
 

平成 18 年 ９ 月期    決算短信（連結）             平成 18 年 11 月 15 日 

上 場 会 社 名        e-まちタウン株式会社                         上場取引所    東証マザーズ 
コ ー ド 番 号        4747                                             本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://corp.emachi.co.jp/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 島村 正顕 
問合せ先責任者 役職名 管理本部・課長  氏名 赤塚 俊郎    ＴＥＬ 03(5954)-7555 
決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 15 日 
親会社等の名称  株式会社光通信（コード番号：9435）   親会社等における当社の議決権所有比率 75.7％ 
米国会計基準採用の有無  無                                           
 
１． 18 年９月期の連結業績（平成 17 年 10 月１日～平成 18 年９月 30 日） 
(1)連結経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

5,421 △13.8 895 △15.6 914 △19.918 年９月期 
17 年９月期 6,290 90.4 1,060 105.3 1,141 125.8

 
 

当期純利益 
1 株当たり
当期純利益

潜 在 株 式 調 整 後

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

自 己 資 本 

当期純利益率 
総 資 産 

経 常 利 益 率 
売 上 高

経 常 利 益 率

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

874 △29.5 73,520 87 ―18 年９月期 
17 年９月期 1,241 110.5 107,808 76 105,734 28

14.3 
29.6 

13.3 
23.3 

16.9
18.1

(注) ①持分法投資損益       18 年９月期  13 百万円  17 年９月期  75 百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18 年９月期  11,900 株   17 年９月期   11,519 株   
     ③会計処理の方法の変更 無 
      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 

 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

549,536 7318 年９月期 
17 年９月期 

7,341 
6,453 

6,542 
5,664 

89.1 
87.7 476,015 86

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年９月期 11,900 株   17 年９月期 11,900 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年９月期 
17 年９月期 

1,057 
910 

△217 
27 

△10 
1,686 

6,041 
5,212 

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ４社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 －社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結  (新規) －社 (除外) －社   持分法  (新規) －社 (除外) １社 
 
２．19 年９月期の連結業績予想（平成 18 年 10 月 1 日～平成 19 年９月 30 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 
通    期 

2,700 
6,000 

380 
900 

320 
650 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  27,310 円 92 銭 
(注) １株当たり予想当期純利益（通期）は、当社株式分割（平成 19 年１月 1 日効力発生日）後の 23,800

株をもとに算出しております。 
 

※ 業績予想につきましては、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ます。実際の業績は、

今後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.企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社（e-まちタウン株式会社）、当社の親会社の株式会社光通信、連結子会社であ

る株式会社ファイブエニー、株式会社ファーストチャージ、株式会社サイバージョイ、株式会社シークで

構成されています。当企業集団の概要及び事業系統図は以下のとおりです。 

議決権の 
所有(被所有)割合 

名称 
資本金 

(百万円) 
主要な事業 

の内容  所有割合
(％) 

被所有割合
(％) 

関係内容 摘要

(親会社)     

㈱光通信 54,095 情報通信サービス業 ―
75.7
(5.4)

役員の兼任あり 
(注)
１、２

(子会社)     

㈱ファイブエニー 490 メディア広告事業 100.0 ― 役員の兼任あり 
 

― 

(子会社)     

㈱ファーストチャージ 200 メディア広告事業 100.0 ― 役員の兼任あり 
 

― 

(子会社)     

㈱サイバージョイ 10 メディア広告事業 100.0 ― 役員の兼任あり 
 

― 

(子会社)     

㈱シーク 10 メディア広告事業 100.0 ― 役員の兼任あり 
 

― 

（注） １ 「議決権の所有(被所有)割合」の(内書)は、間接所有であります。 

 ２ 有価証券報告書提出会社であります。 

 

事業系統図 

ＧＭＯインターネット㈱

㈱コール・トゥ・ウェブ

業務委託

ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの

提供

中小企業法人（ユーザー・クライアント） 個人ユーザー

媒体の提供

メディア広告事業

当 社

サーバー事業

（親会社）　㈱光通信

出資

  （連結子会社）　㈱ﾌｧｰｽﾄﾁｬｰｼﾞ

　   　　　　　　 ㈱ｻｲﾊﾞｰｼﾞｮｲ

　　　          　㈱ｼｰｸ

広告枠の販売

　　（連結子会社）　㈱ﾌｧｲﾌﾞｴﾆｰ

広告枠の卸売

媒体の提供

ﾒﾃﾞｨｱ

広告枠の仕入
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（当社） 

・e-まちタウン株式会社 

 当社はメディア広告事業（ウェブサイトの開発・運営、コンサルティング等）及びサーバー事業（レ

ンタル・サーバー：主力商品「デスクウイング」）を行っております。 

（親会社） 

・株式会社光通信 

 当社の議決権を直接的に 70.3％（間接保有 5.4％）保有している当社の「親会社」であり、東京証

券取引所一部（コード番号：9435）に上場しております。 

（連結子会社 ４社） 

・株式会社ファイブエニー 

 当社グループのメディア広告事業に属しており、自社が運営するモバイルメディアを利用者へ提供

しております。さらに、モバイルレップとしてモバイル上の広告及び当該企業が取り扱う媒体（メデ

ィア）を広告代理店へ提供しております。 

・株式会社ファーストチャージ 他２社 

 当社グループのメディア広告事業に属しており、インターネット上の広告を様々な業種のクライア

ントに対してプランニング・提案し、効率的且つ効果的なセールス・プロモーションを実現させる広

告代理業を行っております。また、グループ会社としてのリレーションを発揮するために、株式会社

ファイブエニーと連携をとりながら業務を推進しております。 
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２.経営方針 

（1）経営の基本方針 

 当社グループは、インターネット市場におけるサービスやメディア広告の販売行う「メディア広告

事業」を主力事業の柱として推進しており、インターネットを通して、様々な商品・サービスを広く

普及させていくことを基本方針としております。当社グループは、ユーザーとクライアントが双方に

満足できる最適のサービスを提供できるように努めてまいります。これらの方針を推進することで、

それぞれのステークホルダー（株主、顧客、取引先、従業員）に貢献できるよう目指しております。

また、株主の皆様の期待に応え、株主利益の増大に向けて更なる努力をしていく所存でございます。

（2）利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元をもっとも重要な経営課題として位置付けております。その

基本方針として、財務体質の維持、強固な経営基盤の構築及び将来の事業展開に備えるための内部留

保の充実等を勘案しながら、収益状況に応じた利益還元を実施してまいります。 

（3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、投資単位を引き下げることで当社株式の流動性の向上及び株主数の増加を図ることを目的

とし、平成 18 年 11 月 15 日に株式分割の取締役会決議を行いました。平成 18 年 12 月 31 日を基準日

として、一株を二株に分割する株式分割を実行いたします。 

今後につきましても、株価の推移に注視し、株主数及び株式の流動性、マーケットの状況等を総合

的に勘案しながら、投資単位の引下げを検討してまいりたいと思います。 

（4）目標とする経営指標 

 当社グループは、主な成長性及び収益性の指標として、営業利益と営業キャッシュフローの増加を

経営指標としております。当社グループは、ブロードバンド・モバイルの普及や新しいビジネスの展

開で急速な成長を遂げているインターネット市場におけるサービスやメディア広告の販売をグルー

プの中核事業としております。従って、サービス利用顧客の増大・メディア価値の向上に努めること

で、安定的かつ継続的な営業利益・営業キャッシュフローの増大を目指してまいります。また、地域

ポータル事業におきましては、利用者のサービス利用状況が事業を展開する上で重要な構成要素とな

っており、月間 PV（ページビュー）数、MyPage（店舗情報）数、地域タウンサイト数を成長性及び

収益性の指標としております。 

（5）中長期的な経営戦略及び今後の課題 

 当社グループは、メディア広告事業を中核事業とし、今後も成長が予想されるインターネット市場

において、継続的な成長を目指せる経営基盤を構築してまいります。 

 

上記で掲げた目標を達成するため、販売力及び商品力を強化し、お客様のニーズに合った様々な商

品を迅速かつ的確に提供してまいります。今後も当社が提供する商品を利用している皆様が満足頂け

るように目指してまいります。各事業の施策は以下のとおりです。 
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 ＜メディア広告事業＞ 

 当社では、地域に密着した情報をエンドユーザーに提供する自社メディア「媒体名：e-まちタウ

ン」のコンテンツ・サービス内容の充実、ユーザビリティの向上を図ることで媒体価値を高め、利

用者及び会員数の増加に努めてまいります。さらに、各地域の密着情報等を提供する自社メディア

及び店舗並びに紙媒体などを、当社の親会社及びその関係会社ほか外部の会社と共に運営及び管理

し、各メディアをミックスさせて事業展開してまいります。今後、当該事業による継続的な成長を

目指せる経営基盤を構築してまいります。 

株式会社ファイブエニーでは、自社が運営するモバイルメディアの利用者及び会員数の増加に努

めると共に、新しい自社運営モバイルメディアを市場に投入できるように努めてまいります。さら

に、モバイルを中心としたメディアレップとして他社メディアの広告枠も取り扱うことで、市場の

ニーズに沿える商品を取り揃えてまいります。 

株式会社ファーストチャージでは、株式会社ファイブエニーと連携を取り、取扱媒体社数や取扱

商品数等を増やすことで、クライアントのニーズに対して迅速に対応できるように目指してまいり

ます。さらに今後も引き続き、営業体制を強化する目的で、人員の増加及び人材教育の強化等も行

ってまいります。 

 ＜サーバー事業＞ 

 今後も引き続き品質を重視したサービスを提供し顧客満足度を向上させることで、低い解約率を

維持していき、安定した収益の確保を目指してまいります。 

（6）親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

 （平成18年９月30日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決権

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場 

されている証券取引所等 

株式会社光通信 親会社 75.7（5.4） 株式会社東京証券取引所 市場第一部 

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

  

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

 １）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関

係や人的・資本的関係 

 親会社である株式会社光通信は、当社議決権の 75.7％を実質的に所有しております。当社は、

株式会社光通信を中心とした光通信グループの「法人事業」において主にインターネット広告の

提供やウェブサイト運営に関する事業を担っております。取引関係では、当社と親会社等の企業

グループとの間において、業務委託契約による一部管理部門業務の委託、また、メディア広告事

業におけるコンサルティング契約及び総販売代理店契約等を結んでおります。なお、取引条件に

ついては市場価格を勘案し双方合意の上、決定しております。人的関係では、親会社との兼任取

締役２名が就任しており、営業力の強化や即戦力の人材の確保を図るため同社より出向者の受け

入れをしております。 

 ２）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそ

のグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

 当社と親会社との間においては、当社の独立性を阻害する重要な取引契約等は存在せず、事業

活動を行う上で同社からの制約はありません。また、親会社及びそのグループ会社の強みである

中小企業を中心とした大規模な販売網を積極的に活用することにより生じるシナジー効果によ

って、当社の商品・サービスの効果的な販売ができるというメリットがあります。 
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 ３）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業に取引

関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会

社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

 当社と親会社等の企業グループとの間においては、上記 2）に記載したとおり、当社の独立性

を阻害する重要な取引契約等は存在せず、事業活動になんらかの制約があるという認識はありま

せん。当社の事業の性質上、親会社等の企業グループ以外の企業とも取引関係を構築しているた

め、事業活動上の独立性は保たれていると考えております。 

 ４）親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

 当社は、光通信グループと効率的なグループ経営の促進並びに密接な戦略の共有に努めながら

事業展開を行っておりますが、親会社及びそのグループ会社との事業の棲分けがなされており、

親会社等と当社の兼任取締役につきましても、監査・監督をなす立場にあり実際の業務執行を行

わないことから親会社等からの一定の独立性が確保されていると認識しております。 

なお、親会社等との取引関係につきましては「関連当事者との取引(P28)」に記載しております。
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３.経営成績及び財政状態 

(1)  経営成績（平成17年10月１日～平成18年９月30日） 

 わが国のインターネット環境は、総務省の発表によりますと、平成 18 年３月時点でブロードバン

ドの契約数が 2,330 万件（前年同期比 19.1％増加）、インターネット利用世帯に占めるブロードバン

ドの普及率が 65.0％となるほか、携帯電話等によるインターネット接続サービスの普及率が 57.0％

に達するなど、ブロードバンド化、モバイル化が進展しております。また最近のインターネット利用

動向として、ブログやソーシャルネットワーキングサービスなど、個人が容易に情報発信できる消費

者参加型のインターネットメディアの利用者が拡大しており、こうしたインターネットの利用目的や

サービスの多様化によって、インターネットの利用時間や利用頻度、利用機会が今後も増加し、イン

ターネット広告や E コマースをはじめとしたインターネット市場は引き続き高い成長性を維持する

と思われます。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、顧客満足度、広告効果、独自性を追求し

た「Only one インターネットメディア企業群」を目指し、地域密着型ポータルサイト（e-まちタウ

ン）をはじめとしたインターネット・モバイルメディアにおけるサービス・コンテンツの拡充やユー

ザビリティーの向上によりアクセス数、利用者数の増加に努め、メディア価値の向上を図りました。

また広告販売においては営業人員の増加や販売網の拡大による営業力の強化、他社メディアの取扱数

拡大等による商品力の強化を行うなど「メディア広告事業」を主軸とした収益モデルを確立すべく活

動してまいりました。 

 ＜メディア広告事業＞ 

当連結会計年度における「メディア広告事業」におきましては、主力事業を目指す自社媒体(e-ま

ちタウン)のメディア価値を向上させる目的として、利便性の高い豊富なコンテンツを保有する企業

との事業提携により、ホテル予約やタクシー情報検索、「花火大会」や「味覚狩り」といった季節の

おでかけ情報、ドラマ・ロケ地ガイドなど、引き続きコンテンツ・サービスの拡充を行ってまいりま

した。また、ユーザビリティーの向上や、ユーザーによる情報提供、ユーザー同士の情報交換を活性

化させる仕組み作りを積極的に行い、地域に特化した情報の密度を高め、且つ鮮度を向上させると共

に、ユーザー数及び総 PV 数の増加に努めてまいりました。これらの結果、2006 年 9 月の総 PV は 3,153

万 PV と、過去最高のアクセス数となりました。株式会社ファイブエニーは、自社が運営するモバイ

ルメディア（主力媒体名：「colomo(コロモ)」等）のコンテンツ内容の充実を行い、会員数の増加に

努めると共に、新たなモバイルメディア（媒体名：i-mode 公式コンテンツ「竜創騎兵ドラグーン INSPIR

（ドラグーン）」等）のリリースも行ってまいりました。また、メディアレップとして自社媒体の広

告枠だけではなく、他社媒体の広告枠の取扱数も強化し、市場のニーズに対応してまいりました。株

式会社ファーストチャージは、広告代理店として株式会社ファイブエニーと連携を取りながら、広告

クライアントが満足する広告枠の提案及び販売を行ってまいりました。また、広告効果測定システム

「Hit Gate（ヒットゲート）」によるアフィリエイト広告の販売も強化し、さらに今後の営業力の強

化と拡大を目的として、引き続き人員の増加を行ってまいりました。以上の結果、メディア広告事業

の売上高は 4,609 百万円（前年度比：4.0％増）、営業利益は 439 百万円（前年度比：25.2％減）とな

りました。 

 ＜サーバー事業＞ 

当連結会計年度における「サーバー事業」におきましては、主力商品「デスクウイング」のメール

サーバーの増築や迷惑メール対策等を実施し顧客満足度の向上を目指すことでより強固で継続的な

取引関係の構築に努めてまいりました。また、同商品への新規加入の促進にも努めましたが、顧客数

は漸減しております。以上の結果、サーバー事業の売上高は 809 百万円（前年度比：15.0％減）、営

業利益は 543 百万円（前年度比：11.5％減）となりました。 
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 以上の事業活動を行った結果、当連結会計年度における連結売上高は 5,421 百万円（前年度比

13.8％減）、営業利益は 895 百万円（前年度比 15.6％減）、当期純利益は 874 百万円（前年度比 29.5％

減）となりました。 

単体における当会計年度の売上高は 1,167 百万円（前年度比 40.9％減）、営業利益は 294 百万円（前

年度比 3.8％減）、当期純利益は 716 百万円（前年度比 30.1％増）となりました。 

 

(2)  財政状態（平成17年10月１日～平成18年９月30日） 

 当連結会計年度における財政の状況においては、引き続きキャッシュ・フロー経営を継続し、高い

自己資本比率を維持しました。これらの結果として、連結総資産は 7,341 百万円（前年同期比：13.7％

増）、負債は 798 万円（前年同期比：5.2％増）、純資産は 6,542 百万円（前年同期比：15.5％増）と

なりました。 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、期首残高に比べ 829 百

万円増加し、6,041 百万円（前連結会計年度は 5,212 百万円）となりました。 

各キャッシュ・フロー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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,057 百万円の収入（前連結会計年度は 910 百万の収

入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、217 百万円の支出（前連結会計年度は 27 百万の収入）

となりました。これは主に、前連結会計年度において実施した商品販売事業譲渡代金の回収によ

る収入 166 百万円、投資事業有限責任組合への出資による支出 400 百万円、子会社株式追加取得

による支出 32 百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、10 百万円の支出（前連結会計年度は 1,686 百万円の収

入）となりました。 

  

 [財務指標の推移] 

 第７期 第８期 第９期 第 10 期 第 11 期 

自己資本比率 98.9％ 63.3％ 81.9％ 87.7％ 89.1％ 

時価ベースの自己資本比率 48.5％ 121.7％ 348.3％ 394.6％ 158.9％ 

 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 

（注）1． 第７期、第８期は個別ベースの財務数値により計算しております。 

2． 第９期より、連結ベースの財務数値により計算しております。 

3． 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

 

4． 債務償還年数及び、インタレスト・カバレッジ・レシオについては、有利子負債及び利払いがない

ため、記載しておりません。 
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(3)  次期の見通し（平成18年10月１日～平成19年９月30日） 

 当社グループは、当連結会計年度に実施した各事業の施策を今後も継続し、積極的に収益の拡大を

目指してまいります。 

メディア広告事業におきましては、自社媒体（e-まちタウン）のユーザビリティーの向上や、新し

いコンテンツの拡充や既存コンテンツの見直しを図る事で利用者の促進及びリピーター数の増加を

はかり、メディア価値の向上を目指してまいります。平行した、全国に広がる 271 のタウンサイトの

運営、MyPage 等の広告販売を行う代理店の開拓も積極的に行ってまいります。また、モバイルメデ

ィア（モバイルローテーション、colomo（コロモ）など）のプロモーション活動や露出頻度を高める

事で会員数の増加を目指すとともに、当該モバイルメディアの利用者が満足するような充実したコン

テンツを積極的に取り揃えてまいります。広告販売におきましては、広告効果測定システム「Hit Gate

（ヒットゲート）」によるアフィリエイト広告における収益の拡大や、今後も継続して人員の増加に

よる営業力の向上をはかるとともに、人材育成の強化等も行ってまいります。 

サーバー事業におきましては、「デスクウイング」等のサービス内容の充実及び解約率の低下に努

めるとともに、顧客満足度の向上を目指し、収益の安定化に注力してまいります。 

 以上の方針により、平成 19 年９月期の連結業績に関しまして、中間期では売上高 2,700 百万円、

経常利益 380 百万円、中間純利益 320 万円、通期では、売上高 6,000 百万円、経常利益 900 百万円、

当期純利益 650 百万円を見込んでおります。 

単体業績に関しましては、中間期では売上高 500 百万円、経常利益 100 百万円、中間純利益 200 百

万円、通期では、売上高 1,000 百万円、経常利益 400 百万円、当期純利益 500 百万円を見込んでおり

ます。 

 

・平成19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30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 2,700 380 320 

 通 期 6,000 900 650 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 27,310円92銭 

 

・平成 19 年９月期の単体業績予想（平成 18 年 10 月１日～平成 19 年９月 30 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 500 100 200 

 通 期 1,000 400 500 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 21,008円40銭 

 

(注) １株当たり予想当期純利益（通期）は、当社株式分割（平成19年１月１日効力発生日）後の23,800株

をもとに算出しております。 

 

※ 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で判断したものであります。予想には様々な不

確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がございますので、この業績予想に全面

的に依拠して投資判断を行なうことは差し控えられるようお願いいたします。 
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４. 事業等のリスク 

 当社グループの事業展開等でリスク要因の可能性があると考えられる主な事項を下記に記載して

おります。当社グループではコントロールできない外部要因や事業上のリスクとして具体化する可能

性は必ずしも高くないと思われる事項を含め、投資家の投資判断上重要と考えられる事項についても

以下に開示しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、その発

生の予防及び発生時の対応に努めてまいりますが、当社グループの経営状況及び将来の事業について

のご判断は、下記の記載事項を慎重にご検討のうえ、投資家並びに株主の皆様ご自身で行っていただ

くようお願い申し上げます。 

また、その他のリスク及び現在当社グループが把握していない条件並びに実在していないと思われ

る不確定条件も当社グループの業務を害することがあり得ますのでご留意ください。 

 

(１) インターネット市場に関わるリスクについて 

 当社グループの各事業は直接・間接的にインターネットに関連しています。これより当社グループ

の各事業が成功する基本的な条件は、PC 及びモバイルのインターネット上での情報通信及び商業利

用が今後も普及し、エンドユーザーにとって快適なインターネットの利用環境が促進されることとな

ります。この条件が満たされない場合、当社グループの各事業に影響を及ぼすことが予想されます。

(２) 新規事業に関するリスク 

 当社グループは、今後、新規事業、M&A 及び事業の買収・投資等を行う可能性もあります。当社グ

ループは収益の向上のため、最善を尽くしておりますが、新しい事業戦略が成功する保証は無く、損

失を被る可能性もあります。仮に短期において、利益を計上することに成功したとしても、長期にお

いて収益を計上し続けられる保証はありません。 

(３) 第三者への依存 

 業務の委託先である第三者が、当社グループの委託した業務を遂行できるよう、当社グループは最

善の配慮を尽くしておりますが、かかる第三者が当社グループの要望通りに業務の遂行を行うことが

出来ない場合若しくは行わない場合、当社グループの事業・評判に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、第三者に業務を委託したことにより、顧客対応のプロセスが長くなり、その結果、顧客の要

望への対応が遅くなる可能性があります。 

(４) 顧客ベースを維持できない場合及び効果的な販売経路の開拓ができない場合のリスク 

 当社のサーバー事業では（主力商品名：「デスクウイング」）顧客維持及び新規顧客の開拓に今後の

当該経営成績がかかっております。当社は既存顧客の解約率低下のために、最善を尽くしております

が、当社が解約率を下げることができず、また、「デスクウイング」の新規顧客の獲得が難しい場合、

当社の収益率の維持・向上は困難になると予想されます。 

(５) 市場での競争に関するリスク 

 当社グループが属するインターネット業界は企業間の競争が激しい市場であります。一部の競合企

業は、当社と比較した際、財政面・技術面・マーケティング面でより豊かな経営資源を有し、顧客ベ

ースも大きく、知名度も高く、IT 業界においてより確立した地位を築いております。当社は、新し

いサービスプランの導入や新しい割引制度の適用など、競争力の強化を図っておりますが、現在、こ

れらの競合企業の中には、当社と同様のサービスをより安価で提供している企業もあり、当社がこ

の業界で競争力を維持することが困難になるかもしれません。 
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(６) システムの誤作動・機能停止の可能性に関するリスク 

 システムを正常に稼動させるためには、中断することなく、当社のネットワークのインフラを提供す

る必要があります。安全に関しまして、当社は万全の対策をとっておりますが、自然災害及びその

他の不可抗力によりサービスの提供が中断される恐れがあります。その結果、当社の事業に影響を及

ぼす可能性があります。 

(７) 個人情報漏洩に関するリスク 

 当社グループの各事業においては、様々な個人情報を保有しております。当社グループでは、当該

個人情報の管理には万全の体制を整えております。しかし、情報管理について瑕疵及びその他の不慮

の事故が生じた場合には、当社グループへのイメージダウン、信頼の低下につながり、当社グループ

の業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

(８) 当社の取締役及び重要な使用人を失った場合のリスク 

 当社グループの業務運営は主に、現取締役及び少数の主要な従業員に依存しており、その知識や経

験並びに当人材と業務パートナーとの信頼関係に依拠しております。当社グループが有能な人材を

失った場合及び有能な人材を今後採用できない場合、当社グループの業務に影響を及ぼす可能性が

あります。 
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５. 連結財務諸表 

(１) 連結貸借対照表 

 （単位：千円）

前連結会計年度 
平成17年９月30日現在 

当連結会計年度 
平成18年９月30日現在 

 

対前年比連結会計年度 
 
科  目 

金  額 構成比 金  額 構成比 増減 

（資産の部） ％  ％ 

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  5,212,252 6,041,460  

２．売掛金  449,278 295,367  

３．たな卸資産  294 ―  

４．繰延税金資産  262,851 254,297  

５．その他  286,785 114,357  

６．貸倒引当金  △ 13,136 △5,644  

流動資産合計  6,198,325 96.0 6,699,839 91.3 501,513

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1 29,040 0.5 28,667 0.4 △373

２．無形固定資産  83,511 1.3 112,432 1.5 28,921

３．投資その他の資産    

（１）投資有価証券   76,947   400,000   
（２）破産更生債権等   11,796   14,323   
（３）繰延税金資産   52,405   88,426   
（４）その他   13,683   11,911   
（５）貸倒引当金   △11,796  △14,323   
投資その他の資産合計  143,035 2.2 500,337 6.8 357,302

固定資産合計  255,587 4.0 641,437 8.7 385,850

資産合計  6,453,912 100.0 7,341,276 100.0 887,364
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（単位：千円）

前連結会計年度 
平成17年９月30日現在 

当連結会計年度 
平成18年９月30日現在 

 

対前年比 
連結会計年度 

 
 
科  目 金  額 構成比 金  額 構成比 対前年比 

（負債の部） ％  ％ 

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金   472,903  452,612   
２．未払金   84,733  105,498   
３．未払法人税等   45,173  98,337   
４．未払消費税等   27,148  6,252   
５．賞与引当金  22,505 26,874  

６．その他  101,527 109,416  

流動負債合計  753,992 11.7 798,992 10.9 44,999

Ⅱ 固定負債    

１．連結調整勘定  5,170 ―  

固定負債合計  5,170 0.1 ― ― △5,170

負債合計  759,162 11.8 798,992 10.9 39,829

（少数株主持分）   

少数株主持分  30,161 0.5 ― ― △30,161

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※2  1,410,038 21.8  ― ― ―

Ⅱ 資本剰余金   1,316,890 20.4  ― ― ―

Ⅲ 利益剰余金   2,937,659 45.5  ― ― ―

資本合計  5,664,588 87.7 ― ― ―

  負債、少数株主持分及び資本合計  6,453,912 100.0 ― ― ―

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本      

１．資本金   ― ―  1,410,038 19.2 ―

２．資本剰余金   ― ―  1,316,890 18.0 ―

３．利益剰余金   ― ―  3,812,557 51.9 ―

株主資本合計  ― ― 6,539,487 89.1 ―

Ⅱ 新株予約権  ― ― 2,797 0.0 ―

純資産合計  ― ― 6,542,284 89.1 ―

  負債純資産合計  ― ― 7,341,276 100.0 ―
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(２) 連結損益計算書 

 （単位：千円）

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

当連結会計年度 

自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

 

対前年比
連結会計年度 

 
 
 
科  目 金  額 百分比 金  額 百分比 増減 

  ％  ％

Ⅰ 売上高  6,290,941 100.0 5,421,769 100.0 △869,171

Ⅱ 売上原価  3,924,159 62.4 3,185,141 58.7 △739,018

売上総利益  2,366,781 37.6 2,236,628 41.3 △130,153

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．販売手数料  275,220 331,515  

２．貸倒引当金繰入額  5,450 ―  

３．役員報酬  41,884 61,077  

４．給料手当  342,436 426,865  

５．賞与引当金繰入額  22,505 26,874  

６．支払手数料  210,484 171,109  

７．その他  407,917 1,305,898 20.7 323,327 1,340,771 24.7 34,873

営業利益  1,060,883 16.9 895,857 16.6 △165,026

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  733 0  

２．還付加算金  ― 2,101  

３. 負ののれん償却額  ― 2,244  

４．事業譲渡益  19,491 ―  

５．持分法による投資利益  75,440 13,825  

６．雑収入  13,940 109,605 1.7 786 18,958 0.3 △90,646

Ⅴ 営業外費用   

１．和解金  7,000 ―  

２．新株発行費  10,126 ―  

３．雑損失  11,587 28,714 0.5 328 328 0.0 △28,385

経常利益  1,141,775 18.1 914,487 16.9 △227,287
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前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

当連結会計年度 

自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

 

対前年比
連結会計年度 

 
 
 
科  目 金  額 百分比 金  額 百分比 増減 

Ⅵ 特別利益   

１．商品販売事業譲渡益  138,050 ―  

２．貸倒引当金戻入益  21,612 2,473  

３．子会社株式売却益  14,215 ―  

４．投資有価証券売却益  2,131 8,253  

５．債務整理益  ― 176,009 2.8 28,886 39,613 0.7 △136,395

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※1 53,076 101  

２．固定資産売却損 ※2 1,000 54,076 0.8 ― 101 0.0 △53,975

税金等調整前当期純利益  1,263,707 20.1 953,999 17.6 △309,708

法人税、住民税及び事業税  64,968 106,735  

法人税等調整額  △75,623 △10,655 △0.1 △27,634 79,101 1.5 89,756

少数株主利益  32,513 0.5 ― ― △32,513

当期純利益 1,241,849 19.7 874,898 16.1 △366,950
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(３) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

（単位：千円） 

当連結会計年度 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

連結会計年度 
 
 
 
科  目 金  額 

  

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  465,101 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１．増資による新株式の発行  851,788 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  1,316,890 

   

   

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,695,810 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．当期純利益 1,241,849 1,241,849

Ⅲ 利益剰余金期末残高   2,937,659

 
 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

（単位：千円） 

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本

合計 

新株 

予約権 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

平成17年９月30日 残高 1,410,038 1,316,890 2,937,659 5,664,588 ― 30,161 5,694,750

連結会計年度中の変動額    

当期純利益 ― ― 874,898 874,898 ― ― 874,898

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額） 
― ― ― ― 2,797 △30,161 △27,363

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 874,898 874,898 2,797 △30,161 847,534

平成18年９月30日 残高 1,410,038 1,316,890 3,812,557 6,539,487 2,797 ― 6,542,284
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(４) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円）

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日 

当連結会計年度 

自 平成17年10月１日 
至 平成18年９月30日 

 

対前年比 連結会計年度

科  目 
金 額 金 額 増減 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,263,707 953,999 

減価償却費 29,667 24,117 

連結調整勘定償却額 1,502 ― 

のれん償却額 ― 1,859 

貸倒引当金の増減額 △21,488 △4,964 

賞与引当金の増減額 8,293 4,368 

受取利息及び配当金 △733 0 

投資有価証券売却損益 △2,131 △8,253 

商品販売事業譲渡益 ※3 △138,050 ― 

持分法による投資損益 △75,440 △13,825 

固定資産除売却損益 54,076 101 

子会社株式売却損益 △14,215 ― 

売上債権の増減額 198,629 153,792 

たな卸資産の増減額 14,247 ― 

仕入債務の増減額 △531,704 △20,291 

その他 154,812 76,739 

小計  941,171 1,167,644 226,472

利息及び配当金の受取額  846 0 

法人税等の支払額  △102,200 △109,720 

法人税等の還付額  70,895 10 

営業活動によるキャッシュ・フロー 910,712      1,057,934 147,222

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻しによる収入 200,000 ― 

有形固定資産の取得による支出 △4,843 △7,201 

有形固定資産の売却による収入 69 ― 

無形固定資産の取得による支出 △58,403 △39,450 

無形固定資産の売却による収入 178 ― 

投資有価証券の取得による支出 ― △400,000 

投資有価証券の売却による収入 2,132 99,025 

連結範囲の変更に伴う収入 ※2 370,550 ― 

子会社株式の取得による支出 ※2 △739,668 △32,317 

子会社株式の売却による収入 16,712 ― 

貸付金の払込による支出 △430,000 ― 

貸付金の回収による収入 680,000 ― 

商品販売事業譲渡による収入 ― 166,287 

その他 △8,880 △4,288 

投資活動によるキャッシュ・フロー 27,848 △217,943 △245,792

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 1,686,705 ― 

少数株主への配当金の支払額 ― △10,800 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,686,705 △10,800 △1,697,505

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △73 17 90

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 2,625,193 829,208 △1,795,984

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,587,059 5,212,252 2,625,193

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 5,212,252 6,041,460 829,208
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連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  期 別 

 

項  目          

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

当連結会計年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

(1) 子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

㈱サイバージョイ 

㈱ファイブエニー 

㈱ファーストチャージ 

㈱シーク 

(1) 子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

㈱サイバージョイ 

㈱ファイブエニー 

㈱ファーストチャージ 

㈱シーク 

１．連結の範囲に関する事項 

㈱ファイブエニー、㈱ファーストチャージ及び㈱シ

ークは当連結会計年度において株式を取得したことに

より連結の範囲に加えております。 

――――――――――――――― 

(1)持分法適用の関連会社 1社 

持分法適用会社の名称  

㈱ギャオ 

(1)持分法適用の関連会社 ―社 

――――――――――――――― 

 

２．持分法の適用に関する事項 

㈱ギャオは当連結会計年度において株式を取得した

ことにより持分法適用の範囲に加えております。 

㈱ギャオは当連結会計年度において株式を売却した

ことにより持分法適用の範囲から除外しました。 

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 連結子会社のうち、㈱ファイブエニー他２社の中間

決算日は９月末日でありますが、連結決算日との差異

が３ヶ月を超えないため、連結財務諸表の作成にあた

っては、連結決算日に基づく財務諸表を使用しており

ます。 

 連結子会社のうち、㈱ファイブエニー他２社の中間

決算日が９月末日であり、連結財務諸表の作成にあた

っては、中間決算日（９月末日）での仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

      総平均法による原価法 

 

――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

② たな卸資産 

  商品 

   総平均法による原価法 

 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

同    左 

 

投資事業有限責任組合等への出資 

入手可能な直近の決算書に基づき、組合

等の損益及びその他有価証券の評価差額の

うち、当社の持分相当額を投資事業組合等

損益及びその他有価証券評価差額金として

投資有価証券を加減する方法によっており

ます。 

 

――――――――――――――― 

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

   定率法によっております。 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

   建  物       15年 

工具器具及び備品 ３～８年 

 

② 無形固定資産 

定額法によっております。 

ソフトウェア（自社利用分）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。 

 (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 

同    左 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

同    左 

４．会計処理基準に関する事項 

 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

   新株発行費 

    支出時に全額費用として処理しております。

――――――――――――――― 
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  期 別 

 

項  目          

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

当連結会計年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

  (4) 重要な引当金の計上基準 

① 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。 

 

  ② 賞与引当金 

     従業員の賞与の支給に備えて、支給見込額

のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上

しております。 

 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同    左 

 

 

 

 

 

  ② 賞与引当金 

同    左 

 

 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有件が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

同    左 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

     税抜方式によっております。 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理 

同    左 

 

 (7) 連結納税制度の適用 

当連結会計年度から連結納税制度を適用しお

り、「連結納税制度を適用する場合の税効果会

計に関する当面の取扱い(その１)」(企業会計基

準委員会 平成14年10月９日)及び「連結納税制

度を適用する場合の税効果会計に関する当面の

取扱い(その２)」(企業会計基準委員会 平成15

年２月６日)に基づき、会計処理及び表示を行っ

ております。 

 (7) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

 

同    左 

 

６．連結調整勘定の償却に関す

る事項 

連結調整勘定の償却については、５年間の均等償却

を行っておりますが、金額が僅少なものについては発

生時一括償却を行っております。 

 

――――――――――――――― 

 

７．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

――――――――――――――― 

 

のれん及び負ののれんの償却については、５年間の

均等償却を行っておりますが、金額が僅少なものにつ

いては発生時一括償却を行っております。 

 

８．利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し

ております。 

 

――――――――――――――― 

 

９．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、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 
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会計処理方法の変更 

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

当連結会計年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

――――――――――――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。

これによ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） 

 当連結会計年度より、「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。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は6,539,487千円であります。

なお、連結財務諸表規則の改定により、当連結会計年度における連結

貸借対照表の「純資産の部」については、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 

――――――――――――――― （ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第８号）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 最終改正平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11号）

を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ2,797千円減少しております。 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

当連結会計年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表） 

１． 「投資有価証券」は、前連結会計年度において固定資産の「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が、重

要性が高くなったため区分掲記しております。なお、前連結会計

年度の投資有価証券は1千円であります。 

――――――――――――――― 

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

――――――――――――――― １． 連結財務諸表規則の改正により「連結調整勘定償却額」は「負の

のれん償却額」として表示しております。なお、前連結会計年度

の「連結調整勘定償却額」11千円は営業外収益の「雑収入」に含

めて表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） （連結キャッシュ・フロー計算書） 

――――――――――――――― １． 営業活動によるキャッシュ・フローの「たな卸資産の増減額」は、

前連結会計年度において区分掲記しておりましたが、金額的重要

性に鑑み、「その他の営業活動によるキャッシュ・フロー」に含

めて表示することとしました。なお、当連結会計年度の「その他

の営業活動によるキャッシュ・フロー」に含まれるたな卸資産の

増減額は78千円であります。 

 ２． 連結財務諸表規則の改正により「連結調整勘定償却額」は「のれ

ん償却額」として表示しております。 
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注 記 事 項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成17年９月30日現在） 

当連結会計年度 

（平成18年９月30日現在） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

  89,191千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額  
95,760千円

※2 会社が発行する株式及び発行済株式の総数  
会社が発行する株式の総数 40,996株

発行済株式の総数 11,900株

――――――――――――――― 

 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

当連結会計年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 
※1  固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。 

    
電話加入権 40,971千円

ソフトウェア 12,105千円

合 計 53,076千円

※1  固定資産除却損の内訳は、次の通りであります。 
    
工具器具備品 101千円

※2 固定資産売却損の内訳は、次の通りであります。 

  
ソフトウェア 1,000千円

――――――――――――――― 

 

 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９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） 

当連結会計年度 

増加株式数（株） 

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末 

株式数（株） 

発行済株式     

  普通株式 11,900 ― ― 11,900

合計 11,900 ― ― 11,900

 

２.新株予約権及び自己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（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の目

的となる株式の

種類 
前連結会計

年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計 

年度減少 

当連結会計 

年度末 

当連結会計年

度末残高（千円）

提出会社 

（親会社） 

平成18年８月 

ストックオプション 
普通株式 ― 240 ― 240 2,797

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― 240 ― 240 2,797

注）１ 新株予約権の目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

 

３.配当に関する事項 

 該当事項はありません。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

当連結会計年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

※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 

（平成17年９月30日現在）

※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 

（平成18年９月30日現在）

  現金及び預金勘定              5,212,252千円 

  現金及び現金同等物             5,212,252千円 

 

  現金及び預金勘定              6,041,460千円 

  現金及び現金同等物             6,041,460千円 

 

※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 

(1)新規連結 

当連結会計年度より、株式の取得により新たに㈱ファイブエニー、

㈱ファーストチャージ、㈱シークが連結子会社となりました。これに

伴う連結開始時の資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

  流動資産              1,330,369千円 

  固定資産               245,643千円 

  資産合計              1,576,013千円 

  流動負債               825,489千円 

  負債合計               825,489千円 

子会社の取得に伴う現金及び現金同等物の金額の内訳は次のとお

りであります。 

  取得時の取得価格          △739,668千円 

  新規連結３社の現金及び現金同等物   370,550千円 

  差引                △369,118千円 

 

――――――――――――――― 

 

※3 営業譲渡により減少した資産の主な内訳 

  当社の商品販売事業譲渡により減少した資産の主な内訳は次のと

おりであります。 

    流動資産               17,075千円 

    固定資産                7,061千円 

     資産合計               24,136千円 

 

――――――――――――――― 
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（リ ー ス 取 引 関 係） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超えるものがない

ため、記載を省略しております。 

同    左 

 

 

（有価証券関係） 

 時価評価されていない主な有価証券 

種類 前連結貸借対照表計上額 当連結貸借対照表計上額 

その他有価証券   

投資事業有限責任組合等への出資 ― 400,000千円 

 

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

当社グループは、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。 

当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

当社グループは、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。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度(平成17年９月30日現在) 当連結会計年度(平成18年９月30日現在) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産) 

税務上の繰越欠損金 3,510,375 千円

破産更生債権貸倒損失 161,821  〃 

固定資産除却損 52,692  〃 

ソフトウェア 8,039  〃 

賞与引当金 9,157  〃 

貸倒引当金 7,762  〃 

未払事業税 4,714  〃 

その他 3,823  〃 

繰延税金資産小計 3,758,386  〃 

評価性引当額 △3,443,129  〃 

繰延税金資産合計 315,256 千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産) 

税務上の繰越欠損金 807,577 千円

破産更生債権貸倒損失 161,821  〃 

固定資産除却損 52,692  〃 

ソフトウェア ―  〃 

賞与引当金 10,935  〃 

貸倒引当金 8,125  〃 

未払事業税 22,605  〃 

その他 13,569  〃 

繰延税金資産小計 1,077,328  〃 

評価性引当額 △734,603  〃 

繰延税金資産合計 342,724 千円
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

 
メディア広告事業 

（千円） 

サーバー事業

（千円） 

商品販売事業

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益   

(1) 外部顧客に対する売上高 4,430,494 952,565 903,375 4,505 6,290,941 ― 6,290,941

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ― ―

計 4,430,494 952,565 903,375 4,505 6,290,941 ― 6,290,941

営業費用 3,842,653 339,083 896,929 2,658 5,081,324 148,733 5,230,057

営業利益又は営業損失（△） 587,841 613,482 6,445 1,847 1,209,616 △148,733 1,060,883

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出   

資産 2,203,013 30,802 179,934 － 2,413,750 4,040,162 6,453,912

減価償却費 16,726 2,395 5,315 － 24,438 5,229 29,667

資本的支出 59,601 1,250 2,388   5 63,246 － 63,246

 （注） １．事業区分の方法 

   事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  ２．各事業区分の主要製品 

事業区分 主要製品・サービス 

メディア広告事業 インターネット媒体広告の販売等 

サ ー バ ー 事 業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウイング」） 

商 品 販 売 事 業 パソコン及び各種周辺機器、ソフトウェアの企画・販売等 

そ  の  他 ウェブ作成、コンサルティング等 

     ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（148,733千円）の主なものは、親会社の管理部門に係る費用であり

ます。 

     ４．資産のうち、消去又は会社の項目に含めた会社資産（4,040,162千円）の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）及び

親会社の管理部門に係る費用であります。 

     ５．当連結会計年度よりセグメントの名称を従来の「広告メディア事業」から「メディア広告事業」に変更しております。なお、名称変

更に伴う区分の変更はありません。 
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当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

 
メディア広告事業 

（千円） 

サーバー事業

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益   

(1) 外部顧客に対する売上高 4,609,804 809,896 2,067 5,421,769 ― 5,421,769

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 4,609,804 809,896 2,067 5,421,769 ― 5,421,769

営業費用 4,170,162 266,676 853 4,437,692 88,219 4,525,912

営業利益又は営業損失（△） 439,642 543,219 1,213 984,076 △88,219 895,857

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出   

資産 1,777,576 603,614 254 2,381,444 4,959,832 7,341,276

減価償却費 20,070 836 ― 20,907 3,210 24,117

資本的支出 46,256 395 ― 46,651 ― 46,651

 （注） １．事業区分の方法 

   事業は、商品等の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  ２．各事業区分の主要製品 

事業区分 主要製品・サービス 

メディア広告事業 インターネット媒体広告の販売等 

サ ー バ ー 事 業 レンタル・サーバー（主力商品「デスクウイング」） 

そ  の  他 ウェブ作成、コンサルティング等 

     ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（212,021千円）の主なものは、親会社の管理部門に係る費用であり

ます。 

     ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた会社資産（4,959,832千円）の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）及び

親会社の管理部門に係る資産であります。 

 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する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。 

当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する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。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 



 
27

（関連当事者との取引）   

   前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

  （1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

（百万円） 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 
役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

 

親会社 

 

株式会社 

光通信 

 

東京都 

豊島区 

 

53,609 

 

情報通信 

サービス業 

 

被所有 

直接 

70.3％

間接 

0.4％

 

２名 

 

― 

 

出向者 

給与手当等

の支払 

 

家賃の支払

 

株式譲渡

 

 

122,938 

 

 

9,006 

739,208 

 

 

未払金 

 

 

未払金 

 

― 

 

 

9,841 

 

 

820 

― 

（注）１ 上記取引金額には、消費税等を含んでおりませんが、期末残高の内、消費税等課税取引に係るものは、消費税等を含んでおります。 

 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 双方協議の上、契約等に基づき決定しております。 

 株式譲渡の対価については、当該会社の純資産額に基づき、交渉により決定しております。 

 

   （2）兄弟会社等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

（百万円） 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 
役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

 

親会社の 

子会社 

 

株式会社 

ｱｲ･ｲｰ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 

東京都 

豊島区 

 

1,822 

 

OA機器 

販売事業 

 

― 

 

― 

 

― 

 

OA機器等

の販売 

 

商品販売

事業譲渡
(注)２ 

 

647,180  

 

 

143,300  

  

 

売掛金 

 

 

未収入金

 

13,284 

150,465 

（注）１ 上記取引金額には、消費税等を含んでおりませんが、期末残高の内、消費税等課税取引に係るものは、消費税等を含んでおります。 

２ 当該取引による営業譲渡益は、138,050千円であります。 

  

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

 ＯＡ機器等の販売は、双方協議の上、契約等に基づき決定しております。 

 商品販売事業譲渡の譲渡対価は譲渡後３年間の予想収益に基づき、両社の交渉により決定しております。 
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   当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

  （1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

（百万円） 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合 
役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

 

親会社 

 

株式会社 

光通信 

 

東京都 

豊島区 

 

54,095 

 

情報通信 

サービス業 

 

被所有 

直接 

70.3％

間接 

5.4％

 

 

２名 

 

― 

 

出向者 

給与手当等

の支払 

 

家賃の支払

 

株式譲渡

 

 

 

205,203 

 

 

13,074  

 

32,317  

 

 

未払金 

 

 

未払金 

 

― 

 

 

15,591 

1,896 

― 

（注）１ 上記取引金額には、消費税等を含んでおりませんが、期末残高の内、消費税等課税取引に係るものは、消費税等を含んでおります。 

  

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

双方協議の上、契約等に基づき決定しております。 

株式譲渡の対価については、当該会社の純資産額に基づき、交渉により決定しております。 

 

  （2）兄弟会社等 

該当事項はありません。 
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（1 株 当 た り 情 報） 

 

 

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

当連結会計年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

1株当たり純資産額 476,015円 86銭 549,536円 73銭 

1株当たり当期純利益金額 107,808円 76銭 73,520円 87銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 105,734円 28銭 ―  

（注）１．１株当たり当期純利益金額は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。 

２．当連結会計年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式がないため記載してお

りません。 

３. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

前連結会計年度 

自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日 

当連結会計年度 

自 平成17年10月１日 

至 平成18年９月30日 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益 （千円） 1,241,849  874,898  

普通株式に帰属しない金額 （千円） ―  ―  

普通株式に係る当期純利益 （千円） 1,241,849  874,898  

期中平均株式数 （株） 11,519  11,900  

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数 （株） 226  ―  

（うち新株引受権） （株） （226） ―  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

――――――――――――――― 新株予約権１種類（新株予約権の個数2

40個） 
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（重 要 な 後 発 事 象） 

   前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日） 

  １．ストックオプションの付与について 

当社は、平成17年12月22日開催の定時株主総会において、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対し、商法280条ノ21の規

定に基づきストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。 

当該制度の内容は、以下の通りであります。 

決議年月日 平成17年12月22日 

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の取締役、従業員 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 360株を総株数の上限とする 

新株予約権の行使時の払込金額 （注） 

新株予約権の行使期間 新株予約権発行日より２年後から３年間 

①対象者は、権利行使時において当社もしくは当社子会社の取締役もしくは従業員の

地位を保有していることを要する。但し、対象者との間で締結する新株予約権付与

契約に定める正当な理由がある場合はこの限りでない。 

②対象者が死亡した場合には、相続人がその権利を行使することができる。 

③対象者は、付与された権利の質入その他の処分をすることができない。 

新株予約権の行使の条件 

④その他の条件については、本総会取締役会決議に基づき、対象者との間で締結する

新株予約権付与契約に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 

（注） 新株予約権行使時の払込金額は、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

る東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。 

但し、当該金額が発行日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の 終価格）を下回る場合は、当該終値をも

って払込金額とする。 

なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行なう場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行

使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

 

１ 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

分割・併合の比率 
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   当連結会計年度（自平成17年10月１日 至平成18年９月30日） 

  １．株式の分割について 

当社は、平成18年11月15日開催の取締役会において、株式の分割を行うことを決議いたしました。 

当該内容は、以下の通りであります。 

１ 株式分割の目的 当社株式の流動性の向上と株主数および投資家層の拡大を図るため。 

２ 株式分割の概要 平成19年１月１日（月）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） 分割により増加する株式数 普通株式 11,900株 

（2） 分割の方法 
 

  

平成18年12月31日（日）を基準日として株主の所有株式１株につき、２株の割合をも

って分割する。 

（3） 発行可能な株式総数の増加 
 

  

平成19年１月１日（月）付をもって、当社定款第５条を変更し、発行可能株式数を現

行の40,996株から40,966株増加させて81,992株とする。 

３ 株式分割の日程 新株予約権発行日より２年後から３年間 

 基準日 平成18年12月31日（日） 

 効力発生日 平成19年１月１日（月） 

 新株券交付日 平成19年２月21日（水） 

４ その他、この株式の分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。 

５ ストックオプション（新株予約権）の行使価額の調整 

 今回の株式分割に伴い、ストックオプション（新株予約権）の行使価額を平成19年１月１日以降、次のとおり調整する。 

 平成18年８月28日付与分  

 調整前権利行使価額 1,070,370円 

 調整後権利行使価額  535,185円 

６ 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場

合の当連結会計年度における１株当たり情報は、それぞれ次のとおりとなります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

1株当たり純資産額 238,007円 93銭 274,768円 36銭 

1株当たり当期純利益金額 53,904円 38銭 36,760円 43銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 52,867円 14銭 ―  

 

 

 

 

 


