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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30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９月中間期 1,947 － 879 － 843 －

17年９月中間期 － － － － － －

18年３月期 1,893 912 912

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 440 － 6,627 82 6,018 57

17年９月中間期 － － － － － －

18年３月期 576 8,731 63 － －
①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数 18年９月中間期 66,472株 17年９月中間期 －株 18年３月期 66,000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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率でありますが、中間財務諸表は

  平成18年９月中間期より作成しておりますので、平成18年９月中間期及び平成17年９月中間期の対前年中間期増減率は表示しておりませ

ん。

      ⑤平成17年９月中間期については、中間財務諸表を作成しておりませんので記載を行っておりません。

(2）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 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

18年９月中間期 8,328 7,697 92.4 108,267 57

17年９月中間期 － － － － －

18年３月期 1,338 769 57.5 11,665 28
（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 71,100株 17年９月中間期 －株 18年３月期 66,000株

②期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －株

(3）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９月中間期 369 △195 6,464 7,349

17年９月中間期 － － － －

18年３月期 594 △108 － 710

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 4,789 1,719 986

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　13,881円33銭

３．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３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － － － － － －

19年３月期（実績） － － － － －
－

19年３月期（予想） － － － － －
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１．企業集団の状況
  該当事項はございません。

 

 

 

 

２．経営方針
 

 (1)会社の経営の基本方針

  当社は、創業以来「インターネット」という産業分野において、新しい価値をゼロから生み出し、創造し、社会に展開

していくことを目指しております。

  また、このような価値創造こそベンチャー企業に課せられた使命であると考えており、ベンチャースピリッツを持ち、

新しい価値創造を通じて社会的責任を果たしながら、継続的な企業価値向上に向け努力して参ります。

 (2)会社の利益配分に関する基本方針

  当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績及び財政状態を勘案し、決定していく所存

であります。しかしながら、当社の内部留保は充実しているとはいえず、現在まで配当を行っておりません。今後につき

ましては、将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを図りながら、各期の経営成績及び財政状態を勘案しつ

つ、利益配当による株主に対する利益還元を検討していく所存であります。

 (3)投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

  当社は、株式の流動性の向上及び個人投資家層拡大のため、投資単位の引き下げを行うことは株式市場活性化の重要な

施策であると認識しております。

 (4)目標とする経営指標

  当社ではより健全な財務体質を構築し高い成長性を確保するために、以下の経営指標を重視しております。

  ①売上高営業利益率

  投下資本に対しより多くの利益を獲得し、その回収余剰をさらに次の投下資本に充て、高い成長性を確保していくため

売上高営業利益率は現状維持またはそれ以上を目標としております。

  ②自己資本比率

  財務の健全性を維持し、安全な経営を目指すために自己資本比率は60％以上を維持していくことを目標としておりま

す。

 (5)中長期的な会社の経営戦略

  当社の中核事業であるインターネットメディア事業の強化を図り、その運営サイトである「mixi」を、これから収益源

として展開していくすべてのサービスの基盤となるサイトにすることを目標としております。そのためには「mixi」に新

しい機能を付加するなどの利便性を高める要素を付け加え、会員数を増やし、より幅広い層の方に利用してもらえるよう

常に新しい提案をし続けて参ります。

  また、当社の事業の一つであるインターネット求人広告事業においては、「mixi」とリンクさせることで相乗効果をよ

り発揮できるサービスに今後展開していく予定であります。人材業界への需要は依然として高く、競争も激しくなること

が見込まれますが、Find Job！が掲げている「IT系職種へ特化したサイト」をより強化することにより、より多くの顧客

を確保できるよう努力して参ります。

 (6)会社の対処すべき課題

  ブロードバンドの環境の拡大等を背景としてインターネットの利用は継続して拡大しており、当該環境において、当社

はインターネットメディア事業及びインターネット求人広告事業の両事業を展開しております。当社事業が対象とする市

場は今後においてもその市場規模等は拡大していくものと想定され、その一方で各事業において競合は激しさを増すもの

と認識しております。

  当社は、両事業において、事業成長を図りつつ、競合他社との差別化の推進及び収益性の向上に取り組み、企業価値を

継続的に拡大させる方針であります。

  当社はこれらを達成する為に、以下の点を対処すべき主要な課題として認識し、取り組んでまいります。
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  ①インターネットメディア事業について

  当社が運営する「mixi」は、平成16年２月のサービス開始以降、順調にその規模を拡大しており、平成18年９月末現在、

会員数約600万人、パソコンからの月間閲覧数が約70億ページビュー(以下、「PV」という。)、携帯電話からは約16億PVの

水準に至っております。

  当社は、「mixi」を「ユーザー参加型のインターネットメディア」と位置付けており、会員のコミュニケーション及び

情報発信のための各種サービス機能を拡充することにより、ユーザビリティの向上及びサイトの活性化を推進しておりま

す。その結果として、より多くの会員獲得及び会員が発信する情報・コンテンツの蓄積を推進していくことが、当該事業

における収益拡大を図るためには重要であると認識しております。

  当社は、当該事業の拡大を図るため、今後においてもインターネットメディアとしての価値向上及び収益基盤の強化等

を進めていく方針であり、以下の施策を実施していく方針であります。

  ⅰサービス機能の強化

　当社は、会員ニーズに応じたサービス機能拡充を図ることにより、会員のユーザビリティの向上及びサイトの活性化を

進めており、当期においては、ニュース、天気、ミュージック等の外部コンテンツの導入を含む機能拡充を図っておりま

す。

  今後においても、会員の情報発信の支援等を目的とした各種コンテンツ及びサービス機能の拡充を適宜実施していく方

針であります。これにより、会員のサイト内滞在時間の拡大等も合わせて図っていく方針であります。

  ⅱサイトの健全性の維持・向上

  当社は、会員が安心して「mixi」を利用できる環境を提供することが、会員獲得、信頼性の向上及び当該事業拡大に繋

がるものと認識しており、サイト内の健全性を維持するため、サポート及びモニタリングにかかる体制整備を推進してお

ります。今後においても、モニタリングのためのシステム開発を含めた対応及びサポートにかかる人員体制の一層の拡充

を図っていく方針であります。

  ⅲインターネット広告販売の強化

  当該事業の主たる収益源は広告料収入であり、当該状況は今後も当面継続していくものと想定されます。当社は、広告

主のニーズへの対応及び広告代理店やメディアレップ(以下、「広告代理店等」という。)との連携による販売強化により

収益拡大を図るとともに、SNSの特徴を活かした新たな広告手法等を企画・開発していくことにより、広告媒体としての価

値向上及び収益基盤の強化を図っていく方針であります。

  ⅳ収益モデルの多様化の検討

  当社は、「mixi」のインターネットメディアとしての価値向上を図るとともに、その事業基盤である会員等に対して、

「mixi」をプラットフォームとした新たなサービス展開を検討していく方針であります。現時点において具体的な計画は

ないものの、「mixi」との相乗効果による事業展開が可能なサービスを企画し、新たな収益モデルの確立も図っていきた

いと考えております。

 

  ②インターネット求人広告事業について

  当社が運営する「Find Job !」は、平成９年11月にサービスを開始して以降、IT系ベンチャー企業等を主たる顧客層と

して事業を展開しており、平成18年９月末現在において月間約2,300件の求人情報を取り扱っております。

当社は、当該事業の拡大については、より多くの利用者(求職者)及び顧客(求人情報掲載企業)を獲得することが重要であ

ると認識しております。

  そのため、今後においても、求職者及び求人情報掲載企業の双方のニーズを適確に把握し、提供するサービス機能の拡

充を図ることにより、サイトの利用価値向上を推進していく方針であります。また、当社が運営する「mixi」において、

「Find Job !」の広告掲載及び連動企画等による一層の連携強化を図り、求職者及び求人情報掲載企業の双方に対する訴

求力向上を図っていく方針であります。

 

  ③システムの強化

　当社は両事業をインターネット上で展開していることから、サービス提供に係るシステムの重要性は極めて高いもので

あり、当該システムを安定的に稼動させることが事業展開上重要であります。特に、「mixi」においては、会員数及びア

クセス数の増加に伴いシステムに対する負荷は増大しており、膨大なトラフィックを処理するため、継続したサーバー機

器の増設及びその負荷分散等の安定運用にかかる開発投資が必要となります。当社は、今後においてもシステム強化を継

続していく方針であります。

　また、事業展開におけるサービス機能強化のためには新たなシステム開発が必要であり、今後においては、「mixi」に

おけるコミュニケーションを活発化させるサービス機能拡充や、ユーザビリティの向上及びモニタリング機能強化のため

の独自の検索エンジン開発等も進めていく方針であります。

 

  ④モバイル分野について

  インターネットにおける携帯電話端末による利用は急速に拡大しており、今後、第三世代携帯電話の普及及びパケット
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料金定額化等により、その利用は一層拡大していくものと想定されます。

  当社が運営する「mixi」並びに「Find Job !」においては、携帯端末からのアクセスに対応しておりますが、今後はこ

れら携帯電話端末にかかる事業環境の変化を当社のビジネスチャンスと捉え、会員のユーザビリティの向上を図ることに

より、当社サイトの携帯電話端末での利用拡大を図っていく方針であります。

 

  ⑤社内体制の強化について

  当社事業の拡大においては、優秀な人材の確保が不可欠であり、人材の採用、育成及び事業拡大に伴う組織体制の強化

については、当社の事業展開及び業績に大きな影響を与える要素であり、今後において一層の強化を図っていく必要があ

ります。

  当社は、既存の人材に対しては、効率的なマネジメントシステム、育成システムを事業の成長に合わせ構築し、新規採

用については、優秀かつ当社の経営ビジョンや企業風土に対して共感できる人材の確保を目指していく方針であります。

 (7)親会社等に関する事項

  当社は、親会社を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。

 

 

 

３．経営成績及び財政状態
 (1)経営成績

  当中間会計期間におけるわが国の経済は、企業業績の回復を背景に、雇用情勢の回復や企業の積極的な設備投資など、

順調に景気が回復してきております。

  インターネット関連業界におきましては、景気の回復基調の中、ブロードバンド環境や携帯電話でのインターネット環

境の拡大等、インターネットにおけるインフラが拡大いたしました。それに伴いSNS、ブログ、インターネットゲーム等の

コンテンツが増加し、それに伴い利用者も増加いたしました。

  このような環境において、インターネットメディア事業は「mixi」において、ミクシィミュージック等の各種機能の提

供によるメディア力の強化、及び、ターゲティング広告等の高い広告価値をもつ商品を販売することにより、収益の増加

を目指しました。また、インターネット求人広告事業はIT系の求人情報に特化することにより「Find Job !」のブランド

価値を高め、自社媒体である「mixi」に広告を掲載することで「mixi」との親和性を強化し、かつ広告宣伝のコストを抑

えることにより、利益率を確保しながら収益の拡大を目指しました。

  なお、設備の新設を予定しておりました「Find Job !」にかかる次期システムの開発を中止することになりました。中

止となった理由はプロジェクトが当初の想定以上に大規模化し、スケジュールが大幅に遅延したためであり、システム移

行リスクを回避し、現行サイトの改善・収益拡大を迅速に行うためであります。この中止により、40,594千円の特別損失

を計上いたしました。

  この結果、当中間会計期間の業績は、売上高1,947,934千円を計上し、営業利益は879,837千円、経常利益は843,360千円、

中間純利益は440,565千円となりました。(当社は、前中間会計期間は中間決算を行っていないため、前中間会計期間

との比較は行っておりません。）

  事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 

  ①インターネットメディア事業

  当事業におきましては、コミュニケーションの活発化によるメディア力の増大、及び、より広告効果の高いターゲティ

ング広告を販売する等の広告価値の増大を目標に取り組み、平成18年９月末時点での会員数は約600万人、月間PVはパソコ

ンが約70億PV、携帯電話が約16億PVとなりました。

  この結果、インターネットメディア事業の売上高は1,281,984千円となりました。また、売上高のうち広告売上高は

1,120,559千円、プレミアム会員料金による売上高は161,425千円となっております。 

 

  ②インターネット求人広告事業 

  当事業におきましては、IT系の求人情報に特化することにより「Find Job !」のブランド価値を高めること、及び、自

社媒体である「mixi」を活用することによる、高い広告宣伝効果と広告宣伝費の抑制により利益率を確保しながら収益の

拡大を目指して参りました。

  この結果、インターネット求人広告事業の売上高は665,950千円となりました。  

 

 (2)財政状態

 (当中間会計期間の財政状態)
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  前事業年度末から当中間会計期間末までの財政状態の主な変動としましては、流動資産が1,093,837千円から7,937,734

千円に増加したこと、及び、純資産が769,908千円から7,697,824千円に増加したことが挙げられます。

  流動資産及び純資産の増加の主な要因は、株式を発行したことによる現金及び預金の増加によるものであります。

 

 (当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況)

  当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は7,349,501千円となりました。各キャッシュ・

フローの状況とその要因は次のとおりです。

 

  ①営業活動によるキャッシュ・フロー

  当中間会計期間において営業活動により得られた資金は、369,954千円となりました。この主な要因は税引前当期純利益

が802,443千円、売上の増加による売上債権の増加が205,585千円、法人税等の支払額が389,786千円となったことによるも

のであります。

 

  ②投資活動によるキャッシュ・フロー

  当中間会計期間において投資活動により使用した資金は、195,751千円となりました。これは「mixi」のPVの増加に伴う

サーバー等有形固定資産の取得による支出155,645千円、ソフトウェア無形固定資産の取得による支出22,963千円、イン

ターネット求人広告事業の移転準備に伴う敷金保証金の差入による支出17,143千円が発生したことによるものであります。

 

  ③財務活動によるキャッシュ・フロー

  当中間会計期間において財務活動により得られた資金は6,464,313千円となりました。これは、平成18年９月14日の東京

証券取引所マザーズ市場へ上場した際に実施した公募増資資金等による収入6,463,713千円、ストック・オプションの権利

行使に伴う株式の発行による収入600千円によるものであります。

 

  当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成18年９月中間期

自己資本比率 （％） 48.3 57.5 92.4

時価ベースの自己資本比率 （％） － － 2,416.0

債務償還年数 （年） － － －

インタレスト・ガバレッジ・

レシオ
（倍） － － －

 自己資本比率                    ： 自己資本／総資産

 時価ベースの自己資本比率        ： 株式時価総額／総資産

 債務償還年数                    ： 有利子負債／営業キャシュ・フロー

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ： 営業キャシュ・フロー／利払い

 (注)１．平成18年３月期までは非上場かつ非登録であったため、時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。

     ２．有利子負債残高がゼロのため、債務償還年数については記載しておりません。

     ３．平成18年３月期及び平成18年９月中間期において利払いがゼロ又は僅少のため、インタレスト・ガバレッジ・

         レシオについては記載しておりません。

 

 (3)通期の見通し

  インターネットメディア事業は引き続き「mixi」において、各種機能の提供・改良によるメディア力の増大及びターゲ

ティング広告の広告価値を上げる施策をお客様に提供することによる収益の増加・サービスの向上を目指して参ります。

  インターネット求人広告事業も引き続き「Find Job !」のブランド価値を高めること、及び、「mixi」を活用すること

による、広告宣伝効果と広告宣伝費の抑制により利益率を確保しながら収益の拡大を目指して参ります。また、12月に当

事業の事務所を移転する予定であり、これを機に人員を補強し、さらなる収益の拡大・サービスの向上を目指して参りま

す。

  業績予想につきましては、概ね予想通りに推移しており、現時点に起きましては前回公表の通期の業績予想に変更はあ

りません。
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 (4)事業等のリスク

  以下において、当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる

主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。当社は、これらのリスク

発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の株式に関する投資

判断は、本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

  なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、特段の記載がない限り、提出日現在において当社が判断したものであり、

不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

 

 ①インターネットの普及について

  当社は、インターネット関連事業を主たる事業対象としているため、インターネットの更なる普及及び利用拡大が成長

のための基本的な条件と考えております。

  日本国内において、インターネット人口は確実に増加してきており、総務省の平成17年通信利用動向調査によると、平

成17年末における日本国内の利用者数は6,923万人（対前年比1,098万人増）と推計されております。また、ブロードバン

ドと呼ばれる高速インターネット回線の普及により、より一層の浸透が予想されます。

  しかしながら、インターネットの歴史はまだ浅く、インターネットの普及に関しての将来性は不透明な部分があります。

インターネットに関する何らかの弊害の発生や利用等に関する新たな規制の導入、その他予期せぬ要因によって、今後の

普及が阻害されるような状況が生じた場合、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 

 ②インターネットメディア事業について

  ⅰ SNSの普及について

  平成17年５月に発表された総務省の「ブログ・SNSの現状分析及び将来予測」によれば平成17年３月末時点の国内のSNS

参加者数は延べ約111万人、うち少なくとも月に１度はSNSを利用している参加者数は約80万人となっております。また、

同報告書では平成19年３月末にはそれぞれ約1,042万人、約751万人に達すると予測しており、今後SNS参加者は急速に拡大

することが予測されております。新たに平成18年４月に発表された総務省の「ブログ及びSNSの登録者数」によれば、平成

18年３月末時点のSNS参加者数は716万人となっており今後も引続き増加していくものと思われます。

  当社においても、SNSの利用者の拡大を前提とした事業計画を策定しておりますが、国内におけるSNSの歴史はまだ浅く

その将来性はいまだ不透明な部分があることから、今後においてSNSの普及及び利用が想定通りに推移する保証はなく、

SNS市場の成長鈍化又は縮小等が生じた場合には、当該事業及び当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

  ⅱ 広告料収入への依存について

  インターネットメディア事業の主たる収益はインターネット広告枠の販売による広告料収入であります。当該事業は、

「mixi」の会員数及び集客力拡大による広告媒体としての価値向上を図り収益拡大を図る事業モデルであります。平成18

年９月中間期における当該事業の売上高(1,281,984千円)に占める広告料収入の比率は87.4％(1,120,559千円)であり、そ

の依存度は高い状況にあります。

  当社は、将来において、「mixi」の会員を基盤とした新たな収益モデルの構築も検討しておりますが、現時点において

具体的な計画は策定しておらず、当面は当該状況が継続するものと考えております。

  従って、インターネット広告市場の縮小、競合の激化、及び「mixi」サイトの健全性が損なわれること等により、

「mixi」のブランド力が低下し、当社の広告料収入が減少した場合には、当該事業及び当社の業績に重大な影響を与える

可能性があります。

 

  ⅲ インターネット広告市場について

  近年、インターネット広告市場は拡大傾向にあり、インターネット広告はテレビ、新聞、雑誌に次ぐ広告媒体へと成長

しており、今後も当該市場は拡大していくものと想定されます。

  しかしながら、企業の広告宣伝活動は景気動向の影響を受け易いものであり、また、インターネット広告は今後も他の

広告媒体との競合が継続していくと考えられることから、今後においてこれらの状況に変化が生じた場合、当該事業及び

当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

  ⅳ 広告代理店等の活用について

  当社は、インターネット広告の販売において広告代理店等を活用しております。当社は、特定の広告代理店等への偏重

を避けるため複数社との取引を進めておりますが、現状は数社に対する販売比率が比較的高くなっております。このこと

から、今後においては販売比率の高い広告代理店等の営業戦略や営業力等に変化が生じた場合、当該事業及び当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 

  ⅴ 競合について
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  当社が運営する「mixi」は平成18年９月末時点で約600万人の会員を有しており、国内のSNSにおいて最大級の規模であ

るものと認識しております。

  「mixi」は、既存の会員が友人や知人を招待することにより新たな会員数が増加する仕組みであります。また、当社サー

ビスにおいては、日記やコミュニティ等のコミュニケーション機能を利用することにより会員間の交流が深まり、個々の

会員の利用が継続され、他のSNSへの乗換えが生じにくいという特徴があります。これらのことから、会員獲得において他

社に先行し、現時点において多くの既存会員を有していることが当社の強みであるものと認識しております。

  国内においては、既存のSNS運営事業者に加えて、大手インターネット企業の参入や特定分野に専門化したSNS等の新規

参入も多く、市場は拡大しつつあります。今後においては、資本力、マーケティング力、幅広い顧客基盤、より高い知名

度や専門性を有する企業等の参入及びその拡大が生じる可能性があり、競争の激化やその対策のためのコスト負担等によ

り、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

  また、インターネット広告販売の観点においては、SNSの運営事業者に加え、いわゆるポータルサイトと呼ばれるサイト

の運営事業者等との間においても競合が存在しております。「mixi」においては、会員数増加に伴いアクセス数が増加傾

向にあることに加えて、他のインターネットメディアと比較して一人当たりの平均滞在(アクセス)時間が長いという特徴

もあり、広告媒体としての価値が高まりつつあるものと認識しております。

  しかしながら、当社が今後において優位性を発揮し、広告価値の維持向上が図れるか否かについては不確実な面があり、

競合他社や競合サービス等の影響により当社のインターネットメディアとしての競争優位性が低下した場合、当社の事業

及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

  ⅵ サービス機能の充実について

  当社は、多様化する会員ニーズに対応するため、「mixi」におけるサービス機能の拡充を進めており、ニュース、天気、

ミュージックといった外部コンテンツ導入等によるサービス強化を図っております。

  しかしながら、今後において、何らかの要因により、有力コンテンツの導入や会員ニーズの適確な把握等が困難となり、

十分なサービス機能の拡充に支障が生じた場合、会員に対する訴求力の低下等により、当該事業及び当社業績に影響を及

ぼす可能性があります。

 

  ⅶ サイトの健全性の維持について

  SNSにおいては、不特定多数の会員同士が独自にコミュニケーションを図っており、係るコミュニケーションにおいては、

他人の所有権、知的財産権、名誉、プライバシーその他の権利等の侵害が生じる危険性が存在しております。また、米国

のSNSにおいては、18歳未満の利用が認められていること及び招待制をとっていないこと等、「mixi」とはサービス内容に

相違があるものの、未成年者の不適切な利用等が一部では社会問題等となっております。

  当社は、こういった各種トラブルを未然に防ぐ努力として以下のような施策を実施しており、現時点において「mixi」

における一定の健全性は維持されているものと認識しております。

  (a)参加資格を18歳以上とし、また、招待制度を採用し、既存会員の招待がないと参加できない仕組みの構築

  (b)商用利用、各種権利の侵害、猥褻画像の掲載、性交等を誘導する行為等の不適切行為の禁止

  (c)会員同士の問題は当事者間の解決事項として当社には責任が及ばないことの利用規約への明記

  (d)当社の運営サポートによる、日記、コミュニティ等の内容及び利用規約の遵守状況に対するモニタリング

  (e)利用規約に違反した会員に対する改善の要請及び退会等の措置の実施

  しかしながら、急速な会員数増加によるサイト規模拡大に対して、サイト内における不適切行為の有無等を完全に把握

することは困難であり、「mixi」においてトラブルが発生した場合には、規約の内容に関わらず、当社が法的責任を問わ

れたり、ブランドイメージが損なわれたりする可能性があります。これらの事態が起こった場合、当該事業及び業績に重

大な影響を及ぼす可能性があります。

  なお、当社は、今後想定される事業規模拡大への対応も含めて、監視機能強化のためより広い範囲を検索できるモニタ

リングシステムの開発、強化、及び運用サポートにかかる人員増強等、サイトの健全性の維持、向上のために必要な対策

を実施していく方針でありますが、これに伴うシステム対応や体制強化の遅延等が生じた場合や、対応のために想定以上

に費用が増加した場合には、当該事業及び当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

  ⅷ 広告の掲載基準について

  「mixi」に掲載されるインターネット広告においては、広告主、広告代理店等が内容を精査していることに加えて、当

社においても独自の広告掲載基準による審査を実施し、法令や公序良俗に反するインターネット広告の排除に努めており

ます。しかしながら、何らかの要因により当社が掲載したインターネット広告に瑕疵があった場合、会員等からのクレー

ムや損害賠償請求等や行政による指摘・勧告等がなされる可能性は否定できず、これらの場合、当社の提供するサービス

に対する信頼低下等により、当該事業及び当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

③インターネット求人広告事業について
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  ⅰ 人材ビジネス市場について

  近年、景況感の改善から人材ビジネス市場は拡大傾向にあり、大企業のみならず中小企業においても求人需要は増加傾

向にあります。また、企業や労働者における雇用や就業のあり方についても変化が生じている等、当社にとって当該状況

はビジネスチャンスであるものと考えております。

  なお、当該事業における求職者数及び求人企業数は、景気変動や雇用情勢等の動向に影響を受けることから、今後にお

いてこれらの状況に変化が生じた場合、当該事業及び当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

  ⅱ 競合について

  当該事業においては、インターネット上の求人情報提供サービスを展開しておりますが、当該分野においては大手企業

を含む多くの企業が事業展開していることに加え、参入障壁が低いことから新規参入も相次いでおり、競合は激しい状況

にあります。

  当社は、IT系ベンチャー企業等を主たる対象とした求人情報サービスを展開していること、広告掲載料が低価格である

こと、「mixi」との連携により利用する求職者数を増加させること等により、求職者及び求人企業に相乗効果をもたらし

ております。また、今後においてもサイトのシステムの継続的な機能向上に努める方針であります。

  しかしながら、今後において十分な差別化や機能向上等が図られなかった場合や、新規参入等により競合が激化した場

合には、当該事業及び当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

  ⅲ 顧客企業について

  当該事業においては、IT系ベンチャー企業等を主たる顧客層としております。

  一般に求人広告の需要は景気動向等に影響を受けておりますが、当該事業においては、特にIT業界の業況等に影響を受

ける可能性があります。また、ベンチャー企業は経営基盤が脆弱である可能性があり、景気の悪化等による影響を受けや

すいことから、これら業界及び企業等の動向により当該事業及び当社の業績は影響を受ける可能性があります。

 

  ⅳ 広告の掲載基準について

  企業が求人活動を行う場合には、労働条件を明示すること（職業安定法第５条の３）、賃金につき男性と女性で差別的

取扱いをしないこと（労働基準法第４条）、最低賃金法による各都道府県の地域別又は産業別の最低賃金を遵守すること

（最低賃金法第５条）等、求人企業が遵守すべき事項が各法令により定められており、求人企業は、広告を通じて求人活

動を行う場合も当該事項を遵守する必要があります。

  求人広告業界においては、これら法令や社会倫理に基づき、また、利用者の適切な職業選択に資するべく、業界団体等

により自主規制として広告掲載基準等が作成、公表されております。

  当社においては、上記を前提に、独自の広告掲載基準を策定し、求人企業及び広告掲載内容の審査を実施しており、法

令や公序良俗に反する求人広告の排除に努めております。しかしながら、何らかの要因により当社が掲載した求人広告に

瑕疵があった場合、求人企業や利用者からのクレームや損害賠償請求、行政による指摘・勧告等がなされる可能性があり、

これらの場合、当社の提供するサービスに対する信頼低下等により、当該事業及び当社の業績に影響を与える可能性があ

ります。

  また、当社の掲載した求人広告に関連して、求人企業と求職者等の間で何らかのトラブルが生じた場合、当社は媒体運

営者にすぎないものの責任が生ずる可能性は否定できず、この場合にも同様のリスクがあります。

 

  ⅴ 当社サイトの集客にかかる外部検索エンジンへの依存について

  インターネットユーザーの多くは、検索サイトを利用して必要な情報を入手しております。当該事業においても、求職

者のサイトへの集客については、Yahoo！JAPANやGoogleの検索エンジン経由であることが多く、これらの集客は各社の検

索エンジンの表示結果に依存しております。

  検索結果についてどの様な条件により上位表示するかは、各検索エンジン運営者に委ねられており、その判断に当社が

介在する余地はありません。当社は検索結果において上位に表示されるべくSEO(検索エンジン最適化)等の必要な対策を進

めておりますが、今後、検索エンジン運営者における上位表示方針の変更等、何らかの要因によって検索結果の表示が当

社にとって優位に働かない状況が生じる可能性もあり、その場合、当社が運営するサイトへの集客効果が低下し、当該事

業及び当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

④当社の事業体制について

  ⅰ 特定の人物への依存について

  (a) 代表取締役社長 笠原 健治について

  代表取締役社長である笠原健治は、当社の創業者であり、創業以来代表取締役を務めております。同氏は、インターネッ

ト関連事業に関する豊富な経験と知識を有しており、経営方針や事業戦略の決定及びその遂行において極めて重要な役割

を果たしております。
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  当社は、取締役会や経営会議等における役員及び幹部社員の情報共有や経営組織の強化を図り、同氏に過度に依存しな

い経営体制の整備を進めておりますが、何らかの理由により同氏が当社の業務を継続することが困難となった場合、当社

の事業推進等に影響を与える可能性があります。

  (b) 取締役 バタラ ケスマについて

  取締役であるバタラ ケスマは、当社の最高技術責任者であり、当社の技術開発に携わっております。同氏は、システム

開発に関する豊富な経験と知識を有しており、当社システムの開発方針の決定及びその遂行において極めて重要な役割を

果たしております。

  当社では、人材育成や優秀な開発者の採用を行う等により開発体制強化を図り、同氏に過度に依存しない体制の整備を

進めておりますが、何らかの理由により同氏が当社の業務を継続することが困難になった場合、当社の事業展開に影響を

与える可能性があります。

 

  ⅱ 小規模組織であること

  当社は平成18年９月30日現在、取締役６名（内、非常勤１名）、監査役２名（内、非常勤１名）、従業員60名と小規模

な組織であり、内部管理体制もこれに応じたものになっております。当社は今後の急速な事業拡大に応じて、従業員の育

成、人員の採用を行うと伴に内部管理体制の充実を図っていく方針でありますが、これらの施策が適時適切に進行しなかっ

た場合には、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

 

  ⅲ 人材の確保及び育成について

  当社は、現時点においては上記のとおり小規模組織でありますが、今後想定される事業拡大に伴い、継続した人材の確

保が必要であると考えております。特に、「mixi」の運用及び開発面においては高度な技術スキルを有する人材が要求さ

れることから、開発部門において優秀な人材を適切に確保するとともに、人材の育成に努めていく方針であります。しか

しながら、優秀な人材の確保が計画通り進まなかった場合には、競争力の低下や事業拡大の制約要因が生じる可能性があ

り、この場合、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

 

⑤当社システムについて

  ⅰ 事業拡大に伴う継続的な設備投資について

  当社は、今後の会員数及びアクセス数の拡大に備え、継続的にシステムインフラ等への設備投資を計画しておりますが、

当社の計画を上回る急激な会員数及びアクセス数の増加等があった場合、設備投資の時期、内容、規模について変更せざ

るを得なくなる可能性があります。このような事態が生じた場合には、設備投資、減価償却費負担の増加が想定され、当

社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

  ⅱ 検索機能の外部エンジンへの依存について

  当社は、「mixi」内の検索機能について、エヌ・ティ・ティ・レゾナント株式会社の検索エンジンを利用しており、サ

イト内の膨大なデータ検索については同社の検索機能に依存しております。同社との契約が何らかの理由により継続され

ない場合、または当社にとって不利な条件により契約改定が行われた場合には、当社の事業展開及び業績等に影響を及ぼ

す可能性があります。

  なお、当社は、今後の事業展開におけるシステム強化の一環として、検索機能について独自の検索エンジン開発を前提

とした研究開発を進めていく計画でありますが、当該開発が当社の想定通りに推移する保証はありません。

 

  ⅲ 技術革新について

  当社が事業を展開するインターネット業界においては、事業に関連する技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が速く、

それに基づく新サービスの導入が相次いで行われており、非常に変化の激しい業界であります。当社は、これらの変化に

対応するため、優秀な技術者の確保を含む先端技術の研究や当社システムへの採用等、必要な対応を行っておりますが、

何らかの要因により変化に対する適切な対応に支障が生じた場合、当社の業界における競争力が低下し当社の事業及び業

績に影響を与える可能性があります。

 

  ⅳ システム障害について

  当社は、事業を運営するためのシステムは、各サイトの安定的な運用を行うため、外部事業者が保有する複数のデータ

センターに分散配置し、セキュリティ強化による不正アクセス対策や、データのバックアップ、設備電源の二重化等の運

用・管理体制を構築しております。

  しかしながら、サイトへのアクセスの急増などの一時的な過負荷や電力供給の停止、当社ソフトウェアの不具合、コン

ピューターウィルスや外部からの不正な手段によるコンピューターへの侵入、自然災害、事故など、当社の予測不可能な

様々な要因によってコンピューターシステムがダウンした場合、当社の事業活動に支障を生ずる可能性があります。また、

サーバーの作動不能や欠陥等に起因して、当社の信頼が失墜し取引停止等に至ることや、当社に対する損害賠償請求等が
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発生する場合も想定され、このような場合には当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥法的規制等について

  ⅰ 当社の事業を取り巻く法的規制等について

  当社事業を規制する主な法規制として、(ア)「電気通信事業法」、 (イ)「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」 (プロバイダ責任制限法) 及び(ウ)「不正アクセス行為禁止等に関する法律」（不

正アクセス禁止法）があります。

  電気通信事業法について当社は、「電気通信事業者」として届出を行っており、通信の秘密の保護等の義務が課されて

おります。また、当社は、プロバイダ責任制限法における「特定電気通信役務提供者」に該当し、不特定の者によって受

信されることを目的とする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場合に、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課されております。なお、これに基

づく開示の可否の判断が困難な場合もあり、この点に関し訴訟等の紛争が発生する可能性もあります。

  さらに、当社には、不正アクセス禁止法における「アクセス管理者」として、努力義務ながら不正アクセス行為からの

一定の防御措置を講ずる義務が課されております。

  その他、インターネット上の情報流通や電子商取引のあり方等については現在も様々な議論がなされており、インター

ネット関連事業を規制する法令は徐々に整備されてきている状況にあり、今後、インターネットの利用や関連するサービ

ス及びインターネット関連事業を営む事業者を規制対象として、新たな法令等の制定や、既存法令等の解釈変更等がなさ

れた場合には、当社の事業が制約を受ける可能性があります。

 

  ⅱ インターネット求人広告事業におけるサービスの職業紹介への該当の有無について

  職業紹介(求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間における雇用関係の成立を斡旋すること)を事業として行

う場合には、職業安定法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けたうえで、職業紹介事業者として、同法より課される義務

を遵守する必要があります。

  当該事業においては、インターネットによる求人情報及び求職者情報の提供を行っており、また、求人活動を行う企業

の要請に応じて、求人原稿作成業務を受託しておりますが、当社は、これらにつきましては、厚生労働省が示す「民間企

業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準」に鑑み、有料職業紹介事業

には行政当局との相談の上で該当しないものと認識しており、職業紹介事業者としての許可は受けておりません。

  しかしながら、職業安定法の改正や上記基準の変更等同法の解釈の変更等がなされた場合には、同法に基づく許可が必

要になる等当社の義務が加重等されることにより、当該事業が制約を受ける可能性があります。

 

  ⅲ SNSに関する法規制について

  SNSは友人同士が交流を深めるためのインターネットサービスであり、面識のない異性との交際を希望する者を対象にし

たサービスではないため、「mixi」におけるサービスは、現行法である「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」に定義される「インターネット異性紹介事業」には該当しないものと認識しており

ます。また、「mixi」が面識のない異性との交際を希望する者による利用の場とならないように、当社の運営サポートに

よる、日記・コミュニティ等の内容及び利用規約の遵守状況のモニタリングを行う等、前記②ⅶに記載する施策を実施し

ております。

  しかしながら、SNSの歴史はまだ浅く今後の法規制の整備や会員の利用等に変化が生じる可能性は否定できず、当社サー

ビスが「インターネット異性紹介事業」に該当すると判断された場合や、既存の法令等の解釈に変更等がなされた場合、

また新たな法令等の制定がなされた場合には、当社の事業が制約を受ける可能性があります。

 

  ⅳ 個人情報保護について

  当社は、インターネットメディア事業において会員の登録情報やクレジットカード情報等の個人情報を、インターネッ

ト求人広告事業において求職者個人の求職に関する個人情報を取得して利用しているため、「個人情報の保護に関する法

律」が定める個人情報取扱事業者としての義務を課されております。

  当社は、個人情報の外部漏洩の防止はもちろん、不適切な利用、改ざん等の防止のため、個人情報の管理を事業運営上

の重要事項と捉え、「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラム（JIS Q 15001）」に準拠した保護管理体制の

確立に努めており、個人情報保護基本規定及び個人情報保護管理規則等を制定し、個人情報の取り扱いに関する業務フロー

を定めて厳格に管理するとともに、全社員を対象として社内教育を徹底するなど、同法及び関連法令並びに当社に適用さ

れる関連ガイドラインの遵守に努めるとともに、個人情報の保護に積極的に取り組んでおります。

  また、個人情報を保管しているサーバーについても24時間管理のセキュリティ設備のあるデータセンターで厳重に管理

されており、加えて、このサーバーに保管されているデータのアクセスは、一部の社員に制限されております。

  なお、当社は、財団法人日本情報処理開発協会よりプライバシーマーク（注１）の認定・付与（認定番号　第A821323

(01)）を受けており、「Find Job !」のプライバシーポリシーについては、第三者機関による審査を受け、「TRUSTe」（注
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２）の認証を受けております。

  しかしながら、当社が保有する個人情報等につき漏洩、改ざん、不正使用等が生じる可能性が完全に排除されていると

はいえません。また、これらの事態に備え、個人情報漏洩に対応する保険に加入しておりますが、全ての損失を完全に補

填できるとは限りません。従いまして、これらの事態が起こった場合、適切な対応を行うための相当なコストの負担、当

社への損害賠償請求、当社の信用の低下等によって、当社の財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(注１)「プライバシーマーク」

自社で保有するすべての個人情報について、JISQ15001に基づいた審査を行い、第三者機関が審査し認証する個人情報保護

認証規格であり、財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC) が認証機関となっております。

(注２)「TRUSTe」

Webサイトの個人情報保護の信頼性を客観的に判断できるように、第三者機関が審査し認証する個人情報保護認証規格であ

り、日本国内では特定非営利活動法人日本技術者連盟が認証機関となっております。

 

⑦知的財産権について

  ⅰ 知的財産権に係る方針等について

  当社は、現在、商標権として「mixi」及び「Find Job !」等の各サイト及び各サービスの名称について商標登録を行っ

ております。

  また、当社は、「mixi」及び「Find Job !」のシステム開発においては、オープンソース（注1）ソフトウェアを活用し

ていることもあり、現時点において独自の技術等に関する特許等の取得又は出願は実施しておりません。ただし、今後に

おいては、事業上の重要性等を考慮し、専門家等を活用しつつ、適宜特許出願等を検討していく方針であります。

  一方、当社による第三者の知的財産権侵害の可能性については調査可能な範囲で対応を行っておりますが、当社の事業

領域に関する第三者の知的財産権の存在を完全に把握することは困難であり、当社の事業分野で当社の認識していない知

的財産権が既に成立している可能性又は新たに当社の事業分野で第三者により特許等が成立する可能性があります。かか

る場合においては、当社が第三者の知的所有権等を侵害することによる損害賠償請求や差止請求等、または当社に対する

ロイヤリティの支払い要求等により、当社事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

  また、オープンソースソフトウェアに関してはライセンスのあり方等について多様な議論があるところであり、予測で

きない理由等により利用に制約が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 (注１) 「オープンソース」

  ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを、インターネットなどを通じて無償で公開し、誰でもそのソフトウェア

の改良、再配布が行なえるようにすることであります。

 

  ⅱ 特許にかかる紛争の可能性について

  当社は、平成18年7月において、国内の特定企業より、当社サービスのうち「mixi」の会員の招待及びその登録に用いる

システム・機能（以下、「当社システム」という。）にかかる同社保有の特許侵害を理由とする当社システムの使用停止

要求等の通知を受けております。当社は、専門家の関与を含めた調査及び検討を通じて、当該特許の発明の構成が当社シ

ステムの構成と異なることから当社システムが当該特許に抵触する事実はないものと認識しており、同社に対してその旨

を通知しております。しかし、今後において、同社より当該特許にかかるロイヤリティ支払請求、使用差止請求又は損害

賠償請求等の訴訟が提起される可能性があります。

  また、最近において、米国のSNS事業者がSNSのシステムに関して、米国内において特許を取得しております。当該特許

は、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願がなされており、今後日本等においても成立する可能性があります。当社は、把

握している情報をもとに専門家の関与を含めた調査及び検討を行い、当社サービスが当該特許に抵触する可能性は低いも

のと現時点において認識しておりますが、当該特許の適用範囲及びその効力、当該特許取得者の対応並びに日本国内にお

ける成立可否等は不透明な要素があります。

  当社は、上記の通り２つの特許問題について、当社事業に影響を及ぼす可能性は低いものと認識しておりますが、将来

において当社がこれらの特許を侵害しているものと判断される可能性は否定できず、その場合には当社の事業展開、経営

成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、上記２件以外についても、特許侵害等の有無についての問い

合わせその他の通知等を受けているものもあり、これらにつき当社としては専門家の関与も含めた調査及び検討の結果を

踏まえた対応を行い、現状において紛争は生じていないものと判断しておりますが、これらが訴訟等の紛争に発展した場

合には、当社の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧ 業績等について

  ⅰ 過年度の業績について

  当社は、平成12年10月の設立以降、インターネット求人広告事業を中心に事業展開しておりましたが、当該事業におい

て十分な拡大が図られなかったことから、平成14年３月期及び平成15年３月期においては経常損失を計上しており、平成

16年３月期における売上拡大により、黒字転換しております。なお、「mixi」の会員数及び「Find Job !」の求人広告件
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数に関しても、順調に推移しております。

  しかしながら、当社は未だ業歴が浅く、下記ⅱに記載のとおり事業構成も大きく変化しつつあることから、期間業績比

較を行うために十分な財務数値を得ることができません。従って、当社の過年度の経営成績及び財政状態は、今後の当社

の経営成績及び財政状態の見通しを推測する判断材料として不十分である可能性があります。

  ⅱ 事業構成の変化について

  当社では創業期からインターネットに関するサービスを提供する中で、インターネット求人広告事業である「Find 

Job !」を主力事業としておりましたが、収益機会の拡大等を目的として、平成13年２月にはニュースリリース配信代行

サービスである「＠Press」を、平成16年２月にはインターネットメディア事業である「mixi」をそれぞれ開始しておりま

す。なお、「＠Press」サービスについては、今後の主力事業と位置付けているインターネットメディア事業への経営資源

の集中を図るため、平成17年８月に営業譲渡しております。

  当社の過去の品目別売上高及び構成比は下表のとおりであります。平成17年３月期まではインターネット求人広告事業

が売上高の大半を占めておりましたが、インターネットメディア事業の開始及び拡大により平成18年３月期の売上構成比

は大きく変動しております。現時点においても、インターネット求人広告事業における求人情報数は順調に増加しており

ますが、平成18年３月期末においては、単月の売上高におけるインターネットメディア事業の構成比はインターネット求

人広告事業を上回る状況が生じており、今後においても当該構成比は変動していくものと想定されます。

事業部門別

第６期 第７期 第８期中間会計期間

（自　平成16年４月１日 （自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

    至　平成17年３月31日）     至  平成18年３月31日）     至  平成18年９月30日）

販売高（千円） 構成比（％） 販売高（千円） 構成比（％） 販売高（千円） 構成比（％）

インターネットメディア事業 13,575 1.8 640,837 33.9 1,281,984 65.8

インターネット求人広告事業 683,049 92.4 1,221,726 64.5 665,950 34.2

その他 42,798 5.8 30,888 1.6 － －

合計 739,422 100 1,893,452 100 1,947,934 100

 

⑨その他

  ⅰ 配当政策について

  当社は、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重要課題の一つとして位置付けて

おります。当社は現在、成長過程にあると考えており、そのため内部留保の充実を図り、事業の効率化と事業拡大のため

の投資等に充当し、なお一層の業容拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。このこ

とから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。将来的には、

各事業年度の経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく方針でありますが、現時点において配当実施の可

能性及びその実施時期等については未定であります。

  ⅱ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

  当社は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に従って、平成16年２月６日、平成17年１月31日、平成17年10月21

日、平成18年１月11日及び平成18年４月28日開催の臨時株主総会決議に基づいて、当社役員、従業員、顧問及び外部協力

者に対するインセンティブを目的とし、新株予約権（以下「ストックオプション」という。）を付与しております。

  これらのストックオプションが権利行使された場合、新株式が発行され、株式価値が希薄化する可能性があります。平

成18年９月30日現在、これらのストックオプションによる潜在株式数は6,234株であり、発行済株式総数71,100株の8.8%に

相当しております。

  なお、ストックオプションの費用計上を義務づける会計基準及び適用指針が企業会計基準委員会により平成17年12月27

日に公表されたことにより、今後のストックオプションの発行は、当社の業績及び財政状態に影響を与えるため、今後も

ストックオプション制度を継続していくかどうかについては慎重に検討していく予定であります。
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４．中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   7,349,501   710,985  

２．売掛金   542,189   336,604  

３．前渡金   8,160   5,600  

４．前払費用   15,782   8,132  

５．繰延税金資産   31,712   40,071  

６．その他   147   －  

貸倒引当金   △9,759   △7,556  

流動資産合計   7,937,734 95.3  1,093,837 81.7

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１       

(1)建物  18,275   20,044   

(2)工具、器具及び備品  237,373   116,982   

(3)建設仮勘定  39,241   －   

有形固定資産合計   294,890 3.6  137,026 10.2

２．無形固定資産   18,759 0.2  48,047 3.6

３．投資その他の資産        

(1)敷金保証金  77,128   59,984   

(2)その他  1,564   1,813   

   貸倒引当金  △1,564   △1,813   

  投資その他の資産合計   77,128 0.9  59,984 4.5

固定資産合計   390,779 4.7  245,058 18.3

資産合計   8,328,513 100.0  1,338,896 100.0
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当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．未払金   209,613   115,642  

２．未払費用   1,925   8,519  

３．未払法人税等   366,122   389,715  

４．未払消費税等 ※２  33,941   47,235  

５．前受金   601   94  

６．預り金   18,485   7,780  

  流動負債合計   630,689 7.6  568,987 42.5

  負債合計   630,689 7.6  568,987 42.5

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金   － －  64,200 4.8

 Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  －   34,200   

 資本剰余金合計   － －  34,200 2.6

 Ⅲ 利益剰余金        

 １．当期未処分利益  －   671,508   

 利益剰余金合計   － －  671,508 50.1

 資本合計   － －  769,908 57.5

 負債・資本合計   － －  1,338,896 100.0

        

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

 １．資本金   3,307,875 39.7  － －

 ２．資本剰余金        

 (1)資本準備金  3,277,875   －   

 資本剰余金合計   3,277,875 39.4  － －

３．利益剰余金        

 (1)その他利益剰余金        

 繰越利益剰余金  1,112,074   －   

 利益剰余金合計   1,112,074 13.3  － －

 株主資本合計   7,697,824 92.4  － －

 純資産合計   7,697,824 92.4  － －

 負債・純資産合計   8,328,513 100.0  － －

        

－ 14 －



(2）中間損益計算書

  
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

Ⅰ　売上高   1,947,934 100.0  1,893,452 100.0

Ⅱ　売上原価   189,063 9.7  87,121 4.6

売上総利益   1,758,871 90.3  1,806,330 95.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   879,034 45.1  893,927 47.2

営業利益   879,837 45.2  912,402 48.2

Ⅳ　営業外収益   240 0.0  2 0.0

Ⅴ　営業外費用  ※１  36,717 1.9  43 0.0

経常利益   843,360 43.3  912,361 48.2

Ⅵ　特別利益 ※２  － －  100,000 5.3

Ⅶ　特別損失 ※３  40,917 2.1  40,616 2.2

税引前中間（当期）純利
益

  802,443 41.2  971,745 51.3

法人税、住民税及び事業
税

 353,518   426,159   

法人税等調整額  8,358 361,877 18.6 △30,701 395,457 20.9

中間（当期）純利益   440,565 22.6  576,287 30.4

前期繰越利益   －   95,220  

当期未処分利益   －   671,508  
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(3）中間株主資本等変動計算書

 当中間会計期間(自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日） (単位：千円)

株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計 
資本準備金 

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

 前期末残高 64,200 34,200 671,508 769,908 769,908

当中間会計期間中の変動額      

  新株の発行 3,243,675 3,243,675  6,487,350 6,487,350

 　中間純利益   440,565 440,565 440,565

 中間会計期間中の変動額合計　

　　　
3,243,675 3,243,675 440,565 6,927,915 6,927,915

 当中間会計期間末残高 3,307,875 3,277,875 1,112,074 7,697,824 7,697,824
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（千円）

Ⅰ  営業活動による
キャッシュ・フロー

   

税引前中間（当期）純利
益

 802,443 971,745

減価償却費  39,300 30,224

貸倒引当金の増加額  1,953 5,397

営業譲渡益  － △100,000

株式交付費  23,036 －

固定資産除却損  40,917 7,192

売上債権の増加額  △205,585 △223,777

未払金の増加額又は減少
額(△)

 71,992 △26,773

未払消費税等の増加額又
は減少額(△)

 △13,294 35,695

その他  △1,048 3,405

小計  759,715 703,110

利息の受取額  25 1

法人税等の支払額  △389,786 △108,806

営業活動による
キャッシュ・フロー

 369,954 594,305
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当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（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） 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

 △155,645 △139,789

無形固定資産の取得によ
る支出

 △22,963 △29,329

敷金保証金の差入れによ
る支出

 △17,143 △59,984

敷金保証金の返還による
収入

 － 20,253

営業譲渡による収入  － 100,000

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △195,751 △108,851

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

   

  株式発行による収入  6,464,313 －

財務活動による
キャッシュ・フロー

 6,464,313 －

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
   換算差額

 － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の
   増加額

 6,638,516 485,454

Ⅵ 現金及び現金同等物の
   期首残高

 710,985 225,530

Ⅶ 現金及び現金同等物の
   中間期末(期末)残高

 7,349,501 710,985
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

当中間会計期間 前事業年度

（自　平成18年４月１日 （自　平成17年４月１日

  　至　平成18年９月30日）   　至　平成18年３月31日）

１．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 (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

あります。

      建物　　　　　　  　3～15年

      工具、器具及び備品　3～10年

同左

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

定額法を採用しております。なお、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)に基づいており

ます。

同左

２．繰延資産の処理方法 (1)株式交付費 ――――――――

  発生時に全額費用処理しております。  

３．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金

　売上債権等の貸倒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て回収

不能見込額を計上しております。

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

５．中間キャッシュ・フロー計算

書（キャッシュ・フロー計算書）

における資金の範囲

(1）中間キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

(1）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、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か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

６．その他中間財務諸表（財務諸

表）作成のための基本となる重要

な事項

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。 同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

  当中間会計期間から「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

7,697,824千円であります。

　また、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期

間における貸借対照表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しております。

 ――――――――

 

――――――――

 

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度より、「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。

―――――――― （売上原価と販売費及び一般管理費の科目の変更）

　従来、インターネットメディア事業売上に係わる業務に

使用されるサーバーの減価償却費等については、販売費及

び一般管理費に含めて計上しておりましたが、当事業年度

より売上原価に計上する方法に変更しております。また、

売上原価の一部につきましても販売費及び一般管理費に計

上する方法に変更しております。

　この変更は、当該事業の会員の急激な拡大及び売上高の

金額的重要性が増大してきたことに伴い、サーバー増設等

に伴う減価償却費等の当該事業に関連して発生する費用に

ついて、原価要素の見直しを行い、費用及び収益の対応関

係を明確にして経営成績をより適切に表示するために行っ

たものであります。

　この変更により、従来の方法によった場合に比べて当期

の売上原価は15,886千円増加し、売上総利益と販売費及び

一般管理費は同額減少しておりますが、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。
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追加情報

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

(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)

  当社は、平成18年９月14日付の東京証券取引所マザーズ

市場上場による増資に伴い資本金が１億円超となったため、

外形標準課税の適用を受けることとなりました。そのため、

当中間会計期間から「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」(平

成16年２月13日　企業会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割12,681千

円については、販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が12,681千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前中間純利益がそれぞれ同額減

少しております。

 

 ――――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末 前事業年度

（平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

                              75,292千円                                         37,352千円             

※２．消費税等の取扱い ※２．　　　

                   ――――――――  仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、流動負債の

「未払消費税等」に含めて表示しております。
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（中間損益計算書関係）

当中間会計期間 前事業年度

（自　平成18年４月１日 （自　平成17年４月１日

　　至　平成18年９月30日） 　　至　平成18年３月31日）

※１.営業外費用

     株式交付費                                      23,036千円

     株式公開費用                                    13,680千円

※１.                  ――――――――

 

 

※２.                  ―――――――― ※２. 特別利益

営業譲渡益 100,000千円

※３. 特別損失 ※３. 特別損失

固定資産除却損 40,917千円 固定資産除却損(建物) 7,192千円

  なお、上記にはシステム開発中止による損失（ソフトウェア仮

勘定の除却損40,594千円）が含まれております。

 

特別退職金 10,000千円

従業員特別精算金 23,423千円

４. 減価償却実施額 ４. 減価償却実施額

有形固定資産 38,296千円 有形固定資産 29,412千円

無形固定資産 1,004千円 無形固定資産 812千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 

 当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）

 発行済株式の種類及び総数に関する事項

 （単位：株）

  前事業年度末株式数 当中間会計期間増加株式数 当中間会計期間減少株式数 当中間会計期間末株式数

発行済株式

普通株式 66,000 5,100 － 71,100

合計 66,000 5,100 － 71,100

 

  （変動事由の概要）

    増加数の内容は以下のとおりであります。

      公募増資による増加 4,500株

      ストック・オプション行使による増加 600株
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間会計期間 前事業年度

（自　平成18年４月１日 （自　平成17年４月１日

　　至　平成18年９月30日） 　　至　平成18年３月31日）

 １.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記

    されている科目の金額との関係

 １.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18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定　　　 7,349,501千円 現金及び預金勘定　　　 710,985千円

　現金及び現金同等物　　 7,349,501千円 　現金及び現金同等物　　 710,985千円
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①　リース取引

当中間会計期間

 （自　平成18年４月１日

至　平成18年９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）

  内容の重要性が乏しく、また契約の一件当たりの金額が少額のため、

中間財務諸表等規則第５条の３において準用する財務諸表等規則第８

条の６第６項の規定により、記載を省略しております。

　内容の重要性が乏しく、また契約の一件当たりの金額が少額のため、

財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記載を省略しており

ます。

②　有価証券

当中間会計期間末 前事業年度

（平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

  当社は、有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありませ

ん。 同左

 

③　デリバティブ取引

当中間会計期間 前事業年度

（自　平成18年４月１日 （自　平成17年４月１日

　　至　平成18年９月30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。 同左

 

④　持分法損益等

当中間会計期間 前事業年度

（自　平成18年４月１日 （自　平成17年４月１日

　　至　平成18年９月30日） 　　至　平成18年３月31日）

  当社には、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。
同左

 

－ 26 －



⑤　ストック・オプション等

  当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）

 当中間会計期間において付与したストック・オプションは以下のとおりであります。

種類 第７回新株予約権 第８回新株予約権

決議年月日 平成18年４月28日 平成18年４月28日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員  22 当社外部協力者  1

株式の種類及び付与数(株) 普通株式  54 普通株式  5

付与日 平成18年４月28日 平成18年４月28日

権利行使条件

  新株予約権の割当を受けた者は、新株予約

権の行使時において当社又は当社の関係会社

の取締役、監査役、相談役、従業員又は顧問

であることを要する。

  その他の権利行使の条件は新株予約権発行

の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権

の割当を受けた者との間で締結した新株予約

権割当契約により決定するものとする。

  新株予約権の割当を受けた者は、新株予約

権の行使時において当社又は当社の関係会社

の取締役、監査役、相談役、従業員、顧問又

は外部協力者であることを要する。

  その他の権利行使の条件は新株予約権発行

の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権

の割当を受けた者との間で締結した新株予約

権割当契約により決定するものとする。 

対象勤務期間 対象勤務期間はありません。 対象勤務期間はありません。

権利行使期間
平成20年５月１日から 平成20年５月１日から

平成28年３月31日まで 平成28年３月31日まで

権利行使価格（円） 250,000 250,000

付与日における公正な評価単価（円） － －
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（１株当たり情報）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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 １株当たり純資産額

108,267円57銭 11,665円28銭

１株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額

6,627円82銭 8,731円63銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額  

6,018円57銭  

  

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

かつ非登録のため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。

  平成17年９月27日付で株式１株を５株とする株式分割を

実施しております。１株当たり当期純利益金額は、株式分

割が期首に行われたものとして計算しております。当該株

式分割が前期首に行われたものと仮定した場合の前事業年

度の１株当たり情報については以下のとおりでありま

す。

       １株当たり純資産額           2,933円65銭

       １株当たり当期純利益金額     1,466円83銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

かつ非登録のため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。
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　（注）　１株当たり中間（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。

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９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株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 440,565 576,287

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－)  (－) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
440,565 576,287

期中平均株式数（株） 66,472 66,000

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 6,729 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

 ――――――――

 

 

 

 

 

 

 

平成16年２月６日 臨時株主総会決議

による新株予約権40個 普通株式 

4,000株

平成17年１月31日 臨時株主総会決議

による新株予約権290個 普通株式 

1,450株

平成17年10月21日 臨時株主総会決議

による新株予約権1,320個 普通株

式 1,320株

平成18年１月11日 臨時株主総会決議

による新株予約権25個 普通株式 25

株
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（重要な後発事象）

当中間会計期間

（自　平成18年４月１日

    至　平成18年９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）

  売出し（オーバーアロットメントによる売出

し）に関連して行う第三者割当による新株式発

行

  当社では、株式会社東京証券取引所マザーズ

市場への上場に伴う新株式発行及び株式売出し

に関連し、当社株主から当社普通株式を借受け

た大和証券エスエムビーシー株式会社が売出人

となり、普通株式500株のオーバーアロットメン

トによる売出しを行いました。これに関連して、

平成18年８月14日及び平成18年８月25日開催の

取締役会決議により、下記のとおり大和証券エ

スエムビーシー株式会社を割当先とする新株式

の発行を行いました。この結果、平成18年10月

13日付で資本金は3,668,250千円、発行済株式の

総数は71,600株となりました。

 

発行新株式数               普通株式　500株

発行価額             １株につき1,441,500円

資本組入額             １株につき720,750円

発行価額の総額               720,750,000円

資本組入額の総額             360,375,000円

割当先    大和証券エスエムビーシー株式会社

申込期日                  平成18年９月12日

払込期日                  平成18年10月13日

資金使途

  サービス強化のためのシステム開発及び会員

数・アクセス数増加に伴うサービス用サーバー

設備等の増設、事業体制の拡大に伴う事業所拡

充に係る設備投資として充当する予定でありま

す。

 

　当社は旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づき、平成18年４月28日開催の臨時株

主総会及び平成18年４月28日開催の取締役会に

おいてストックオプションとして新株予約権の

発行を決議し、平成18年４月28日付で発行して

おります。

　なお、詳細については「第二部　企業情報　

第４提出会社の状況　１　株式等の状況　(6）

ストックオプション制度の内容」に記載してお

ります。

１．発行した新株予約権の数

    59個

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数

    普通株式　59株

３．新株予約権の発行価格

    無償

４．新株予約権の行使時の払込金額

    250,000円

５．新株予約権の行使期間

    平成20年５月１日から平成28年３月31日

６．付与対象者の区分及び人数

    当社従業員　　　 22名

    当社外部協力者　 １名
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５．生産、受注及び販売の状況
 (1)販売実績

 当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

 当中間会計期間 前事業年度 

（自　平成18年４月１日 （自　平成17年４月１日

   至　平成18年９月30日）     至　平成18年３月31日）

販売高（千円） 前年同期比（％） 販売高（千円） 前年同期比（％）

インターネットメディア事業 1,281,984 － 640,837 4,720.6

インターネット求人広告事業 665,950 － 1,221,726 178.9

その他 － － 30,888 72.2

合計 1,947,934 － 1,893,452 256.1
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