―  ― ―

 ４ 自己株式  △1,231 △0.0 ― ―  ― ―

株主資本合計  6,736,092 50.5 ― ―  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券評価差額金  △250,570 △1.8 ― ―  ― ―

評価・換算差額等合計  △250,570 △1.8 ― ―  ― ―

純資産合計  6,485,522 48.7 ― ―  ― ―

負債・純資産合計  13,326,480 100.0 ― ―  ― ―
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（2）四半期損益計算書 

 

  

当第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日)

前第１四半期会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   10,599,276 100.0  7,098,095 100.0  33,923,214 100.0

Ⅱ 売上原価   8,037,738 75.8  5,271,883 74.3  25,167,448 74.2

売上総利益   2,561,537 24.2  1,826,212 25.7  8,755,766 25.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,155,582 20.4  1,483,783 20.9  7,146,114 21.0

営業利益   405,954 3.8  342,428 4.8  1,609,652 4.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  48,313 0.5  1,953 0.0  8,246 0.0

Ⅴ 営業外費用   0 0.0  42 0.0  61 0.0

経常利益   454,268 4.3  344,340 4.8  1,617,838 4.8

Ⅵ 特別損失 ※２  13,143 0.1  ― ―  ― ―

税引前四半期(当期)純利益   441,125 4.2  344,340 4.8  1,617,838 4.8

法人税、住民税及び事業税  155,500 128,160  630,495 

法人税等調整額  26,545 182,045 1.8 14,456 142,616 2.0 △30,054 600,440 1.8

四半期(当期)純利益   259,080 2.4  201,723 2.8  1,017,397 3.0

前期繰越利益   ―  1,279,980   1,279,980

四半期(当期)未処分利益   ―  1,481,704   2,297,378
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（3）四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年6月30日） 

（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 
剰余金 

 

資本金 
資本準備金 

その他資本
剰余金 

資本剰余金 
合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金
合計 

前期末残高 2,339,609 782,965 1,150,000 1,932,965 2,297,378 2,297,378

当四半期の変動額   

新株の発行 8,949 2,178 2,178  

剰余金の配当  △102,836 △102,836

四半期純利益  259,080 259,080

株主資本以外の

項目の当四半期

変動額（純額） 
  

当四半期の変動額
合計 

8,949 2,178 ― 2,178 156,244 156,244

当四半期末残高 2,348,558 785,143 1,150,000 1,935,143 2,453,622 2,453,622

 

 

（単位：千円） 

株主資本 評価・換算差額等  

自己株式 株主資本合計 
その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

純資産合計 

前期末残高 △1,231 6,568,721 △24,932 △24,932 6,543,788

当四半期の変動額   

新株の発行  11,127  11,127

剰余金の配当  △102,836  △102,836

四半期純利益  259,080  259,080

株主資本以外の

項目の当四半期

変動額（純額） 
 △225,637 △225,637 △225,637

当四半期の変動額
合計 

― 167,371 △225,637 △225,637 △58,266

当四半期末残高 △1,231 6,736,092 △250,570 △250,570 6,485,522
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び
評価方法 

 

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

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

その他有価証券 
時価のあるもの 
当四半期決算日の
市場価格等に基づ
く時価法(評価差額
は全部純資産直入
法により処理し、売
却原価は、移動平均
法により算定)を採
用しております。 

時価のないもの 
移動平均法による
原価法を採用して
おります。 

有価証券 
満期保有目的の債券 

同左 
 

子会社株式及び関連会
社株式 

同左 
 

 
その他有価証券 
時価のあるもの 
当四半期決算日の
市場価格等に基づ
く時価法(評価差額
は全部資本直入法
により処理し、売却
原価は、移動平均法
により算定)を採用
しております。 

時価のないもの 
同左 

有価証券 
満期保有目的の債券 

同左 
 

子会社株式及び関連会
社株式 

同左 
 

 
その他有価証券 
時価のあるもの 
決算日の市場価格
等に基づく時価法
(評価差額は全部資
本直入法により処
理し、売却原価は、
移動平均法により
算定)を採用してお
ります。 

 
時価のないもの 

同左 

２ 固定資産の減価償却
の方法 

(1) 有形固定資産 
   定率法を採用して
おります。なお、主な
耐用年数は以下のと
おりです。 
建物     ３～38年 
器具及び備品 ４～８年 
(2) 無形固定資産 

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

(1) 有形固定資産 
   定率法を採用して
おります。なお、主な
耐用年数は以下のと
おりです。 
建物     ３～18年 
器具及び備品 ４～８年 
(2) 無形固定資産 

同左 
 

(1) 有形固定資産 
   定率法を採用して
おります。なお、主な
耐用年数は以下のと
おりです。 
建物     ３～38年 
器具及び備品 ４～８年 
(2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損
失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率に
より、貸倒懸念先債権等特
定の債権については個別
に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上して
おります。 

貸倒引当金 
同左 

貸倒引当金 
同左 

４ リース取引の処理方
法 

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

同左 同左 

５ その他四半期財務諸
表(財務諸表)作成の
ための重要な事項 

消費税等の会計処理 
税抜方式によっておりま
す。 

消費税等の会計処理 
同左 

消費税等の会計処理 
同左 
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会計処理の変更 

 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等） 
 当第１四半期会計期間から「貸借
対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準」」（企業会計基準委員
会 平成17年12月９日 企業会計
基準第５号）及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成17年12月９日 企業会計
基準適用指針第８号）を適用してお
ります。 
 なお、従来の｢資本の部｣の合計に
相当する金額は6,485,522千円であ
ります。 
 
（株主資本等変動計算書に関する
会計基準） 
 当第１四半期会計期間から「株主
資本等変動計算書に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月27日 企業会計基準第６号）
及び「株主資本等変動計算書に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計
基準委員会 平成17年12月27日 
企業会計基準適用指針第９号）を適
用しております。 

―――――――― （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
基準委員会 平成15年10月31日
企業会計基準適用指針第６号）を適
用しております。 
これによる損益に与える影響は
ありません。 

 

表示方法の変更 

 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

―――――――― ―――――――― （貸借対照表関係） 
前期まで投資その他の資産の「そ
の他」に含めて表示しておりました
「敷金及び保証金」については、資
産総額の100分の1超となったため、
当期より、区分掲記しております。
なお、前期における「敷金及び保
証金」の金額は77,945千円でありま
す。 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 

当第１四半期会計期間末 
(平成18年６月30日現在) 

前第１四半期会計期間末 
(平成17年６月30日現在) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日現在) 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

65,552千円 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

45,919千円 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

59,860千円 

※２消費税等の取扱い 

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

※２消費税等の取扱い 

同左 

―――――――― 

 

 

 

(四半期損益計算書関係) 

 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１営業外収益のうち主要なもの ※１営業外収益のうち主要なもの ※１営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 770千円 受取利息 747千円 受取利息 3,574千円

有価証券利息 1,145千円 有価証券利息 1,146千円 有価証券利息 4,489千円

受取配当金 46,357千円   

※２特別損失のうち主要なもの ※２特別損失のうち主要なもの ※２特別損失のうち主要なもの 

 特別調査費用 13,143千円 ―――――――― ―――――――― 

３ 減価償却実施額 ３ 減価償却実施額 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 5,691千円 有形固定資産 2,362千円 有形固定資産 16,303千円

無形固定資産 34,393千円 無形固定資産 1,539千円 無形固定資産 51,740千円

 

 
（四半期株主資本変動計算書関係） 

 
当第１四半期会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日) 
 
自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 
株式数（株） 

当第１四半期 
増加株式数（株） 

当第１四半期 
減少株式数（株） 

当第１四半期会計期

間末株式数（株） 

普通株式 12.32 ― ― 12.32

合計 12.32 ― ― 12.32
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(リース取引関係) 

 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(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四半期末残高相

当額 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び四半期末残高相

当額 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当額

           器具及び備品 

取得価額相当額      5,797千円 

減価償却累計額相当額   4,900千円 

四半期末残高相当額     897千円 

           器具及び備品 

取得価額相当額      5,797千円 

減価償却累計額相当額   4,072千円 

四半期末残高相当額    1,725千円 

           器具及び備品 

取得価額相当額      5,797千円 

減価償却累計額相当額   4,693千円 

期末残高相当額      1,104千円 

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

１年以内          862千円 

１年超                       72千円 

合計                        935千円 

(2) 未経過リース料四半期末残高相当額

１年以内          850千円 

１年超                     935千円 

合計                      1,785千円 

１年以内          859千円 

１年超                     289千円 

合計                      1,148千円 

(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        217千円 

減価償却費相当額      207千円 

支払利息相当額         3千円 

(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        217千円 

減価償却費相当額      207千円 

支払利息相当額         6千円 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料        870千円 

減価償却費相当額      828千円 

支払利息相当額        22千円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価

額相当額の差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については、利息法に

よっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 
(有価証券関係) 

 

当第１四半期会計期間末(平成18年６月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前第１四半期会計期間末(平成17年６月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年６月30日)

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(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 12,610円78銭 21,933円71銭 12,726円65銭 

１株当たり四半期 

(当期)純利益 
503円83銭 789円58銭 1,986円25銭 

潜在株式調整後１株当た

り四半期(当期)純利益 
493円91銭 770円71銭 1,930円44銭 

 当社は、平成17年７月
20日付で株式１株につき
２株の株式分割を行って
おります。 
なお、当該株式分割が
前期首に行われたと仮定
した場合の前第１四半期
の１株当たり情報につい
ては、それぞれ以下のと
おりとなります。 
 
前第１四半期 
１株当たり純資産 

     10,966円85銭 
１株当たり当期純利益
金額 

       394円79銭 
潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

385円35銭 

  

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

下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日)

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり四半期(当期)

純利益 
   

四半期(当期)純利益（千

円） 
259,080 201,723 1,017,397 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
― ― ― 

普通株式に係る四半期 

(当期)純利益（千円） 
259,080 201,723 1,017,397 

普通株式の期中平均株式数

（株） 
514,219 255,482 512,219 

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益 

   

四半期(当期)純利益調整額

（千円） 
― ― ― 

普通株式増加数（株） 10,325 6,255 14,810 

（うち新株予約権等） （10,325） （6,255） （14,810）

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

―――――――― 新株予約権等１種類 
株主総会の特別決議日 
平成13年６月27日 
新株予約権等の数 
 693個 

―――――――― 
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(重要な後発事象) 

 

当第１四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――――― （株式分割） 
当社は、平成17年５月10日開催の
取締役会において、次のように株式
の分割を行ことを決議いたしまし
た。 
(６)株式分割の目的 
１株当たり投資金額を引き下
げ、株式の流動性向上と投資
家層の拡大を図り、株主への
利益還元を図ることを目的と
する。 

(７)株式分割の概要 
平成17年７月20日付をもっ
て、次のとおり普通株式１株
を２株に分割する。 

   ① 分割の方法 
平成17年５月31日最終の株
主名簿および実質株主名簿
に記載又は記録された株主
ならびに端株原簿に記載又
は記録された端株主の所有
株式数を１株につき２株の
割合をもって分割する。 
 ただし、分割の結果生ずる
１株未満の端数のうち、１株
の100分の１の整数倍に相当
するものを端株として端株
原簿に記載又は記録する。 

② 分割により増加する株式数 
普通株式とし、平成17年５月
31日最終の発行済株式総数
と同じ株式数とする。 

(８)株式分割の日程 
株式分割基準日 平成17年５月31日
効力発生日     平成17年７月20日
(９)配当起算日平成17年４月１日
(１０) １株当たり情報に及ぼす
影響 
当該株式分割が前期首に行われ
たと仮定した場合の前第１四半
期会計期間における１株当たり
情報 

１株当たり純資産額  9,602円07銭
１株当たり当期純利益  181円01銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
                   176円84銭
当該株式分割が当期首に行われ
たと仮定した場合の当第１四半
期会計期間における１株当たり
情報 

１株当たり純資産額 10,966円86銭
１株当たり当期純利益  394円79銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

                     385円35銭

（子会社の設立） 
当社は、平成18年４月27日に株
式会社クロスウィンドを設立いた
しました。 
1. 子会社設立の理由 
 当社は、設立以来、インターネ
ット広告を取り扱うメディアレッ
プ業務を中心に事業展開をしてま
いりましたが、今後ますます増加
するクロスメディア展開に対する
広告主・媒体社ニーズへの対応と
サービスの強化を行うべく、広告
主や媒体社に対して適切なソリュ
ーションを選定し、コンテンツの
企画制作・運営するため、子会社
を設立いたしました。 
2. 子会社の概要 
 (１)商号 
  株式会社クロスウィンド 
(２)代表者 
 代表取締役社長 依田 隆 
(３)本社所在地 
 東京都中央区築地五丁目 

5番12号 
(４)設立年月日  
平成18年４月27日 
(５)主な事業の内容 
 クロスメディアコンテンツ 
および双方向番組に関するコ 
ンテンツ企画および制作、 
広告企画業務 
媒体に対するコンテンツおよ 
び広告のシステム提供および 
運用受託業務 
広告制作 
クロスメディアコンテンツお 
よび双方向番組連動サイトお 
よび広告の運用業務 他 

(６)決算期     ３月31日 
(７)資本の額  150,000,000円 
(８)発行済株式総数 12,000株 
(９)大株主構成および所有割合
  
株式会社ｻｲﾊﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ    

7,920株（66.0％） 
株式会社電通                 

4,080株（34.0％） 
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(その他) 

該当事項はありません。 

 


