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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 660 20.6 51 180.8 65 98.9

17年９月中間期 547 33.8 18 － 32 －

18年３月期 1,207 102 131

 

 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

株主資本

中間(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９月中間期 81 － 402 85 402 38 2.7 2.0 9.9

17年９月中間期 △47 － △235 33 － － △1.6 1.0 6.0

18年３月期 55  272 43 271 19 1.9 4.1 10.9

（注）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 203,282株 17年９月中間期 202,500株 18年３月期 202,834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。

 　

(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 3,315 3,102 93.6 15,261 57

17年９月中間期 3,209 2,905 90.5 14,309 81

18年３月期 3,279 3,017 92.0 14,845 81

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 203,310株 17年９月中間期 203,041株 18年３月期 203,227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 88 △38 3 2,945

17年９月中間期 6 27 31 2,761

18年３月期 127 26 39 2,890

 　

 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）
　　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61.38％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。当社の技術・サービスは、

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、同社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中核を占めております。

 

　トランスコスモス株式会社は、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、販売代理店として「DART for Publishers」（ダート・フォー・パブリッシャーズ）、「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）、「MobileMK Analytics」（モバイル・エム・ケー・アナリティクス）及び

「SiteCatalyst」（サイトカタリスト）の販売を行っております。同社は当社製品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。　

　

　当社の製品群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 

○MobileMK Analytics・・・・・・・・ 携帯サイトのアクセス解析から、端末統計やユーザー動向の解析機能に加え、

マイレポート、ビジネスレポートというアウトプット共有型のレポート機能

を実装した携帯サイト分析のASP型サービス

○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 

61.38％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、専門化すると共に、

携帯電話などモバイル端末の利用も拡大し、より人々の生活に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の提供を始めております。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、ネット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長を受けて、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、ネット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（ソーシャル・ネットワーキング・サイト）、RSS

（リッチ・サイト・サマリー）、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ておりますが、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。
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３．経営成績及び財政状態

(1）当中間会計期間の概況

①　当中間会計期間の市場環境

　当中間会計期間におけるわが国の経済は、企業部門の財務体質強化や収益の拡大が、雇用環境の改善や個人消費な

ど家計部門にも波及し、原油価格高騰の影響など国内に与える不安要因はあるものの、景気は堅調に推移いたしまし

た。

　この様な状況の中、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、新たなマーケティング手法

が続々と開発され、さらに拡大を続けております。インターネット広告市場を見ますと、ブロードバンドの拡大を背

景に、リッチメディアと呼ばれる豊かな広告表現を可能とする大容量のバナー広告の需要拡大や、広告の最適化によ

るスペースの開発がさらに進化し、引き続き高成長を維持しております。株式会社電通の調べによりますと、わが国

の平成17年のインターネット広告は、前年比154.8％と大幅な増加傾向が続いております。

　また、同調査によるとモバイル広告の市場規模は288億円（前年比160.0％）に達し、インターネット広告費のうち

10％を占めるにいたりました。社団法人電気通信事業者協会の調べによりますと、平成18年９月末時点の携帯電話の

加入者数は9,381万人を超える中で、携帯電話番号ポータビリティ(ＭＮＰ)の導入など、移動体通信各社の競争が一層

激化する中、携帯電話がコミュニケーション・ツールとしてより必要不可欠なメディアに定着したことが広く認識さ

れることになり、新たなサービスが続々と開発されております。

②　当中間会計期間の事業展開

　このような市場環境の中で、当社では引き続き、新製品の開発、主力商品の拡充に注力しております。７月には、

当社開発新製品となる携帯サイト向けアクセス解析サービス「MobileMK Analytics」（モバイル・エム・ケー・アナ

リティクス）を発売するとともに、８月には、株式会社ビットアイル、株式会社KSKと業務提携を締結し、携帯サイト

構築のオールインワンパッケージサービス「MOBIS(Mobile Infrastructure Suite:モビス)」向けに、同製品をOEMに

て提供を開始いたしました。また、統合型モバイルマーケティングサービス「MobileMK」（モバイル・エム・ケー）

は、双日エネルギー株式会社、株式会社カプコン、株式会社住宅情報サービスに導入されるなど、当社モバイル事業

の拡販を強化しております。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）

では、新たに株式会社時事通信社、株式会社ビットウェイ、市民参加型のインターネットニュースサイトを運営する

オーマイニュース・インターナショナル株式会社等に導入されるなど、広告配信サービスの利用が拡大し続けていま

す。また、マーケティング機能に優れた当社のＥメール配信管理ソフトウェア「ClickM@iler」（クリックメーラー）

は、５月に新バージョンとなる「ClickM@iler4.5」をリリースし、株式会社Duogateに導入が決定いたしました。また、

当社が販売代理店として営業活動を展開しているウェブサイト分析ASPサービス「SiteCatalyst」（サイトカタリス

ト）はNECモバイリング株式会社に導入いただくなど、営業活動は順調に推移いたしました。

　当社製品の順調な導入とともに、引き続き経営の改善、改革を実施してきた結果、当中間会計期間（平成18年4月1

日～平成18年９月30日）におきまして、営業利益、経常利益、中間純利益と、中間会計期間としましては、会社設立

以来最高の実績となりました。

　また、新製品の開発・製品の拡販の強化を目的とした積極的な人材の投入も行いました。当中間会計期間におきま

しては、全従業員数が42名と対前年同期末比７名増（平成18年９月末現在）となりましたが、コスト構造の見直しを

引き続き推進していることにより、利益は拡大しております。

　（注）上記従業員数には、役員および臨時雇用者は含まれておりません。
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(2）当中間会計期間の経営成績

対前年同期比　事業別売上高

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

対前年同期
比増減率

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

ソフトウェアライセンス 91 16.7 28 4.4 △68.3 201 16.7

ＡＳＰ利用 229 41.8 415 62.9 81.4 537 44.5

サービス・その他 227 41.5 215 32.7 △5.2 468 38.8

　 合計 547 100.0 660 100.0 20.6 1,207 100.0

①　売上高

　当中間会計期間の売上高は、６億60百万円と対前年同期比で１億12百万円の増加（20.6％増）となりました。

　その内訳として、ソフトウェアライセンスは、前年同期においては広告配信システムの大型案件受注があり、前年

同期比では62百万円の減少（68.3％減）の売上高28百万円となりました。

　ASP利用売上高は、広告配信管理サービス、モバイルマーケティングサービス、ウェブサイト分析サービスの好調を

反映し、４億15百万円と前年同期比で１億86百万円の大幅な増加（81.4％増）となりました。

　サービス・その他売上高は、２億15百万円と前年同期比で11百万円の減少（5.2％減）となりました。

②　売上総利益

　当中間会計期間の売上総利益は、2億38百万円と対前年同期比で36百万円の増加（18.1％増）となりました。また、

当中間会計期間の売上総利益率については36.2％となり、前中間会計期間と比べて0.7ポイント低下いたしました。こ

れは主に売上高の順調な増加と技術部門の体制強化に伴う人件費の増加によるものであります。

③　販売費及び一般管理費

　当中間会計期間の販売費及び一般管理費は、1億87百万円と対前年同期比で３百万円の増加（2.1％増）となりまし

た。当中間会計期間の売上高に対する比率は28.5％となり、前中間会計期間と比べて5.1ポイント低下しております。

④　営業利益

　当中間会計期間の営業利益は、51百万円と対前年同期比で32百万円の大幅な増加（180.8％増）となりました。なお

当中間会計期間の売上高営業利益率は7.7％となり、前中間会計期間と比べて4.4ポイント上昇いたしました。

⑤　経常利益

　当中間会計期間の経常利益は、65百万円と対前年同期比で32百万円の増加（98.9％増）となりました。当中間会計

期間の売上高経常利益率は9.9％となり、前中間会計期間と比べて3.9ポイント上昇しております。

⑥　中間純利益

　これらの結果、当中間会計期間の中間純利益は81百万円となり、対前年同期比で１億29百万円の大幅な増加となり

ました。なお当中間会計期間の売上高純利益率は12.4％となり、前中間会計期間と比べて21.1ポイント改善いたしま

した。
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(3）当中間会計期間末の財政状態

①　資産、負債、純資産

　当中間会計期間末の流動資産は、31億67百万円と対前年度期末比で27百万円の増加（0.9％増）となりました。

　また当中間会計期間末の固定資産は、１億47百万円と対前年度期末比で８百万円の増加（6.2％増）となりました。

これは主に本社移転に伴う新規什器の取得等によるものであります。

　当中間会計期間末の流動負債は、２億３百万円と対前年度期末比で50百万円の減少（20.0％減）となりました。

　当中間会計期間末の固定負債は、９百万円と対前年度期末比で1百万円の増加（8.3％増）となりました。

　当中間会計期間末の純資産の部は、31億２百万円と対前年度期末比（前年度期末の資本の部との対比）で85百万円

の増加（2.8％増）となりました。また、当中間会計期間末の総資産は、33億15百万円と対前年度期末比で35百万円の

増加（1.1％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当中間会計期間末残高は、29億45百万円と対前年同期比で１億83百万円の増加となりました。

（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88百万円となり、対前年同期比で81百万円の収入増加となりました。主な内容は

税引前中間純利益の計上であります。

（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38百万円となり、対前年同期比で65百万円の支出増加となりました。これは本社

移転に伴う保証金の差入等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３百万円となり、対前年同期比で27百万円の収入減少となりました。

(4）通期の見通し（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

　当社は業績予想の公表を行っていないため、記載を省略しております。

(5）キャッシュ・フロー指標のトレンド

 

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
 

第10期

平成19年３月期
 

 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率

（％） 84.6 87.4 88.8 91.5 92.8 92.6 90.5 92.0 93.6

時価ベースの自己

資本比率（％） 245.7 116.3 282.3 470.0 361.1 285.6 593.4 397.9 274.1

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×100

※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６期、第７期、第８期、第９期及び第10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。
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 (6）事業等のリスク

　当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のような

ものがあります。ただし、必ずしも事業上のリスクに該当しないような事項についても、投資判断上、重要であると考え

られる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、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、こうしたリスクの発生に

より経営成績及び株価に大きな影響を与える可能性があります。

　本株式への投資判断は、下記の事項及び下記の事項以外の記載内容も含めて慎重に検討した上で、投資者及び株主ご自

身で行っていただけますようお願いいたします。

　また、下記の事項は当社の事業もしくは本株式への投資に関連するリスクを完全に網羅するものではありませんので、

ご注意ください。

　

①当社の事業について

（インターネット・マーケティング事業について）

　当社は、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。

　当社のおかれるEマーケティング市場につきましては、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。また、ここ数年に限ってみてもSNS(ソーシャル・ネットワーキン

グ・サイト)、RSS(リッチ・サイト・サマリー)、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

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を考慮しながら、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です。

　そのような状況の中で、技術革新の急激な進歩やニーズ・志向の変化等の要因により、いままで蓄積してきたノウハウ

（専門的知識・経験）がクライアントのニーズ・志向に合わなくなった場合、現状のビジネスが縮小又は成立しなくなる

可能性があり、経営成績に多大な影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社ではバナー広告配信及びＥメール配信についてASP製品とソフトウエア製品の両方を有しておりますが、ASP

製品のクライアントがソフトウエア製品に移行する可能性もあり、その場合には一時的には売上の増加はあるものの、中

長期的には経営成績に多大な影響を及ぼす可能性があります。

（景気の変動について）

　当社のクライアントの多くは当社の製品を広告宣伝費・販売促進費として予算計上していると思われますが、一般的に

景気の変動に大きく左右される費用項目であり、経済状況により、その費用が削減される可能性があります。その場合、

当社の売上減少の要因となり、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（システムの安定性） 

　DART(DFA・DFP)及びDARTmailは、ASP型製品であり、米DoubleClick社が有している米国を含む、世界の数多くのデータ

センターから配信を行っております。常に迅速かつ安定した配信サービスを提供するため、米DoubleClick社は、24時間体

制でシステムの維持管理を行っており、例えば１つの広告配信施設がシステムダウンしても別の広告配信施設から配信を

行える仕組みなども導入しております。また、同じくASP型製品であるSiteCatalyst及びMobileMKも、各々米Omniture社が

保有するデータセンター及び当社が指定するデータセンターからサービス提供を行っており、同様に24時間体制のシステ

ム維持管理を行っています。ただし、上記全ての施設において、インターネットを利用しているシステム環境である以上、

以下の要因等によるシステム障害を完全に取り除くことは困難であると考えております。

・回線やインターネットの問題

・ハッカーの悪意ある攻撃

・人為的なミス等による障害

・ハードウェアの障害によるサーバーダウン

・ソフトウエア上のバグ

・使用しているOSやミドルウエアにおけるバグや相性の問題

・天変地異による障害

　また、今後、当社が提供するサービスの利用量が急激に増加した場合、これに対応できない場合もあり、開発・拡張の

ための費用が予想以上にかかる可能性もあります。

　当社では、広告・Ｅメール配信システム、ウェブサイト分析システムの運営について米DoubleClick社、並びに米Omniture

社に大きく依存しており、可用性の向上に貢献できる余地は限られておりますが、当社では、両社と協議し、システムに

障害が発生した場合に、顧客に対し、原因、対応、復旧見込み及び今後の防止対策等について素早く正しい情報を提供で

きるよう体制を整備しております。しかし、頻繁にかつ長期にわたってシステムに障害が発生した場合、単に当社の収益
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の機会が減少するだけでなく、当社の信用が失墜し、多くの顧客を失う可能性があります。

（クライアントとの契約期間について）

　多くのクライアントとの契約は１年間の自動更新となっております。今後、優秀な競合製品の出現、又はクライアント

内での事情による低価格・低機能他社製品への移行の可能性があり、当社製品の技術進歩の遅延・陳腐化、サポートレベ

ルの低下等クライントに対して十分なサービスを提供できず、長期間の取引関係が築けない場合には、経営成績に多大な

影響を及ぼす可能性があります。

（米DoubleClick社への依存について）

　当社の事業は、米DoubleClick社より多くのライセンスを受けて行っており、また、今後の広告・Ｅメール配信等の技術

の拡張等における研究開発及び米国でのインターネット・マーケティングの最新事例等のノウハウ取得についても多くを

米DoubleClick社に依存しております。

　米DoubleClick社は投資会社Hellman & Friedmann社に買収されたことにより、当社株式の売却を実行いたしましたが、

経営面では依然として強いパートナー関係を維持しております。ただし、今後当社と米DoubleClick社との関係に大きな変

化が起こった場合、当社の収益構造は重大な影響を受ける可能性があります。

②事業環境について

（インターネット環境について）

　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、成長過程にあり、持続的な拡大を見せております。

株式会社電通の調べによりますと、平成17年のインターネット広告費は、前年比154.8％伸長し、2,808億円と急成長をつ

づけております。また、モバイルの市場につきましても、社団法人電気通信事業者協会の調査によりますと、平成18年９

月末には携帯電話の加入者数が、9,381万人を超え、今後も端末やサービスの多様化を受けて、さらに大きな成長が見込ま

れています。今後もインターネットマーケティングの領域は、引き続き急成長を維持すると予想されます。

　しかし、急激な需要に対応できる十分なインフラの整備が必要であること、近年社会問題になっているプライバシー（個

人情報）が適切に保護される必要があること、さらに、ウィルス等からの損害を回避する必要があるなど、今後インター

ネット商取引自体の実効性及び社会的信頼性が損なわれる事象が発生する可能性があります。その場合には、インターネッ

ト利用者の減少、そしてクライアントの減少により、当社の事業活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

（インターネット・マーケティング市場について）

　インターネット・マーケティング市場は現在順調に拡大しておりますが、今後今までのような成長率で市場拡大してい

く保証はありません。また、近年インターネットを利用したマーケティング活動の有効性が証明されたものの、マーケティ

ングとして利用するメディア媒体はまだまだ伝統的なテレビ、新聞、雑誌等の媒体の割合が高く、それら伝統的なメディ

ア媒体からの巻き返し、インターネット以外の競争力のある新媒体の誕生によりインターネット・マーケティング市場が

縮小し、事業活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

（競合会社について）

　当社のビジネス全体と競合関係にある会社はございませんが、製品別に見ますと、下記のとおりであります。

　広告配信管理のDART製品に関しては、株式会社メディアイノベーションの「MOJO」という製品を始め、株式会社オプト、

株式会社サイバーコミュニケーションズ、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社が当該ビジネスに参入

するなど、競争は激化する傾向にあります。

　また、Eメール配信を取扱うDARTmail及びClickM@ilerについては、当社のEメール関連売上と同規模の売上の非公開会社

が数社存在し、サイト分析の製品におきましても、株式会社デジタルフォレストの「Visionalist」はじめ数社の競合が存

在しております。また、モバイルマーケティングの製品におきましては大規模、中規模あわせて数十社が競合関係にあり

ます。

　今後は、技術進歩により当社の今の技術優位性が薄れたり、当社より低価格の製品を持つ企業が出現する等の状況に対

して、当社が明確な競争優位戦略を確立できなかった場合には、当社の業績に重大な影響を与える可能性があります。

（法的規制について）

　現在、当社の事業に悪影響を与えるような法的規制はありませんが、今後も制定されないという保証はありません。も

し、かかる法的規制が制定されたり、解釈が不明瞭な規制が制定されたりした場合、当社の業績に影響を与えたり、事業

展開のスピードに悪影響を及ぼす可能性があります。

③個人情報の取得取扱いについて　

　当社は、これまで当社としてユーザーの名前、住所、年齢、年収等の個人情報の収集を行っておりませんが、インター

ネットを利用したマーケティング支援業務、ClickM@iler及びMobileMKのサポート業務の中で、クライアントから個人情報

を預かる場合があります。

　当社の広告配信システムにおいては、ユーザーの使用するブラウザにクッキーを埋め込み、これを広告の表示回数の制

御等に利用しております。また、ユーザーのコンピューター機器との交信の際に取得するIPアドレスやブラウザの種類、

OS（オペレーティング・システム）等を各種ターゲティングに利用しております。これらの利用は個人情報を特定するも

-9-



のでなく、業界として多くの企業がこれらの機能を利用しております。当社では、このような情報を利用されたくないユー

ザーに対して、当社のホームページ（http://www.doubleclick.ne.jp/privacy/optout/ad-cookie.html）においてその旨

の登録を行える仕組み（オプトアウト）を用意しております。

　当社では、こうした個人情報の取扱いに関する重要性、危険性を十分に認識しており、当社のホームページにて個人情

報保護方針（http://www.doubleclick.ne.jp/privacy/index.html）を公開しているのと同時に、社内でもプライバシー

マーク制度（企業の個人情報保護体制がJIS Q 15001 に準拠しているか否かを（財）日本情報処理開発協会（JIPDEC）お

よびその指定機関であるJISA等が認証する制度）の承認を平成16年６月16日に受け、それに準拠した行動指針や社内規程

の制定及びその教育・研修を行い、個人情報管理の徹底を十分に図っております。

　ただし、情報収集の過程で不測の事態によりユーザー情報の漏洩等が発生した場合、当社への多額の損害賠償請求や行

政機関からのプライバシーマーク承認取消処分や罰金等が課される可能性があるとともに、当社の信用は失墜し、当社の

事業活動に重大な影響を与える可能性があります。

④会社組織について　

（特定人物への依存について）

　当社の取締役及び従業員は、当社の業務に関して高度な専門的知識・経験を有しており、かつ少数精鋭での事業活動で

あるため、個々が重要な役割を担っております。そのため、退職者等が発生した場合、後任の採用活動について深刻な問

題が生じる可能性があり、その採用活動に時間を要した場合、経営成績に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

（人材の確保について）

　インターネット・マーケティング業界はまだ歴史が浅く、高度な専門的知識及び経験を有している優秀な人材の確保は

経営の最重要課題と考えております。優秀で意欲に満ちた魅力ある人物を確保できるよう、当社では、自由で創造性に満

ちた誇りある企業文化の醸成に力を入れております。また、従業員にとって、働きがいのある業務の設定や能力に応じた

積極的な権限委譲も進めております。しかし、今後、当社が必要とする人材が必要な数だけ必要な時期に確保できる保証

はなく、人員計画に基づいた採用が行えなかった場合、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、待遇面においてもインセンティブプランやストックオプション制度を設け、人事評価も半期に一度実施するなど、

柔軟に対応していける体制を構築しております。しかし、これらの制度は逆に、評価者の能力不足や部下とのコミュニケー

ション不足等で納得がいく査定を行えなかった場合、従業員の意欲の低下や人材の流出に繋がる可能性があります。

　

⑤今後の事業展開について　

（新製品開発・運用体制について）

　前述にありますように、インターネット・マーケティング業界においては常に技術革新が起こっており、その技術優位

性及び価格の下方硬直性を維持し続けるために、常にバージョンアップ（機能強化）版の投入又は新しい切り口での新製

品を開発・導入していく必要があります。しかし、日本で先進の技術・サービスを投入していくにあたり、新製品が市場

動向・ニーズに合わない場合、米国製品の日本語化に時間を要し、市場投入が遅延した場合、新製品に対して営業担当者、

サポート担当者の知識・経験レベルが追いつかない等十分なサービスを初期段階で提供できずに契約機会を逃す可能性も

あり、その場合には、現状の経営成績だけでなく、中期的な事業計画にも深刻な影響を与える可能性があります。

（合併、買収などのＭ＆Ａについて）

　インターネット・マーケティング業界は参入障壁も低く、数多くの企業がこの分野に進出してきておりますが、その分

競争も激しく、淘汰の動きも早く、また合併・買収を利用して規模の利益を素早く享受し、事業拡大をしていく手法をと

る傾向にあります。当社においても、関連した事業を有する企業との合併、買収及び提携などを積極的に行う必要がある

と認識し、今後もＭ＆Ａを実施する可能性はあります。

　ただし、その将来のＭ＆Ａが、様々な要因によりビジネス的にシナジーを発揮できない可能性、人的・資金的に適切に

コントロールできない可能性があり、又は事業環境、収益構造が変化する可能性があります。その場合には財政状態及び

経営成績に深刻な影響が及ぶ可能性があります。

⑥親会社（トランスコスモス株式会社）との関係について　

　日本のインターネット・マーケティング業界を熟知しているトランスコスモス株式会社が親会社として経営権を担い、

当社の事業拡大を図っております。

　そして、同社は、当社株主総会の承認を要する事項（取締役及び監査役の選任又は解任、配当実施、定款変更、営業譲

渡又は合併もしくはその他の企業結合の承認等）のすべてに大きな影響力を持ちます。現在、取締役の過半数はトランス

コスモス株式会社に指名された者であります。従って、同社は、それぞれが指名した当社取締役による決定に影響力を及

ぼすことができる範囲において、当社取締役会の決定事項を実質的に決定することができます。

　現在は同社と良好な関係を構築しておりますが、将来的に何らかの理由により、同社の所有比率に変更があった場合に

は、当社の事業活動は重大な影響を受ける可能性があります。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,761,286 445,161 2,890,544

２．売掛金 258,059 162,172 238,541

３. 預け金 - 2,500,000 - 

４．その他 35,829 64,108 15,466

貸倒引当金 △4,944 △3,744 △4,108

流動資産合計 3,050,231 95.0 3,167,698 95.6 3,140,445 95.8

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 1,116 17,427 779

２．器具備品 13,417 8,269 10,795

有形固定資産合計 14,534  25,697  11,574  

(2）無形固定資産

１．ソフトウエア 22,789 12,219 17,792

２．その他 800 800 800

無形固定資産合計 23,589  13,020  18,593  

(3）投資その他の資産    

１．その他 124,536 108,711 108,690

貸倒引当金 △3,304 - - 

投資その他の資産合
計

121,232  108,711  108,690  

固定資産合計 159,356 5.0 147,428 4.4 138,859 4.2

資産合計 3,209,587 100.0 3,315,127 100.0 3,279,304 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 163,080 57,115 96,145

２．未払金 44,047 38,303 59,535

３．未払費用 2,241 6,181 5,244

４．未払法人税等 6,189 4,795 7,027

５. 前受収益 67,442 68,698 65,001

６．賞与引当金 400 9,513 - 

７．その他 ※２ 13,008 18,518 20,812

流動負債合計 296,410 9.2 203,126 6.1 253,767 7.7

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 7,698 9,171 8,467

固定負債合計 7,698 0.3 9,171 0.3 8,467 0.3

負債合計 304,108 9.5 212,297 6.4 262,235 8.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,858,914 57.9  - 1,866,628 56.9

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 493,172 - 494,136

２．その他資本剰余金 2,550,000 - 2,550,000

資本剰余金合計 3,043,172 94.8 - - 3,044,136 92.8

Ⅲ　利益剰余金

１．中間（当期）未処理
損失

1,996,608 - 1,893,695

利益剰余金合計 △1,996,608 △62.2 - - △1,893,695 △57.7

資本合計 2,905,479 90.5 - - 3,017,068 92.0

負債資本合計 3,209,587 100.0 - - 3,279,304 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本 

　１.　資本金 - - 1,870,062 56.4 - -

　２.　資本剰余金 

　（1）資本準備金 - 494,570 -

　（2）その他資本剰余金

　　　資本準備金減少差益 - 601,046 -

　資本剰余金合計 - - 1,095,616 33.1 - -

　３.　利益剰余金

　（1）その他利益剰余金

　　　繰越利益剰余金 - 137,149 -

　利益剰余金合計 - - 137,149 4.1 - -

　株主資本合計 - - 3,102,829 93.6 - -

  純資産合計 - - 3,102,829 93.6 - -

　負債・純資産合計 - - 3,315,127 100.0 - -
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 547,581 100.0 660,229 100.0 1,207,080 100.0

Ⅱ　売上原価 345,310 63.1 421,249 63.8 725,443 60.1

売上総利益 202,270 36.9 238,980 36.2 481,636 39.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 184,093 33.6 187,933 28.5 379,363 31.4

営業利益 18,177 3.3 51,047 7.7 102,273 8.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 14,731 2.7 15,071 2.3 29,309 2.4

Ⅴ　営業外費用 -  -  670 0.1 - - 

経常利益 32,909 6.0 65,447 9.9 131,583 10.9

Ⅵ　特別利益 ※２ -  -  25,364 3.9 104 0.0

Ⅶ　特別損失  ※３ 80,102 14.6 8,445 1.3 75,494 6.2

税引前中間(当期)純利益
又は純損失（△）

△47,193 △8.6 82,366 12.5 56,194 4.7

法人税、住民税及び事業税 461 0.1 475 0.1 936 0.1

中間（当期）純利益
又は純損失（△）

△47,654 △8.7 81,891 12.4 55,258 4.6

前期繰越損失 1,948,953 -  1,948,953

中間(当期)未処理損失 1,996,608 -  1,893,695
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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
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高 1,866,628 494,136 2,550,000 3,044,136 △1,893,695 △1,893,695 3,017,068 3,017,068

中間会計期間中の変動額

新株の発行

（新株予約権の行使）
3,434 434 - 434 - - 3,869 3,869

資本剰余金から

利益剰余金への振替
- - △1,948,953 △1,948,953 1,948,953 1,948,953 - - 

中間純利益 - - - - 81,891 81,891 81,891 81,891

中間会計期間中の変動額合計 3,434 434 △1,948,953 △1,948,519 2,030,845 2,030,845 85,760 85,760

平成18年９月30日　残高 1,870,062 494,570 601,046 1,095,616 137,149 137,149 3,102,829 3,102,829

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

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） 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）純利益又は純損失（△） △47,193 82,366 56,194

減価償却費 3,442 2,451 6,401

ソフトウェア償却額 5,566 5,573 11,143

長期前払費用償却額 4,180 12,541 16,721

租税公課 5,742  - 11,483

貸倒引当金の増減額（△は減少額） 731 △364 △3,408

賞与引当金の増減額（△は減少額） △18,181 9,513 △18,581

退職給付引当金の増減額（△は減少額） △627 703 142

受取利息 △11,997 △12,270 △23,741

為替差損益 △474 △254 △1,202

本社移転補償金  - △25,000  -

固定資産除却損 4,222 3,302 4,222

本社移転費用  - 5,142  -

子会社整理損 75,880  - 71,271

売上債権の増減額（△は増加額） △77,649 76,369 △58,131

その他の資産の増減額（△は増加額） △9,105 1,441 19,169

仕入債務の増減額（△は減少額） 63,850 △39,030 △3,084

未払金の増減額（△は減少額） 201 △45,672 15,689

未払費用の増減額（△は減少額） 626 936 3,629

前受収益の増減額（△は減少額） 20,038 3,696 17,473

未払消費税等の増減額（△は減少額） 10,079 △5,168 18,572

未収消費税等の増減額（△は増加額） 2,545  - 2,545

その他の負債の増減額（△は減少額） 531 1,117 △33

小計 32,408 77,396 146,475

利息及び配当金受取額 12,161 12,270 23,906

子会社整理に係る支出額 △25,822  - △25,822

法人税等の支払額 △11,822 △950 △17,200

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,925 88,717 127,359
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前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

ソフトウェアの取得による支出 △1,307 △580 △1,887

ソフトウェア取得仮払金の返還による収入 153,890 - 153,890

保証金の差入による支出 - △37,644 -

長期前払費用の取得による支出 △125,412 - △125,412

投資活動によるキャッシュ・フロー 27,170 △38,224 26,590

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 31,005 3,869 39,682

財務活動によるキャッシュ・フロー 31,005 3,869 39,682

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 474 254 1,202

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） 65,577 54,616 194,835

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,695,709 2,890,544 2,695,709

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 2,761,286 2,945,161 2,890,544
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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
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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．資産の評価基準及び評価

方法

有価証券

 (1)子会社株式及び関連会社株式

──────

有価証券

──────

有価証券

 (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

  (2)その他有価証券

時価のあるもの

──────

その他有価証券

時価のあるもの

──────

 (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）

時価のないもの

……移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

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

　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

　　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…………18年

器具備品……３年から15年

(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

(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。

(2）無形固定資産

　　　　　　 同左

 

(2）無形固定資産

　　　　　   同左

 

 (3)長期前払費用

────── 

 (3)長期前払費用

均等償却

 (3)長期前払費用

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

(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中間会計期間

負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

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。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

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

(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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

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．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

　中間キャッシュ・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 　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。

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

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

 　

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

前中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

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）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。これによる損益に与える影

響はありません。

 

 

─────

（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」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用し

ております。これによる損益に与える影響は

ありません。

 

 

 

─────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号　平成17年12月９日）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」（企業会計基準適

用指針第８号　平成17年12月９日）を適用

しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金

額は、純資産の部の合計と同額でありま

す。

　なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。

 

 

 

─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（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 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

40,850千円 42,623千円 43,809千円

※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、金銭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 

※２．　　　────────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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．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    11,997千円 受取利息       12,270千円 受取利息 23,741千円

※２．　─────────── ※２．特別利益のうち主要なもの ※２．　───────────

 　本社移転補償金 　　　　　25,000千円 

※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 4,222千円 固定資産除却損     3,302千円 固定資産売却損 4,222千円

子会社整理損     75,880千円 本社移転費用 　　5,142千円 子会社整理損 71,271千円

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額

有形固定資産      3,442千円 有形固定資産          2,451千円 有形固定資産        6,401千円

無形固定資産　      5,566千円 無形固定資産　           5,573千円 無形固定資産 11,143千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 

 １．発行済株式に関する事項

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

普通株式 203,227　株 83　株 - 203,310　株 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加83株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

 

 ２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。 

 

 ３．新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間会計
期間末残高
（千円）前事業年度末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

平成13年１月決議

新株引受権
普通株式 1,313  - 60 1,253  -

平成15年６月決議

新株予約権
普通株式 395  - 23 372  -

平成16年６月決議

新株予約権
普通株式 465  - 10 455  -

平成17年６月決議

新株予約権
普通株式 1,120  - 60 1,060  -

合計 - 3,293 - 153 3,140  -

 （注）１．当中間会計期間減少は、新株予約権の行使及び失効によるものであります。

２．平成13年１月決議新株引受権、平成15年６月決議新株予約権、平成16年６月決議新株予約権は、権利行使可

能なものです。

 ３．平成17年６月決議新株予約権については、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

 ４．配当に関する事項

該当事項はありません。 

 　

　

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

　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

　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

　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９月30日現在） （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 2,761,286千円

現金及び現金同等物 2,761,286千円

現金及び預金勘定 445,161千円

預け金勘定 2,500,000千円

現金及び現金同等物 2,945,161千円

現金及び預金勘定 2,890,544千円

現金及び現金同等物 2,890,544千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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．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

　　当中間期末におけるリース契約１件当たり

の金額が少額であるため、記載を省略してお

ります。

 １．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

 取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額

相当額

（千円）

中間期末

残高

相当額

（千円）

 器具備品 8,693 4,631 4,062

合計 8,693 4,631 4,062

 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．未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 3,329 千円

１年超 784 千円

合計 4,114 千円

　

 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 1,708 千円

減価償却費相当額 1,570 千円

支払利息相当額 124 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

　

 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、利息法によってお

ります。 

　

 ５．利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

時価のない有価証券の内容及び貸借対照表計上額

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 0

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

時価のない有価証券の内容及び貸借対照表計上額

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 0

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

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）

その他有価証券

非上場株式 0

 

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

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）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

前事業年度（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利用していないので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

該当事項はありません。

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）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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 １株当たり純資産額

    14,309円81銭         15,261円57銭             14,845円81銭

１株当たり中間純損失 １株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益

235円33銭   402円85銭       272円43銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、新株予約権残高を

有しておりますが、１株当たり中間純

損失が計上されているため記載してお

りません。

 　　　　　　　　　　　 402円38銭  　　　　　　　　　　　 271円19銭

　（注）１．　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度末

（平成18年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） － 3,102,829 －

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（千円）
－ 3,102,829 －

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数
－ 203,310 －

　（注）２．　１株当たり中間（当期）純利益金額（△は損失）及び潜在株式調整後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。

 
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

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）純利益又は中間純損失（△）

（千円）
△47,654 81,891 55,258

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は中間純損失（△）（千円）
△47,654 81,891 55,258

期中平均株式数（株） 202,500 203,282 202,834

    

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） － 83 926

（うち新株予約権） (－) (83) (926)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（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４種類（新株

予約権の目的となる株式

の数　3,509株）

新株予約権２種類（新株

予約権の目的となる株式

の数　1,515株）

新株予約権１種類（新株

予約権の目的となる株式

の数　1,120株）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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．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条及び第239条の規定に基づき、

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18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1,600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20年９月２日から平成24年９

月１日まで 
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