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平成 19 年 6月 5 日 
各 位 

会 社 名 エキサイト株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 山村 幸広 

（コード番号：3754 JASDAQ） 

問い合わせ先 取締役 CFO 中島 徹 

（電話：03-5488-6809） 

 

平成 19 年 3月期 決算短信の修正に関するお知らせ 

 

平成 19 年 3月期決算短信（平成 19 年 5月 11 日発表）に修正すべき事項が生じましたのでお知

らせいたします。 

 

記 

 
1. 修正の内容、経緯及び事由 
（１）販売費及び一般管理費「業務提携料」の修正 

 連結損益計算書及び個別損益計算書の販売費及び一般管理費に計上する「業務提携料」を

542 百万円から 574 百万円に修正いたします。 
当社はメディア事業におけるリスティング広告（検索連動型広告）の収益認識を、売上及

び費用ともに概算見積額にて計上しております。これは、当該サービスを複数他社との協業

によって行っているため、実績額の把握が他社からの報告（計算書）に依拠しており、この

報告を月次ベースで受けておりますが、当月分の報告を入手するのが翌月以降になる取引慣

行になっております。このため、当社では前月までの実績額やその他のサービス指標に基づ

く合理的な算定方式（概算額）を用いて当月の収益及び費用を認識し、概算額と実績額との

差異については翌月以降に調整（精算）しております。このような計上基準にて決算をして

きましたが、この度、協業企業からの実績報告（後段①参照）により、平成 19 年 1～3 月の

当該費用計上額において、概算額と実績額に重要な差異が生じたことが判明したため、平成

19 年 3 月期の決算短信を修正するものであります。 
 重要な差異が生じた理由につきましては、①協業他社のうち１社が海外企業であり、報告

書を受けるタイミングが 3 ヶ月に一度となっており、差異の把握に時間を要すること。②期

中から当該サービスが好調に推移し、過去実績等に基づく算定方式が、合理的な会計処理に

おいて十分な精度を発揮できなくなりつつあったことが挙げられます。 
 
（２）売上原価「その他売上原価」の修正 

 連結損益計算書及び個別損益計算書の売上原価に計上する「その他売上原価」の額を 1,131
百万円から 1,157 百万円に修正いたします。 
当社はエンタテインメント事業の音楽コンテンツ配信サービスの収益認識において、楽曲

の配信に連動するかたちで社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）に著作権料を支払って

おりますが、この著作権料の費用認識を概算見積額で計上しております。これは、当社が配

信した楽曲の実績を JASRAC に申告し、その申告に基づき JASRAC から著作権料の請求を

受けて費用が確定するものでありますが、当社が申告するすべての楽曲について JASRAC が

著作権料の徴収をしている訳ではなく、当社としましても JASRAC が著作権料の徴収をする

楽曲とそうでない楽曲の判別が困難な状況にあります。また、当社から JASRAC への配信楽

曲を申告するタイミング、及びその後の JASRAC から当社への著作権料の請求があるタイミ

ングが互いに不定期であるため、概算額と実績額の差異を合理的に把握しづらい状況にあり、

これらの事情から、差異を認識できるタイミングも遅くなる傾向にありました。このような

状況の中、当社は過去実績等に基づき著作権料として相当と見積もることのできる概算額を
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計上してきました。しかしながら、この度 JASRAC からの請求並びに申告との整合を精査し

た結果、当社が計上した概算額が不十分であることが判明したため、平成 19 年 3 月期の決

算短信を修正するものであります。 
当該サービスは当期、配信数を大幅に伸ばし、過去実績等に基づく算定方式が十分な精度

を発揮できなくなりつつあったことが、この度の重要な差異を生じる原因であったと考えて

おります。 
 
（３）関連会社の決算修正による持分法投資損失の修正 

 当社の持分法適用関連会社の 1 社で平成 19 年 3 月期の決算に修正が生じましたので、当

社の連結損益計算書における持分投資損失の額を 38 百万円から 66 百万円に修正いたします。 
 当社は当該関連会社に対し、上場会社である当社の決算開示の早期化への協力を求め、期

末日から比較的早い時期に、当該関連会社の決算情報を入手いたしました。しかし一方で、

当該関連会社は、会計顧問による経理指導を受けるほか、当社に決算報告をした後も監査役

による監査プロセスを経るなど、十分な時間をかけて厳格な決算手続きを実施してきました。

その結果、この度、当該関連会社は当社に報告した決算を修正することが必要となり、当社

はその報告を受け平成 19 年 3 月期の決算短信を修正するものであります。 
 
（４）賞与引当金繰入額の修正 

連結損益計算書及び個別損益計算書の販売費及び一般管理費に計上する 14 百万円の役員

賞与引当金繰入額が無くなり、従業員賞与の額を 105 百万円から 64 百万円に修正いたしま

す。これは上記の売上原価増、販売費増及び営業外費用増によって役職員の業績考課上の利

益水準が低下するため、役職員に対する業績連動型賞与の支給予定額が当社賞与規程に従い

減少するためであります。 
 
これらの修正に伴い、利益水準に連動するロイヤリティの額（連結損益計算書及び個別損益計

算書の販売費及び一般管理費に計上）に修正が生じました。また、上記（１）及び（２）以外の

概算計上で生じた実績額との差異や計上する科目の見直しによる科目間の入繰等の軽微な修正を

併せていたしました。本発表資料に添付しております「正誤表（下記※参照）」にてご確認くださ

い。 
 
営業利益、経常利益、法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額、当期純利益及び各財務諸

表の修正につきましては、本発表資料に添付しております「正誤表」にてご確認ください。 
 
2. 決算短信の開示における今後の改善策 
 この度の決算短信の訂正は、事業部及び管理部の経理処理スキームが、ビジネス展開の拡大や

変化に十分に対応（検証、改善）しきれていなかったことに原因があると深く反省しているとこ

ろであります。今後は概算計上における算定方式が、概算額と実績額に重大な差異が生じないよ

う、常に差異分析等のチェックを行い、会計的に適確な収益費用認識ができるよう、技術的に合

理的な数値指標を開発するなど改善してまいります。また、サービス実態の理解を深め、最適な

収益費用認識の方法を探るとともに、取引相手との報告方法（商慣行）の見直しを進めてまいり

ます。さらに各事業部においては営業経理担当を設置又は明確化するほか、財務経理部員の専門

スキルの向上を図るなど、管理体制及び社員教育の強化を図って参ります。 
 
※「正誤表」について 
本発表資料では、この度の決算の修正に伴う平成 19 年 3 月期決算短信の修正を、修正前、修正後の記載を掲げて

表しております（これを便宜的に「正誤表」といいます）。修正箇所を、朱書き・太字・下線で示しております。 
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（百万円未満切捨て）
１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）
(1）連結経営成績
【修正前】

％ ％ ％ ％

26.6 △79.1 △83.6 △56.5
－ － － －

銭 銭
65 23

59 41
△38 百万円 △88百万円

【修正後】

％ ％ ％ ％

26.6 △79.2 △87.5 △58.7
－ － － －

銭 銭
22 49

59 41
△66 百万円 △88百万円

(2）連結財政状態
【修正前】

銭
31
86

（参考）自己資本 19年３月期 8,883 百万円 6,591 百万円

【修正後】

銭
01
86

（参考）自己資本 19年３月期 8,861 百万円 6,591 百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況
【修正はありません】

121

737

百万円 百万円
433

996

18年３月期

18年３月期

百万円

4,696
2,89918年３月期 △229 △1,622 217

144,994
117,219

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

6,591

％
82.4
80.818年３月期

総資産 純資産 自己資本比率
百万円

10,782
8,160

百万円

％
1.5

8.8

19年３月期

１株当たり純資産

18年３月期19年３月期（参考）持分法投資損益

9,187
円

5.6

15.1

％
1.3

9

百万円 百万円
172

825
11,937
9,432

円
7,342

17,453

円
7,007

16,183

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

総資産
経常利益率

平成19年３月期　決算短信

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
（％表示は対前期増減率）

平成19年6月26日
平成19年6月29日

売上高
営業利益率

％

19年３月期

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

自己資本
当期純利益率

現金及び現金同等物
期末残高

百万円

313
百万円

△433
百万円

1,908

19年３月期
18年３月期

19年３月期
18年３月期

平成19年5月11日

配当支払開始予定日 平成19年6月27日定時株主総会開催予定日

上場取引所

コード番号

【修正】平成19年6月5日

（氏名）山村　幸広

（氏名）中島　徹

有価証券報告書提出予定日

エキサイト株式会社

ＵＲＬ　http://www.excite.co.jp

ＴＥＬ　（03）5488－6809

代表者　　　　　 （役職名）

問合せ先責任者　 （役職名）

ＪＱ上場会社名

取締役チーフフィナンシャ
ルオフィサー

代表取締役社長

百万円 百万円
19年３月期 11,937 171
18年３月期 9,432 825

１株当たり 潜在株式調整後
当期純利益 １株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率

自己資本 総資産 売上高
営業利益率

19年３月期 6,977 6,658 5.4 1.0 1.4
円 円 ％ ％ ％

9 8.8
（参考）持分法投資損益 19年３月期 18年３月期

18年３月期 17,453 16,183 15.1

92

737

百万円 百万円
412

996

円
144,642

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 ％

19年３月期
18年３月期 117,219

10,728 9,165 82.6
8,160 6,591 80.8
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２．配当の状況
【修正前】

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
0 00 750 00 0 00 750 00 1,500 00 82 8.6 －
0 00 750 00 0 00 750 00 1,500 00 91 20.4 1.1
0 00 750 00 0 00 750 00 0 00 － 30.6 －

【修正後】

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
0 00 750 00 0 00 750 00 1,500 00 82 8.6 －
0 00 750 00 0 00 750 00 1,500 00 91 20.4 1.1
0 00 750 00 0 00 750 00 1,500 00 － 30.6 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

【修正はありません】 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
13,500 13.1 600 247.4 600 394.9 300 △30.8 4,896 78

※中間期の業績予想の記載を控えさせていただきます。事由等につきましては７ページ（本資料17ページ）をご参照ください。

４．その他
【修正はありません】
(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有
新規 2社 （社名 除外 0社

（注）詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。
(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有
②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、21ページ（本資料18ページ）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。
(3）発行済株式数（普通株式）

株 55,896 株
株 7.2 株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、41ページ（本資料27ページ）「１株当たり情報」をご覧ください。

㈱オンネットジャパン

18年３月期

１株当たり配当金 純資産配当
率（連結）中間期末 期末 年間第１四半期末（基準日）

18年３月期
19年３月期

エキサイト・ミュージック

通期

１株当たり配当金

売上高 営業利益 経常利益

エンタテインメント㈱ ）

18年３月期
18年３月期②　期末自己株式数

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期
19年３月期

61,272
7.2

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

19年３月期
20年３月期（予想）

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

20年３月期（予想）

第３四半期末

１株当たり
当期純利益

当期純利益

（社名－）
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（参考）個別業績の概要
１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

【修正前】

【修正後】

(2）個別財政状態
【修正前】

8,939 百万円 6,738 百万円

【修正後】

8,945 百万円 6,738 百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

【修正はありません】 （％表示は対前期増減率）

％ ％ ％ ％

9.7 △11.7 △8.9 △32.7

※中間期の業績予想の記載を控えさせていただきます。事由等につきましては７ページをご参照ください。

（参考）自己資本 19年３月期 18年３月期

146,02185.3 81
18年３月期 7,915 6,738 85.1 119,861 87
19年３月期 10,450 9,014

自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

52

総資産 純資産

18年３月期 19,887 85 18,440

銭
19年３月期 5,888 11 5,619 13

円 銭 円

１株当たり 潜在株式調整後
当期純利益 １株当たり当期純利益

△69.2
18年３月期 9,318 46.8 907 44 908 57.1 1,130 99.6

△53.9 405 △55.4 34719年３月期 11,028 18.3 418

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

売上高 営業利益 経常利益

18年３月期（参考）自己資本 19年３月期

145,9229,008

6,738

85.3

85.1

19年３月期

18年３月期

15

119,861 87

１株当たり純資産
円 銭

自己資本比率
％

純資産
百万円

総資産
百万円

10,477

7,915

銭
5,520 48

18,440 52

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

18年３月期

円
5,784

19,887 85

円
19年３月期

銭
74

１株当たり
当期純利益

1,130 99.644 908 57.1

百万円 ％
341 △69.8

百万円 ％
406 △55.3

百万円

907

％
419 △53.8

9,318

％
18.3
46.8

百万円
11,028

百万円

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

19年３月期
18年３月期

当期純利益

通期

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。
実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の７
ページをご参照ください。

円

3,754

百万円

370

百万円

23012,100

百万円

370

１株当たり

当期純利益

銭

19

売上高 営業利益 経常利益
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 【修正前】 【修正後】 

 １．経営成績  

 （1）経営成績に関する分析 

― 中略 ― 

 売上総利益は、前年比 4.2％増の 6,133 百万円、

売上総利益率は前年比 11.0 ポイント減の 51.4％

となりました。売上原価が前年比 63.6％増の

5,803 百万円と大幅な増加となりました。 

― 中略 ― 

 営業利益は、前年比 79.1％減の 172 百万、売

上高営業利益率は前期比 7.3 ポイント減の 1.5％

となりました。販売費及び一般管理費が同 17.8%

増の 5,961 百万円となりました。 

― 中略 ― 

 営業外損益につきましては、持分法適用関連

会社３社（注１、３参照）における持分法投資

損失を合計で 38 百万円計上したほか、平成 18

年８月に東日本電信電話株式会社及び西日本電

信電話株式会社を割当先とする第三者割当増資

に伴う新株の発行により登録免許税等の株式交

付費を 10 百万円計上しております。以上によっ

て経常利益は前年度比 83.6％減の 121 百万円と

なりました。 

― 中略 ― 

 これらの状況に、連結子会社の損益に係る少

数株主損失を調整した結果、当期純利益は前年

度比 56.5％減の 433 百万円となりました。 

― 中略 ― 

 

― 中略 ― 

 売上総利益は、前年比 3.9％増の 6,116 百万円、

売上総利益率は前年比 11.2 ポイント減の 51.2％

となりました。売上原価が前年比 64.1％増の

5,821 百万円と大幅な増加となりました。 

― 中略 ― 

 営業利益は、前年比 79.2％減の 171 百万、売

上高営業利益率は前期比 7.4 ポイント減の 1.4％

となりました。販売費及び一般管理費が同 17.5%

増の 5,944 百万円となりました。 

― 中略 ― 

 営業外損益につきましては、持分法適用関連

会社３社（注１、３参照）における持分法投資

損失を合計で 66 百万円計上したほか、平成 18

年８月に東日本電信電話株式会社及び西日本電

信電話株式会社を割当先とする第三者割当増資

に伴う新株の発行により登録免許税等の株式交

付費を 10 百万円計上しております。以上によっ

て経常利益は前年度比 87.5％減の 92百万円とな

りました。 

― 中略 ― 

 これらの状況に、連結子会社の損益に係る少

数株主損失を調整した結果、当期純利益は前年

度比 58.7％減の 412 百万円となりました。 

― 中略 ― 

   

 事業の種類別セグメントの状況 事業の種類別セグメントの状況 

 メディア事業 

 インターネット広告売上を主体とする当セ

グメントの売上高は 5,859 百万円、営業利益は

868 百万円となりました。 

― 中略 ― 

 

 

 

メディア事業 

 インターネット広告売上を主体とする当セ

グメントの売上高は 5,742 百万円、営業利益は

841 百万円となりました。 

― 中略 ― 
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 【修正前】 【修正後】 

 エンタテインメント事業 

 一般消費者から利用料を得るサービス（オ

ンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、コミ

ュニティーサービス、インターネット接続サ

ービス）を展開する当セグメントの売上高は

5,800 百万円、営業利益は 867 百万円となりま

した。 

― 中略 ― 

エンタテインメント事業 

 一般消費者から利用料を得るサービス（オ

ンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、コミ

ュニティーサービス、インターネット接続サ

ービス）を展開する当セグメントの売上高は

5,795 百万円、営業利益は 858 百万円となりま

した。 

― 中略 ― 

 

 金融サービス事業 

― 中略 ― 

金融サービス事業 

― 中略 ― 

 その他事業 

 当セグメントにはアーティストの写真集や

ＤＶＤ等の物販、海外展開等の新規事業によ

る業績が含まれます。当セグメントの売上高

は 384 百万円、営業損失は 210 百万円となり

ました。 

― 中略 ― 

その他事業 

 当セグメントにはアーティストの写真集や

ＤＶＤ等の物販、海外展開等の新規事業によ

る業績が含まれます。当セグメントの売上高

は 384 百万円、営業損失は 200 百万円となり

ました。 

― 中略 ― 

 事業の種類別セグメント情報につきましては、

Ｐ37「連結財務諸表 注記事項 セグメント情報」

を参照ください。 

事業の種類別セグメント情報につきましては、

Ｐ37（本資料 24 ページ）「連結財務諸表 注記事

項 セグメント情報」を参照ください。 

 ※前年度まで当社が開示してきました売上区分

別の販売実績についてはＰ71「補足資料（連

結）売上区分別の販売実績」を参照ください。 

※前年度まで当社が開示してきました売上区分

別の販売実績についてはＰ71（本資料 42ページ）

「補足資料（連結）売上区分別の販売実績」を

参照ください。 

   

 （2）財政状態に関する分析 （2）財政状態に関する分析 

  当年度末の総資産は前期末に比べ 2,622 百万

円増の 10,782 百万円となりました。第三者割当

増資による 1,991 百万円の資金調達、当期純利

益 433 百万円の計上が主な増加の要因です。こ

れにより自己資本比率は前期末比 1.6 ポイント

増の 82.4％となりました。 

 資産、負債及び資本の状況における主な変動

は以下のとおりです。 

 

 

 当年度末の総資産は前期末に比べ 2,567 百万

円増の 10,728 百万円となりました。第三者割当

増資による 1,991 百万円の資金調達、当期純利

益 412 百万円の計上が主な増加の要因です。こ

れにより自己資本比率は前期末比 1.8 ポイント

増の 82.6％となりました。 

 資産、負債及び資本の状況における主な変動

は以下のとおりです。 
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 【修正前】 【修正後】 

 流動資産 

― 中略 ― 

流動資産 

― 中略 ― 

 ・その他流動資産 

― 中略 ― 

 繰延税金資産が前期末に比べ 36 百万円減少

し 168 百万円となりました。 

・その他流動資産 

― 中略 ― 

 繰延税金資産が前期末に比べ 55 百万円減少

し 149 百万円となりました。 

 固定資産 固定資産 

 ― 中略 ― ― 中略 ― 

 ・投資その他の資産 

  業務提携先の会社に対する出資等により投

資有価証券が前期末に比べ 491 百万円増加し

1,384 百万円となりました。 

― 中略 ― 

・投資その他の資産 

  業務提携先の会社に対する出資等により投

資有価証券が前期末に比べ 463 百万円増加し

1,357 百万円となりました。 

― 中略 ― 
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 【修正前】 

平成 18 年３月期 平成 19 年３月期  

期末 期末 

自己資本比率（％） 80.8 82.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 712.2 143.8 

＊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 

＊債務の返済に係る安全性指標につきましては、当連結会計期間末及び前連結会計年度末とも有利

子負債がありませんので、記載を省略しております。 

 【修正後】 

平成 18 年３月期 平成 19 年３月期  

期末 期末 

自己資本比率（％） 80.8 82.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 712.2 144.5 

＊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 

＊債務の返済に係る安全性指標につきましては、当連結会計期間末及び前連結会計年度末とも有利

子負債がありませんので、記載を省略しております。 

 ― 後略 ― 

 



４．連結財務諸表

(1）連結貸借対照表

注記 増減 増減

番号 （千円） （千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,899,322 4,696,132 4,696,132

２．受取手形及び売掛金 2,279,998 2,432,485 2,432,485

３．営業貸付金 200,000 － －

４. 有価証券  － 310,000 310,000

５．たな卸資産 163,582 225,733 225,733

６．前払金 197,219 191,856 191,856

７．前払費用 87,552 － －

８．繰延税金資産 204,747 168,030 149,586

９．その他  55,324 166,605 158,030

　 貸倒引当金  － △2,324 △2,324

流動資産合計 6,087,747 74.6 8,188,520 75.9 2,100,772 8,161,501 76.1 2,073,753

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 173,976 203,976 203,976

減価償却累計額 74,854 99,121 100,705 103,271 100,705 103,271

(2）工具器具備品 275,855 293,130 293,130

減価償却累計額 180,134 95,720 207,423 85,706 207,423 85,706

有形固定資産合計 194,842 2.4 188,978 1.8 △5,863 188,978 1.8 △5,863

２．無形固定資産

(1）権利金 342,521 105,410 105,410

(2）ソフトウェア 313,408 604,408 604,408

(3）ソフトウェア仮勘定 51,632 － －

(4）連結調整勘定 11,605 － －

(5）のれん － 14,557 14,557

(6) 電話加入権  924 － －

(7）その他 － 3,625 3,625

無形固定資産合計 720,091 8.8 728,001 6.7 7,910 728,001 6.7 7,910

【修正前】 【修正後】

構成比
（％）

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

区分
構成比
（％）

金額（千円）金額（千円）

当連結会計年度
対前年比

（平成19年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

対前年比
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注記 増減 増減

番号 （千円） （千円）

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券
※１
 

893,257 1,384,907 1,357,219

(2）長期前払費用 16,725 － －

(3）繰延税金資産 17,829 42,520 42,520

(4）敷金保証金 230,421 222,020 222,020

(5）その他 － 28,037 28,037

投資その他の資産合計 1,158,234 14.2 1,677,487 15.6 519,253 1,649,798 15.4 491,564

固定資産合計 2,073,167 25.4 2,594,467 24.1 521,299 2,566,778 23.9 493,610

資産合計 8,160,915 100 10,782,987 100.0 2,622,071 10,728,279 100.0 2,567,364

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 696,211 744,348 793,343

２．未払金 263,965 300,368 276,364

３．未払費用 205,042 － －

４．未払法人税等 18,289 333,536 307,787

５．未払消費税等 21,582 43,982 41,598

６．預り金 49,736 － －

７．前受収益 935 － －

８. 返品調整引当金  － 4,036 4,036

９. 役員賞与引当金 － 14,991 －

10. ポイント引当金 － 2,909 2,909

11．その他 1,706 151,248 136,256

流動負債合計 1,257,469 15.4 1,595,420 14.8 337,951 1,562,296 14.6 304,826

負債合計 1,257,469 15.4 1,595,420 14.8 337,951 1,562,296 14.6 304,826

（少数株主持分）

少数株主持分 312,168 3.8 ― ― △312,168 ― ― △312,168

（資本の部）

Ⅰ　資本金
※２
 

2,219,433 27.2 ― ― △2,219,433 ― ― △2,219,433

Ⅱ　資本剰余金 2,640,315 32.4 ― ― △2,640,315 ― ― △2,640,315

Ⅲ　利益剰余金 1,743,146 21.4 ― ― △1,743,146 ― ― △1,743,146

Ⅳ　その他有価証券評価

 額金

Ⅴ　自己株式
※３
 

△4,800 △0.1 ― ― 4,800 ― ― 4,800

資本合計 6,591,277 80.8 ― ― △6,591,277 ― ― △6,591,277

負債、少数株主持分及
び資本合計

8,160,915 100 ― ― △8,160,915 ― ― △8,160,915

【修正前】 【修正後】

― ―△6,818 △0.1 6,818

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成18年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

（平成19年３月31日）

金額（千円）
構成比
（％）

― ― 6,818

構成比
（％）

当連結会計年度
対前年比

（平成19年３月31日）

金額（千円）

対前年比

区分
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注記 増減 増減

番号 （千円） （千円）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － 3,222,632 3,222,632

２．資本剰余金 － 3,643,513 3,643,513

３．利益剰余金 － 2,048,209 2,026,626

４．自己株式 － △4,800 △4,800

　　株主資本合計 － － 8,909,555 82.6 8,909,555 8,887,972 82.8 8,887,972

Ⅱ　評価・換算差額等

　その他有価証券 － △26,508 △26,508
  評価差額金

　評価・換算差額等合計 － － △26,508 △0.2 △26,508 △26,508 △0.2 △26,508

Ⅲ　新株予約権 － － 68,140 0.6 68,140 68,140 0.6 68,140

Ⅳ　少数株主持分 － － 236,378 2.2 236,378 236,378 2.2 236,378

純資産合計 － － 9,187,566 85.2 9,187,566 9,165,983 85.4 9,165,983

負債純資産合計 － － 10,782,987 100.0 10,782,987 10,728,279 100.0 10,728,279

【修正前】 【修正後】

対前年比

（平成19年３月31日）

区分 金額（千円）

当連結会計年度

（平成19年３月31日）

構成比
（％）

前連結会計年度 当連結会計年度

金額（千円）

（平成18年３月31日）

対前年比

構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）
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(2）連結損益計算書

注記 増減 増減

番号 （千円） （千円）

Ⅰ　売上高 9,432,561 100.0 11,937,727 100.0 2,505,165 11,937,727 100.0 2,505,165

Ⅱ　売上原価 3,548,330 37.6 5,803,922 48.6 2,255,592 5,821,507 48.8 2,273,177

売 上 総 利 益 5,884,231 62.4 6,133,804 51.4 249,572 6,116,219 51.2 231,988

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
 

5,058,806 53.6 5,961,094 49.9 902,287 5,944,537 49.8 885,730

営 業 利 益 825,424 8.8 172,709 1.5 △652,715 171,682 1.4 △653,742

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 4,161 4,810 4,810

２. 受取配当金 － 703 703

３．その他 3,382 7,544 0.0 896 6,410 0.0 △1,133 896 6,410 0.1 △1,133

Ⅴ　営業外費用

１．持分法投資損失 88,907 38,907 66,596

２．新株発行費 2,891 － －

３．株式交付費 － 10,019 10,019

４．コミットメントライ 4,000 － －

    ン手数料

５．その他 － 95,799 1.0 8,966 57,894 0.5 △37,904 8,966 85,583 0.7 △10,216

経 常 利 益 737,170 7.8 121,225 1.0 △615,945 92,509 0.8 △644,660

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 16,271 － －

２．持分変動利益 6,387 18,832 18,832

３．関係会社株式売却益 ※４ － 908,239 908,239

４．投資有価証券売却益 － 22,658 0.2 28,040 955,112 8.0 932,454 28,040 955,112 8.0 932,454

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 553 12,169 12,169

２．減損損失
※３
 

6,000 － －

３. 中国オンラインゲ － 232,679 232,679
      ーム事業整理損失 

４. 美容室検索事業整理 ※６ － 138,582 138,582
    損失

５．クレーム処理損失 － 47,566 47,566

６．その他 － 6,553 0.0 2,122 433,120 3.6 426,567 2,122 433,120 3.6 426,567

税金等調整前当期純利
益

753,275 8.0 643,217 5.4 △110,058 614,501 5.2 △138,773

法人税、住民税及び事
業税

5,990 320,752 295,175

法人税等調整額 △217,896 △211,906 △2.3 25,539 346,292 2.9 558,198 43,983 339,159 2.8 551,066

少数株主損失 31,780 0.3 △136,750 △1.1 △168,530 136,750 1.1 104,969

当期純利益 996,963 10.6 433,675 3.6 △563,288 412,092 3.5 △584,870

対前年比

金額（千円）
百分比
（％）

【修正前】 【修正後】

金額（千円）金額（千円）
百分比
（％）

百分比
（％）

（自　平成18年４月１日（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

当連結会計年度

　　至　平成19年３月31日）

区分

※５
 

対前年比

当連結会計年度
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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

【修正前】

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式 株主資本合計

△4,800 6,598,095

2,006,396

△41,916

△45,495

△40,000

433,675

△1,200

－ 2,311,459

△4,800 8,909,555

312,168 6,903,445

2,006,396

△41,916

△45,495

△40,000

433,675

1,200 －

△76,990 △28,540

△75,790 2,284,120

236,378 9,187,566

（注）利益（期末）配当金及び役員賞与は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

【修正後】

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式 株主資本合計

△4,800 6,598,095

2,006,396

△41,916

△45,495

△40,000

412,092

△1,200

－ 2,289,877

△4,800 8,887,972

312,168 6,903,445

2,006,396

△41,916

△45,495

△40,000

412,092

1,200 －

△76,990 △28,540

△75,790 2,262,537

236,378 9,165,983

（注）利益（期末）配当金及び役員賞与は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本

平成18年３月31日　残高（千円） 2,219,433 2,640,315 1,743,146

連結会計年度中の変動額

新株の発行 1,003,198 1,003,198

剰余金の配当（注） △41,916

剰余金の配当 (中間配当) △45,495

役員賞与（注） △40,000

当期純利益 433,675

その他 △1,200
株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額（純額）

少数株主持分 純資産合計

連結会計年度中の変動額合計(千円) 1,003,198 1,003,198 305,063

評価差額金

平成19年３月31日　残高（千円） 3,222,632 3,643,513

平成18年３月31日　残高（千円） △6,818

評価・換算差額等

その他有価証券 評価・換算差額等

合計

△6,818

連結会計年度中の変動額

新株の発行

剰余金の配当（注）

剰余金の配当 (中間配当)

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額（純額）

△19,690

役員賞与（注）

当期純利益

連結会計年度中の変動額合計(千円) △19,690

その他

－

新株予約権

利益剰余金資本金 資本剰余金

株主資本

平成18年３月31日　残高（千円） 2,219,433 2,640,315 1,743,146

連結会計年度中の変動額

新株の発行 1,003,198 1,003,198

剰余金の配当（注） △41,916

剰余金の配当 (中間配当) △45,495

役員賞与（注） △40,000

当期純利益 412,092

その他 △1,200

少数株主持分 純資産合計

平成19年３月31日　残高（千円）

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額（純額）

新株予約権その他有価証券 評価・換算差額等

3,222,632 3,643,513 2,026,626

評価差額金 合計

評価・換算差額等

平成18年３月31日　残高（千円） △6,818 △6,818 －

連結会計年度中の変動額

新株の発行

剰余金の配当（注）

剰余金の配当 (中間配当)

役員賞与（注）

当期純利益

その他

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額（純額）

△19,690 △19,690 68,140

2,048,209

平成19年３月31日　残高（千円） △26,508 △26,508 68,140

68,140

68,140

△19,690

△19,690

連結会計年度中の変動額合計(千円) 1,003,198 1,003,198 283,480

連結会計年度中の変動額合計(千円) △19,690 △19,690 68,140

平成19年３月31日　残高（千円） △26,508 △26,508 68,140
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

注記

番号

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

減価償却費

減損損失

権利金償却費

ソフトウェア償却費

のれん償却額

持分法による投資損失

貸倒引当金の増減額（△減少額）

返品調整引当金の増加額 

役員賞与引当金の増加額 

ポイント引当金の増加額

受取利息

受取配当金

新株発行費

株式交付費

株式報酬費用

投資有価証券売却益

関係会社株式売却益

持分変動利益

固定資産除却損

中国オンラインゲーム事業整理損失 

美容室検索事業整理損失

クレーム処理損失

売上債権の増加額

営業貸付金の増減額（△増加額）

たな卸資産の増加額

前払金の増減額（△増加額）

前払費用の増加額

その他流動資産の増減額（△増加額）

仕入債務の増加額

未払金の増減額（△減少額）

未払費用の増減額（△減少額）

未払法人税等の減少額

未払消費税等の増加額

その他流動負債の増加額

その他の営業活動による支出 

役員賞与の支払額

小計 373,929

20,015

77,999
43,983

△40,000

97,132

△24,866

△159,293
△31,457

△62,151
5,362

－

△15,048

138,582
47,566

△290,894
200,000

△908,239
△18,832
12,169
232,679

－

10,019
68,140

△28,040

－

2,909
△4,810
△703

15,244
66,596

2,324
4,036

71,322
－

81,552
146,124

　　至　平成19年３月31日）

金額（千円）

614,501

【修正前】 【修正後】

当連結会計年度

　（自　平成18年４月１日

前連結会計年度 当連結会計年度

  （自　平成17年４月１日 　（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

753,275 643,217

60,413 71,322
6,000 －

68,870 81,552
54,678 146,124

－ 15,244
88,907 38,907

△16,271 2,324
－ 4,036
－ 14,991

－ 2,909
△4,161 △4,810

－ △703
2,891 －

－ 10,019
－ 68,140
－ △28,040
－ △908,239

△6,387 △18,832
553 12,169
－ 232,679
－ 138,582
－ 47,566

△1,060,047 △290,894
△200,000 200,000
△157,230 △62,151
△122,864 5,362
△46,038 －

△45,492 △23,623

305,845 48,137

27,620 14,128

43,954 △159,293
△5,781 △12,841

1,513 22,399

43,145 77,999

△228,005 373,929

－ 25,539

△21,400 △40,000
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注記

番号

利息の受取額

配当金の受取額

クレーム処理損失の支払額

法人税等の支払額

営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 

投資有価証券の取得による支出

投資有価証券の売却による収入

有形固定資産の取得による支出

無形固定資産の取得による支出

敷金保証金の差入による支出

敷金保証金の回収による収入

関係会社株式の売却による収入 

新規連結子会社の取得による収入  ※２ 

その他の投資活動による支出

投資活動によるキャッシュ・フロー

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

自己株式の取得による支出

配当金の支払額

少数株主からの払込による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額

（△減少額）

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ　新規連結子会社の現金及び現金同等物

 の期首残高 

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１

－

△87,412
－

1,908,964

△6,612
△433,375

1,996,376

－

8,687
1,011,052

7,000

△640,726
31,540

△100,668
△433,647

△18,264
313,611

△310,000

4,810
703

　　至　平成19年３月31日）

△47,566

【修正後】

当連結会計年度

　（自　平成18年４月１日

【修正前】

当連結会計年度

  （自　平成17年４月１日 　（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

4,161
－

－

前連結会計年度

△5,810
△229,653

－

△833,815
－

△41,534
△626,077

23,976

△96,893
－

－

－

4,810
703

△47,566

4,533,480

△792
△149,371
343,949
217,761

△23,944
△1,622,265

△18,264
313,611

△310,000
△640,726

31,540
△100,668
△433,647

－

8,687
1,011,052

7,000
△6,612

△433,375

1,996,376
－

△87,412
－

1,908,964

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

△1,634,157 1,789,201 1,789,201

－ 7,608 7,608

2,899,322 2,899,322

2,899,322 4,696,132 4,696,132
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度

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

　　至　平成19年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

４． 会計処理基準に関する事項

(4） 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えて、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、回収不能見込額を算定して
おります。

同　左  同　左 

────── ② 返品調整引当金 ② 返品調整引当金

将来予想される売上返品による損失に備
え、過去の返品率等を勘案した将来の返
品による損失予想額を計上しておりま

将来予想される売上返品による損失に備
え、過去の返品率等を勘案した将来の返
品による損失予想額を計上しておりま

────── ③ 役員賞与引当金 ③ 役員賞与引当金

当社は役員賞与の支出に備えて当連結会
計年度における、支給見込額に基づき計上
しております。

当社は役員賞与の支出に備えて当連結会
計年度における、支給見込額に基づき計上
しております。

────── ④ ポイント引当金 ③ ポイント引当金

顧客に付与されたポイントの使用による
費用発生に備えるため当連結会計年度に
おいて将来使用されると見込まれる額を
計上しております。

顧客に付与されたポイントの使用による
費用発生に備えるため当連結会計年度に
おいて将来使用されると見込まれる額を
計上しております。

項目

　　至　平成18年３月31日）

【修正前】 【修正後】
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

　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。

　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
8,951,187千円であります。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は
8,861,463千円であります。

　なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴
い、改正後の連結財務諸表規則により作成しておりま
す。

　なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴
い、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） （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」（企業会計基準第８号　平成17年12
月27日）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」（企業会計基準適用指針第11号　平
成18年５月31日）を適用しております。

　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」（企業会計基準第８号　平成17年12
月27日）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」（企業会計基準適用指針第11号　平
成18年５月31日）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68,140千円減少しております。
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記
載しております。

　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68,140千円減少しております。
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記
載しております。

（役員賞与に関する会計基準) （役員賞与に関する会計基準)

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基
準」(企業会計基準第４号　平成17年11月29日）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14,991千円減少して
おります。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所
に記載しております。

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基
準」(企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適
用しております。なお、これによる損益に与える影響は
ありません。

表示方法の変更

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

２． 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「前払費
用」（当連結会計年度は、109,533千円）は、資産の
総額の100分の５以下となったため、流動資産の「そ
の他」に含めて表示することにしました。

２． 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「前払費
用」（当連結会計年度は、100,958千円）は、資産の
総額の100分の５以下となったため、流動資産の「そ
の他」に含めて表示することにしました。

５． 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未払費
用」（当連結会計年度は、62,446千円）、「預り金」
（当連結会計年度は、87,614千円）、「前受収益」
(当連結会計年度は、1,186千円)は、負債及び純資産
の総額の100分の５以下となったため、流動負債の
「その他」に含めて表示することにしました。

５． 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未払費
用」（当連結会計年度は、47,455千円）、「預り金」
（当連結会計年度は、87,614千円）、「前受収益」
(当連結会計年度は、1,186千円)は、負債及び純資産
の総額の100分の５以下となったため、流動負債の
「その他」に含めて表示することにしました。

 （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）

２． 前連結会計年度において区分掲記しておりました連結
キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ
シュ・フローの「前払費用の増加額」は、重要性が減
じたため、当連結会計年度より営業活動によるキャッ
シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま
す。

２． 前連結会計年度において区分掲記しておりました連結
キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ
シュ・フローの「前払費用の増加額」は、重要性が減
じたため、当連結会計年度より営業活動によるキャッ
シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま
す。

　なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッ
シュ・フローの「その他」に含めて表示しております
「前払費用の増加額」は、21,475千円であります。

　なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッ
シュ・フローの「その他」に含めて表示しております
「前払費用の増加額」は、12,900千円であります。

──────

当連結会計年度

【修正前】

（自　平成18年４月１日

（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

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

【修正前】

【修正後】

　　至　平成19年３月31日） 　　至　平成19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）

当連結会計年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

（自　平成18年４月１日

当連結会計年度

【修正後】
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（連結損益計算書関係）

 ※１．  ※１．  ※１．

310,853千円  1,483,592千円  1,483,592千円 

601,877千円  842,688千円  844,783千円 

190,391千円  71,322千円  71,322千円 

362,583千円  14,991千円  ―　千円 

369,216千円 

64,943千円 

1,132,028千円 

125,856千円 

155,532千円 

26,485千円 

854,274千円 

72,212千円 

53,716千円 

167,499千円 

571,334千円 

【修正前】 【修正後】

 給料手当 

 業務委託費

 減価償却費

 役員賞与引当金繰入額

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
次のとおりであります。

当連結会計年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は
次のとおりであります。

当連結会計年度

 給料手当 

 業務委託費

 減価償却費

 役員賞与引当金繰入額

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

 減価償却費

 ソフトウェア償却費

 事務所家賃

 その他

 福利厚生費

 賞与

 退職給付費用

 業務委託費

 業務提携料 

 ロイヤリティ

 役員報酬

 給料手当 

 広告宣伝費 

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の
とおりであります。

 販売手数料

 販売促進費
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（有価証券関係）

【修正前】

　当連結会計年度（平成19年３月31日）

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

1,042,592 908,239 －

【修正後】

　当連結会計年度（平成19年３月31日）

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

31,540 28,040 －
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（ストック・オプション等関係）

【修正前】

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成18年 平成18年 平成18年

ストック・オプション① ストック・オプション② ストック・オプション③

付与対象者の区分及び数 当社の取締役　　６名 当社幹部従業員　21名 当社従業員　　　133名

ストック・オプション数(注) 普通株式350株 普通株式174株 普通株式436株

付与日 平成18年７月11日 平成18年７月11日 平成18年７月11日

権利確定条件

付与日（平成18年７月11
日）以降、権利確定日（平
成20年６月23日）まで継続
して勤務していること。

付与日（平成18年７月11
日）以降、権利確定日（平
成20年６月23日）まで継続
して勤務していること。

付与日（平成18年７月11
日）以降、権利確定日（平
成20年６月23日）まで継続
して勤務していること。

対象勤務期間
平成18年７月11日から平成
22年６月23日まで

平成18年７月11日から平成
22年６月23日まで

平成18年７月11日から平成
22年６月23日まで

権利行使期間
平成20年６月24日から平成
23年６月22日まで

平成20年６月24日から平成
23年６月22日まで

平成22年６月24日から平成
24年６月22日まで

　（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

平成18年 平成18年 平成18年

ストック・オプション① ストック・オプション② ストック・オプション③

権利確定前　　　　（株） － － －

前連結会計年度末 － － －

付与 350 174 436

失効 － － 40

権利確定 － － －

未確定残 350 174 396

権利確定後　　　　（株） － － －

前連結会計年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 － － －

②　単価情報

平成18年 平成18年 平成18年

ストック・オプション① ストック・オプション② ストック・オプション③

権利行使価格　　　（円） 764,782 764,782 764,782

行使時平均株価　　（円） － － －

平成20年６月24日から権利 平成20年６月24日から権利 　　　────── 

行使可能な新株予約権 行使可能な新株予約権

325,185 325,185 －

平成21年６月24日から権利 平成21年６月24日から権利 　　　──────

行使可能な新株予約権 行使可能な新株予約権

344,324 344,324 －

平成22年６月24日から権利 平成22年６月24日から権利 平成22年６月24日から権利

行使可能な新株予約権 行使可能な新株予約権 行使可能な新株予約権

362,248 362,248 362,248

平成23年６月24日から権利 平成23年６月24日から権利 平成23年６月24日から権利

行使可能な新株予約権 行使可能な新株予約権 行使可能な新株予約権

379,122 379,122 379,122

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株
式数に換算して記載しております。

付与日における公正な評価
単価(円)
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【修正後】

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成18年 平成18年 平成18年

ストック・オプション① ストック・オプション② ストック・オプション③

付与対象者の区分及び数 当社の取締役　　６名 当社幹部従業員　21名 当社従業員　　　133名

ストック・オプション数(注) 普通株式350株 普通株式174株 普通株式436株

付与日 平成18年７月11日 平成18年７月11日 平成18年７月11日

権利確定条件

付与日（平成18年７月11
日）以降、権利確定日（平
成20年６月23日）まで継続
して勤務していること。

付与日（平成18年７月11
日）以降、権利確定日（平
成20年６月23日）まで継続
して勤務していること。

付与日（平成18年７月11
日）以降、権利確定日（平
成20年６月23日）まで継続
して勤務していること。

対象勤務期間
平成18年７月11日から平成
22年６月23日まで

平成18年７月11日から平成
22年６月23日まで

平成18年７月11日から平成
22年６月23日まで

権利行使期間
平成20年６月24日から平成
23年６月22日まで

平成20年６月24日から平成
23年６月22日まで

平成22年６月24日から平成
24年６月22日まで

　（注）株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

平成18年 平成18年 平成18年

ストック・オプション① ストック・オプション② ストック・オプション③

権利確定前　　　　（株） － － －

前連結会計年度末 － － －

付与 350 174 436

失効 － － 40

権利確定 － － －

未確定残 350 174 396

権利確定後　　　　（株） － － －

前連結会計年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 － － －

②　単価情報

平成18年 平成18年 平成18年

ストック・オプション① ストック・オプション② ストック・オプション③

権利行使価格　　　（円） 764,782 764,782 764,782

行使時平均株価　　（円） － － －

平成20年６月24日から権利 平成20年６月24日から権利 　　　────── 

行使可能な新株予約権 行使可能な新株予約権

325,185 325,185 －

平成21年６月24日から権利 平成21年６月24日から権利 　　　──────

行使可能な新株予約権 行使可能な新株予約権

344,324 344,324 －

平成22年６月24日から権利 平成22年６月24日から権利 平成22年６月24日から権利

行使可能な新株予約権 行使可能な新株予約権 行使可能な新株予約権

362,248 362,248 362,248

平成23年６月24日から権利 平成23年６月24日から権利 平成23年６月24日から権利

行使可能な新株予約権 行使可能な新株予約権 行使可能な新株予約権

379,122 379,122 379,122

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株
式数に換算して記載しております。

付与日における公正な評価
単価(円)

（注）表中の権利行使価格は発行当初の金額を記載しております。平成19年３月31日現在の権利行使価格は、平成18年８月
14日付けで時価を下回る価額で新株が発行されたため、規定に従い、ストック・オプション①、②、③とも761,819円に調整さ
れております。
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（税効果会計関係）

 （流動の部）  （流動の部）

繰延税金資産 繰延税金資産

未払費用 48,541 千円 未払費用 31,846 千円

未払事業税 31,273 千円 未払事業税 29,524 千円

未払事業所税 2,051 千円 未払事業所税 2,051 千円

未確定債務否認額 58,016 千円 未確定債務否認額 58,016 千円

たな卸資産評価損 25,772 千円 たな卸資産評価損 25,772 千円

その他 2,375 千円 その他 2,375 千円

繰延税金資産（流動）合計 168,030 千円 繰延税金資産（流動）合計 149,586 千円

（固定の部）  （固定の部） 

繰延税金資産 繰延税金資産

減価償却超過額 24,326 千円 減価償却超過額 24,326 千円

その他有価証券評価差額金 18,193 千円 その他有価証券評価差額金 18,193 千円

子会社繰越欠損金  148,001 千円 子会社繰越欠損金  148,001 千円

繰延税金資産（固定）小計 190,522 千円 繰延税金資産（固定）小計 190,522 千円

評価性引当額 △148,001 千円 評価性引当額 △148,001 千円

繰延税金資産（固定）合計  42,520 千円 繰延税金資産（固定）合計  42,520 千円

法定実効税率 40.7％ 法定実効税率 40.7％

（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない項
目 10.1％

交際費等永久に損金に算入されない項
目

9.1％

住民税均等割 1.1％ 住民税均等割 1.0％

前期確定申告差異 △3.5％ 前期確定申告差異 △3.4％

持分法投資損失 2.4％ 持分法投資損失 2.4％

持分変動利益 △1.2％ 持分変動利益 △1.1％

子会社に係る評価性引当額 18.4％ 子会社に係る評価性引当額 18.4％

関連会社株式売却損益 △8.2％ 関連会社株式売却損益 △8.2％

ＩＴ投資促進税制法人税額特別控除 △6.2％ ＩＴ投資促進税制法人税額特別控除 △6.2％

のれん償却 0.9％ のれん償却 0.9％

税効果未認識未実現利益 1.9％ 税効果未認識未実現利益 1.9％

子会社の税務上繰越欠損金の利用 △2.4％ 子会社の税務上繰越欠損金の利用 △2.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率
53.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率
53.1%

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と
の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

【修正前】 【修正後】

当連結会計年度

（平成19年３月31日）

当連結会計年度

（平成19年３月31日）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と
の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳

前連結会計年度

（平成18年３月31日）

【修正はありませんので、記載を省略します。】

－23－



（セグメント情報）

【修正前】

ａ．事業の種類別セグメント情報

 当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 　(事業区分の変更）

エンタテイン 金融サービス

メント事業 事業

5,742,665 5,795,863 15,120 384,077 11,937,727 － 11,937,727

117,248 4,500 － 432 122,180 △122,180 －

5,859,913 5,800,363 15,120 384,509 12,059,907 △122,180 11,937,727
4,991,068 4,933,211 251,627 595,014 10,770,921 994,095 11,765,017

868,845 867,152 △236,507 △210,504 1,288,986 △1,116,276 172,709

1,665,358 2,724,037 247,700 1,017,855 5,654,951 5,128,036 10,782,987

49,486 204,968 273 8,123 262,852 32,576 295,428
161,518 352,789 － 103,448 617,757 23,886 641,644

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称

事業区分

メディア事業

エンタテイメント事業

金融サービス事業

その他事業

当社グループ事業は、様々なサービスをこれまで単一の事業として経営管理してきましたが、当連結会計年度より、多岐にわたるサービス
の収益管理を強化するため、各サービスを展開する主幹部門を明確にしたマネジメント体制を敷くことにいたしました。これに伴い、当連
結会計年度よりメディア事業、エンタテインメント事業、金融サービス事業、その他事業の各セグメントに分類表示することにいたしまし
た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　単位:千円　

メディア事業 その他 計 消去又は全社  連結

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高 

(1）外部顧客に対する

売上高

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高

計

営業費用

営業利益(△損失)

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出

資産

減価償却費

資本的支出

事業区分は、サービスの内容及び特性考慮して区分しております。

主要なサービス

広告、アフィリエイト広告、検索連動型広告等

コミュニティーサービス、オンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、イ
ンターネット接続サービス等

カードローン、クレジットサービス等

EC、新規事業等

２．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の金額は、994,095千円であり、

３. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、5,128,036千円であり、
　　主なものは、当社での余資運用資金(現金及び現

 金同等物)、及び管理部門に係る資産であります。

４．会計方針の変更

（ストック・オプション等に関する会計基準)　

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、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」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）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
準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適用しております。これにより、メディア事業 17,829千円、エンタテイメント事業 11,504
千円、その他 2,727千円、及び消去又は全社 36,079千円それぞれ営業費用が増加し、営業利益が同額減少しております。
（役員賞与に関する会計基準)

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当期連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」
(企業会計基準第４号 企業会計基準委員会平成17年11月29日)を適用しております。これにより、消去又は全社の営業費用が14,991千円増
加し、営業利益は同額減少しております。

 主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。
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【修正後】

ａ．事業の種類別セグメント情報

 当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 　(事業区分の変更）

エンタテイン 金融サービス

メント事業 事業

5,742,665 5,795,863 15,120 384,077 11,937,727 － 11,937,727

117,248 4,500 － 432 122,180 △122,180 －

5,859,913 5,800,363 15,120 384,509 12,059,907 △122,180 11,937,727
5,017,959 4,942,033 251,627 585,116 10,796,737 969,308 11,766,045

841,954 858,330 △236,507 △200,607 1,263,170 △1,091,488 171,682

1,656,783 2,724,037 247,700 1,090,166 5,718,687 5,009,591 10,728,279

49,486 204,968 273 8,123 262,852 32,576 295,428
161,518 352,789 － 103,448 617,757 23,886 641,644

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称

事業区分

メディア事業

エンタテイメント事業

金融サービス事業

その他事業

当社グループ事業は、様々なサービスをこれまで単一の事業として経営管理してきましたが、当連結会計年度より、多岐にわたるサービス
の収益管理を強化するため、各サービスを展開する主幹部門を明確にしたマネジメント体制を敷くことにいたしました。これに伴い、当連
結会計年度よりメディア事業、エンタテインメント事業、金融サービス事業、その他事業の各セグメントに分類表示することにいたしまし
た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　単位:千円　

メディア事業 その他 計 消去又は全社  連結

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高 

(1）外部顧客に対する

売上高

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高

計

営業費用

主要なサービス

広告、アフィリエイト広告、検索連動型広告等

営業利益(△損失)

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出

資産

減価償却費

３. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、5,009,591千円であり、
　　主なものは、当社での余資運用資金(現金及び現

 金同等物)、及び管理部門に係る資産であります。

４．会計方針の変更

（ストック・オプション等に関する会計基準)　

 主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、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」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）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
準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適用しております。これにより、メディア事業 17,829千円、エンタテイメント事業 11,504
千円、その他 2,727千円、及び消去又は全社 36,079千円それぞれ営業費用が増加し、営業利益が同額減少しております。
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当期連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」
(企業会計基準第４号 企業会計基準委員会平成17年11月29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。

コミュニティーサービス、オンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、イ
ンターネット接続サービス等

カードローン、クレジットサービス等

EC、新規事業等

２．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の金額は、969,308千円であり、

資本的支出

事業区分は、サービスの内容及び特性考慮して区分しております。
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（関連当事者との取引）

【修正前】

(被所有) ロイヤリティ 348,835

直接 売上原価 5,481

58.4% 販売促進 12,000

間接 業務委託 5,890

 1.8% 受取利息 4,231 － －

資金の寄託 1,271,506 － －

【修正後】

(被所有) ロイヤリティ 345,842

直接 売上原価 5,481

58.4% 販売促進 12,000

間接 業務委託 5,890

 1.8% 受取利息 4,231 － －

資金の寄託 1,271,506 － －

512未払金 東京都港区

51,809

議決権等の
被所有割合

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．親会社及び法人主要株主等

親会社
伊藤忠商事株
式会社

202,241  総合商社

業務支
援・商
標の使
用・資
金寄託
取引

－

買掛金

属性 会社等の名称 住所 科目取引の内容
事業の内容
又は職業

関係内容

役員の
兼任等

（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

　　  ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

ロイヤリティについては両社が協議して決定した契約上の料率に基づき支払っております。

資金の寄託については、グループファイナンスの基本契約に基づいて行っており、金利については、市場金利を勘案し、両者協議の上
で個別に決定しております。また、資金の寄託の取引金額については期中平均残高を記載しております。

資本金又は
出資金

（百万円）
事業上
の関係

取引金額
（千円）

期末残高
（千円）

期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金

（百万円）

事業の内容
又は職業

東京都港区 202,241

取引金額
（千円）

科目
議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容

48,667

未払金  512

（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

 総合商社 －

業務支
援・商
標の使
用・資
金寄託
取引

買掛金

親会社
伊藤忠商事株
式会社

　　  ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

ロイヤリティについては両社が協議して決定した契約上の料率に基づき支払っております。

資金の寄託については、グループファイナンスの基本契約に基づいて行っており、金利については、市場金利を勘案し、両者協議の上
で個別に決定しております。また、資金の寄託の取引金額については期中平均残高を記載しております。
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（１株当たり情報）

【修正前】

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

【修正はありませんので、記載を省略します。】 １株当たり純資産額 144,994円31銭

１株当たり当期純利益金額 7,342円65銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 7,007円23銭

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

項目

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額  【修正はありませんので、記載を省略します。】

当期純利益（千円） 433,675

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） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 433,675

期中平均株式数（株） 59,062.55

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 2,827.24

（うち新株予約権） (2,827.24)

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まれなかっ
た潜在株式の概要

 該当なし 

（１株当たり情報）

【修正後】

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

【修正はありませんので、記載を省略します。】 １株当たり純資産額 144,642円01銭

１株当たり当期純利益金額 6,977円22銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 6,658円49銭

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

項目

前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額  【修正はありませんので、記載を省略します。】

当期純利益（千円） 412,092

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） (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 412,092

期中平均株式数（株） 59,062.55

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 2,827.24

（うち新株予約権） (2,827.24)

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まれなかっ
た潜在株式の概要

 該当なし 
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（重要な後発事象）                                     

 【修正前】 【修正後】 

前連結会計年度 

（自 平成 17年４月 １日 

 至 平成 18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成 18年４月 １日 

  至 平成 19年３月 31日） 

当連結会計年度 

（自 平成 18年４月 １日 

  至 平成 19年３月 31日） 

【修正はありませんので、記載を省略しま

す】 

１．株式取得による会社等の買収 

イ．投資有価証券 

(1）概要及び目的 

資本提携及び業務提携 

(2）株式取得の相手会社の名称 

On Net USA 

(3）株式取得の相手会社の事業内容及び

規模 

a.事業内容 

インターネット技術に関する開発

及びマーケティング業務 

b.規模（平成 19年 3月期現在） 

資本金        78 千 US$ 

c.株式取得の時期 

平成 19年４月 11日 

d.取得する株式の数、取得価額及び

取得後の持分比率 

取得する株式の数 467,000 株 

取得価額     700 千 US$ 

（83,695 千円） 

持分比率         17.50％ 

 

ロ．関係会社株式 

(1）概要及び目的 

資本提携及び業務提携 

(2）株式取得の相手会社の名称 

株式会社ハッツ・アンリミテッド 

(3）株式取得の相手会社の事業内容及び

規模 

a.事業内容 

音楽ソフト作成・発売ビジネス・

原盤権利に関するビジネス。 

b.規模(平成19年３月 30 日現在) 

資本金       20,010千円 

c.株式取得の時期 

平成 19年４月 11日 

d.取得する株式の数、取得価額及び

取得後の持分比率 

取得する株式の数   2,270 株 

取得価額      49,940 千円 

持分比率        33.80％ 

 

１．株式の取得 

イ．投資有価証券 

(1）概要及び目的 

資本提携及び業務提携 

(2）株式取得の相手会社の名称 

On Net USA 

(3）株式取得の相手会社の事業内容及

び規模 

a.事業内容 

インターネット技術に関する開発

及びマーケティング業務 

b.規模（平成 19年 3月期現在） 

資本金        78 千 US$ 

c.株式取得の時期 

平成 19年４月 11日 

d.取得する株式の数、取得価額及び

取得後の持分比率 

取得する株式の数 467,000 株 

取得価額     700 千 US$ 

（83,695 千円） 

持分比率         17.50％ 

 

ロ．関係会社株式 

(1）概要及び目的 

資本提携及び業務提携 

(2）株式取得の相手会社の名称 

株式会社ハッツ・アンリミテッド 

(3）株式取得の相手会社の事業内容及

び規模 

a.事業内容 

音楽ソフト作成・発売ビジネス・

原盤権利に関するビジネス。 

b.規模(平成19年３月期現在) 

資本金       20,010千円 

c.株式取得の時期 

平成 19年４月 11日 

d.取得する株式の数、取得価額及び

取得後の持分比率 

取得する株式の数   2,270 株 

取得価額      49,940 千円 

持分比率        33.80％ 
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 【修正前】 【修正後】 

前連結会計年度 

（自 平成 17年４月 １日 

 至 平成 18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成 18年４月 １日 

  至 平成 19年３月 31日） 

当連結会計年度 

（自 平成 18年４月 １日 

  至 平成 19年３月 31日） 

 

２.事業の譲り受け 

化粧品 EC 事業の譲り受け 

(1)概要及び目的 

当社 EC 事業における取扱商品の拡

大のため、平成 19 年 3 月 20 日付けの

事業譲渡契約に基づき、化粧品 EC 事

業を譲り受ける。 

(2)譲り受ける相手会社の名称 

ユニライフジャパン株式会社  

(3)譲り受ける事業の内容  

化粧品 EC 事業 

(4)譲り受ける資産・負債の額 

継承する資産・負債はありません。 

(5)譲り受けの時期  

平成 19 年５月 1 日  

(6)事業の譲り受け価格 

300 百万円 

(7)支払いの時期 

当社によって事業の継承が確認できた

とき。 

(8)その他重要な事項 

当該事業に係るノウハウ等の有形無

形の財産の継承が完全になされない

場合は、当社の裁量により合意を解除

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

構成比 構成比 増減 構成比 増減

（％） （％） （千円） （％） （千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,215,179 4,236,633 4,236,633

２．売掛金 2,238,851 2,295,157 2,295,157

３．営業貸付金  200,000 － －

４．有価証券 － 310,000 310,000

５．商品 160,473 221,753 221,753

６．貯蔵品 108 2,044 2,044

７．前払金 195,021 191,446 191,446

８．前払費用 85,352 106,036 97,461

９．繰延税金資産 204,747 167,438 148,994

10．その他 63,613 62,802 62,802

 貸倒引当金 － △2,200 △2,200

流動資産合計 5,363,347 67.7 7,591,113 72.5 2,227,765 7,564,094 72.4 2,200,746

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 123,920 149,812 149,812

 　 減価償却累計額 39,205 84,714 55,595 94,217 55,595 94,217

(2）構築物 43,928 43,928 43,928

 　 減価償却累計額 35,360 8,567 43,928 － 43,928 －

(3）工具器具備品 273,670 288,356 288,356

 　 減価償却累計額 179,846 93,824 206,209 82,147 206,209 82,147

有形固定資産合計 187,106 2.4 176,364 1.7 △10,741 176,364 1.7 △10,741

２．無形固定資産

(1）権利金 342,521 105,410 105,410

(2）ソフトウェア 302,908 585,833 585,833

(3）ソフトウェア仮勘定 51,632 － －

(4）電話加入権 924 － －

(5）その他 － 3,625 3,625

無形固定資産合計 697,986 8.8 694,869 6.6 △3,117 694,869 6.6 △3,117

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 675,818 1,279,839 1,279,839

(2）関係会社株式  759,050 474,352 474,352

(3）長期前払費用  16,448 23,771 23,771

(4）繰延税金資産  17,829 42,520 42,520

(5）敷金保証金 197,790 194,653 194,653

投資その他の資産合計 1,666,935 21.1 2,015,137 19.2 348,201 2,015,137 19.3 348,201

固定資産合計 2,552,029 32.3 2,886,371 27.5 334,342 2,886,371 27.6 334,342

資産合計 7,915,376 100.0 10,477,484 100.0 2,562,107 10,450,465 100.0 2,535,088

【修正前】 【修正後】
当事業年度

対前年比 対前年比
（平成19年３月31日）

金額（千円）

前事業年度

（平成18年３月31日）

当事業年度

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）金額（千円）
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構成比 構成比 増減 構成比 増減

（％） （％） （千円） （％） （千円）

（負債の部）

流動負債

１．買掛金 636,136 646,115 695,110

２．未払金 247,619 313,627 274,632

３．未払費用 204,846 46,190 46,190

４．未払法人税等 18,037 324,764 299,015

５．未払消費税等 21,582 33,680 31,295

６．預り金  47,364 84,984 84,984

７．前受収益  853 1,062 1,062

８．返品調整引当金 － 4,036 4,036

９. 役員賞与引当金  － 14,991 －

流動負債合計 1,176,440 14.9 1,469,452 14.0 293,011 1,436,328 13.7 259,887

負債合計 1,176,440 14.9 1,469,452 14.0 293,011 1,436,328 13.7 259,887

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 2,219,433 28.0 － △2,219,433 － △2,219,433

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 2,505,433 － －

２．その他資本剰余金

資本金及び資本準備金減少
差益

134,881 － －

 資本剰余金合計 2,640,315 33.4 － － △2,640,315 － － △2,640,315

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金  8,604 － －

２．当期未処分利益 1,882,200 － －

 利益剰余金合計 1,890,804 23.9 － － △1,890,804 － － △1,890,804

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 △6,818 △0.1 － － 6,818 － － 6,818

Ⅴ　自己株式 ※２ △4,800 △0.1 － － 4,800 － － 4,800

資本合計 6,738,936 85.1 － － △6,738,936 － － △6,738,936

負債資本合計 7,915,376 100.0 － － △7,915,376 － － △7,915,376

【修正前】 【修正後】

当事業年度

対前年比

（平成19年３月31日）

金額（千円）

対前年比

金額（千円） 金額（千円）区分
注記
番号

前事業年度

（平成18年３月31日）

当事業年度

（平成19年３月31日）
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構成比 構成比 増減 構成比 増減

（％） （％） （千円） （％） （千円）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 3,222,632 30.7 3,222,632 3,222,632 30.8 3,222,632

２．資本剰余金

(1）資本準備金 － 3,508,632 3,508,632

(2）その他資本剰余金 － 134,881 134,881

 資本剰余金合計  － － 3,643,513 34.8 3,643,513 3,643,513 34.9 3,643,513

３．利益剰余金

(1）利益準備金 － 8,604 8,604

(2）その他利益剰余金

 繰越利益剰余金 － 2,096,449 2,102,554

利益剰余金合計  － － 2,105,054 20.1 2,105,054 2,111,159 20.2 2,111,159

４．自己株式 － － △4,800 0.0 △4,800 △4,800 0.0 △4,800

株主資本合計  － － 8,966,400 85.6 8,966,400 8,972,505 85.9 8,972,505

Ⅱ　評価・換算差額等

 その他有価証券評価差額金 － － △26,508 △0.3 △26,508 △26,508 △0.2 △26,508

評価・換算差額等合計  － － △26,508 △0.3 △26,508 △26,508 △0.2 △26,508

Ⅲ　新株予約権 － － 68,140 0.7 68,140 68,140 0.6 68,140

純資産合計  － － 9,008,032 86.0 9,008,032 9,014,137 86.3 9,014,137

負債純資産合計  － － 10,477,484 100.0 10,477,484 10,450,465 100.0 10,450,465

【修正前】 【修正後】

当事業年度

金額（千円）

当事業年度

対前年比

（平成19年３月31日）

金額（千円）

対前年比

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

前事業年度

（平成18年３月31日）
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(2）損益計算書

百分比 百分比 増減 百分比 増減

（％） （％） （千円） （％） （千円）

Ⅰ　売上高 9,318,252 100.0 11,028,028 100.0 1,709,776 11,028,028 100.0 1,709,776

Ⅱ　売上原価 3,471,134 37.3 5,328,244 48.3 1,857,109 5,345,828 48.5 1,874,694

売上総利益 5,847,118 62.7 5,699,784 51.7 △147,333 5,682,200 51.5 △164,918

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 5,280,545 47.9 5,280,545 5,263,988 47.7 324,853

１．広告宣伝費 320,370 － －

２．販売手数料 590,628 － －

３．販売促進費 190,495 － －

４．業務提携料 362,583 － －

５．ロイヤリティ 369,216 － －

６．役員報酬 64,943 － －

７．給料手当 1,084,834 － －

８．福利厚生費 122,329 － －

９．賞与 153,726 － －

10．退職給付費用 26,485 － －

11．業務委託費 827,275 － －

12．減価償却費 71,652 － －

13．ソフトウェア償却費 53,716 － －

14．事務所家賃  156,456 － －

15．その他 544,421 4,939,134 53.0 － － － △4,939,134 － － － △4,939,134

営業利益 907,984 9.7 419,239 3.8 △488,744 418,212 3.8 △489,772

【修正前】 【修正後】

金額（千円）

当事業年度

対前年比（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

金額（千円） 金額（千円）区分
注記
番号

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

対前年比

前事業年度 当事業年度

（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日
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百分比 百分比 増減 百分比 増減

（％） （％） （千円） （％） （千円）

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※２ 4,160 4,597 4,597

２．受取配当金 － 703 703

３．その他 3,373 7,533 0.1 593 5,894 0.1 △1,639 593 5,894 0.1 △1,639

Ⅴ　営業外費用

１．新株発行費 2,891 － －

２．株式交付費 － 10,019 10,019

３．コミットメントライン手 4,000 3,998 3,998
 数料

４．契約解除損失 － 2,444 2,444

５．消費税調整額 － 2,273 2,273

６．その他 － 6,891 0.1 104 18,840 0.2 11,949 104 18,840 0.2 11,949

経常利益 908,627 9.7 406,292 3.7 △502,334 405,265 3.7 △503,361

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 16,271 － －

２．関係会社株式売却益 ※５ － 816,902 816,902

３．投資有価証券売却益 － 16,271 0.2 28,040 844,942 7.7 828,670 28,040 844,942 7.7 828,670

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ 553 11,123 11,123

２．減損損失 ※４ 6,000 － －

３．関係会社株式評価損 － 132,527 132,527

４．中国オンラインゲーム ※６ － 270,959 270,959
 事業整理損失

５．美容室検索事業整理損失 ※７ － 138,582 138,582

６．クレーム処理損失 － 6,553 0.1 17,566 570,760 5.2 564,207 17,566 570,760 5.2 564,207

税引前当期純利益 918,344 9.8 680,474 6.2 △237,870 679,446 6.2 △238,898

法人税、住民税及び事業税 5,810 312,681 287,104

法人税等調整額 △217,896 △212,086 △2.3 26,131 338,812 3.1 550,899 44,575 331,679 3.0 543,766

当期純利益 1,130,431 12.1 341,661 3.1 △788,770 347,766 3.2 △782,665

前期繰越利益 792,821 － －

中間配当額  41,053 － －

当期未処分利益 1,882,200 － －

【修正前】 【修正後】

金額（千円）

当事業年度

対前年比（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

前事業年度 当事業年度

対前年比（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）
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売上原価明細書

百分比 百分比 増減 百分比 増減

（％） （％） （千円） （％） （千円）

Ⅰ　情報提供料 １  16.3 7.4 △167,505 7.4 △167,505

Ⅱ　ホスティング・フィー ２ 11.4 8.8 76,227 8.8 76,227

Ⅲ　オンラインゲーム原価 ３ 13.9 13.3 224,040 13.2 224,040

Ⅳ　ブロードバンド原価 ４ 11.3 25.2 949,762 25.1 949,762

Ⅴ　広告制作費用 5.1 7.7 232,985 7.7 235,653

Ⅵ　サービス提供料 ５ 3.1 2.0 △3,340 2.0 △6,751

Ⅶ  ＥＣ売上原価  13.6 14.4 291,916 14.2 284,916

Ⅷ　その他 25.3 21.2 253,022 21.6 278,349

売上原価 100.0 100.0 1,857,109 100.0 1,874,694

　 （注）１．情報提供料は当社サイト上に掲載するコンテンツの購入費用であります。

　　　　 ２．ホスティング・フィーは当社サイトのシステム運営費用であります。

　　　　 ３．オンラインゲーム原価はオンラインゲームの運営費用及び権利金の償却費、ゲームの権利元へのレベニューシェアであります。

　　　　 ４．ブロードバンド原価は当社ブロードバンドサービス「BB.excite」のインフラ費用であります。

　　　　 ５．サービス提供料はフリーメールやチャット及びサーチサービスなどの運営費用であります。

【修正前】 【修正後】

396,374

金額（千円）

101,927

758,062

471,831

707,101

1,340,370

412,908

当事業年度

対前年比（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

473,005

396,374

471,831

707,101

1,340,370

105,338

765,062

483,061

390,608

177,254

108,678

563,879

395,603

410,239

前事業年度 当事業年度

対前年比（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

879,042 1,131,924 1,157,251

3,471,134 5,328,244 5,345,828
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(3)株主資本等変動計算書

【修正前】

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

その他利益剰余
金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高(千円) 2,219,433 2,505,433 134,881 2,640,315 8,604 1,882,200 1,890,804 △4,800 6,745,754
事業年度中の変動額

新株の発行 1,003,198 1,003,198 1,003,198 2,006,396
剰余金の配当（注） △41,916 △41,916 △41,916
剰余金の配当 (中間配当) △45,495 △45,495 △45,495
役員賞与（注） △40,000 △40,000 △40,000
当期純利益 341,661 341,661 341,661

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

事業年度中の変動額合計(千円) 1,003,198 1,003,198 － 1,003,198 － 214,249 214,249 － 2,220,646

平成19年３月31日　残高(千円) 3,222,632 3,508,632 134,881 3,643,513 8,604 2,096,449 2,105,054 △4,800 8,966,400

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高(千円) △6,818 △6,818 － 6,738,936
事業年度中の変動額

新株の発行 2,006,396
剰余金の配当（注） △41,916
剰余金の配当 (中間配当) △45,495
役員賞与（注） △40,000
当期純利益 341,661

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

△19,690 △19,690 68,140 48,450

事業年度中の変動額合計(千円) △19,690 △19,690 68,140 2,269,096

平成19年３月31日　残高(千円) △26,508 △26,508 68,140 9,008,032

（注）利益（期末）配当金及び役員賞与は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

【修正後】

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

その他利益剰余
金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高(千円) 2,219,433 2,505,433 134,881 2,640,315 8,604 1,882,200 1,890,804 △4,800 6,745,754
事業年度中の変動額

新株の発行 1,003,198 1,003,198 1,003,198 2,006,396
剰余金の配当（注） △41,916 △41,916 △41,916
剰余金の配当 (中間配当) △45,495 △45,495 △45,495
役員賞与（注） △40,000 △40,000 △40,000
当期純利益 347,766 347,766 347,766

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

事業年度中の変動額合計(千円) 1,003,198 1,003,198 － 1,003,198 － 220,354 220,354 － 2,226,751

平成19年３月31日　残高(千円) 3,222,632 3,508,632 134,881 3,643,513 8,604 2,102,554 2,111,159 △4,800 8,972,505

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高(千円) △6,818 △6,818 － 6,738,936
事業年度中の変動額

新株の発行 2,006,396
剰余金の配当（注） △41,916
剰余金の配当 (中間配当) △45,495
役員賞与（注） △40,000
当期純利益 347,766

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

△19,690 △19,690 68,140 48,450

事業年度中の変動額合計(千円) △19,690 △19,690 68,140 2,275,201

平成19年３月31日　残高(千円) △26,508 △26,508 68,140 9,014,137

（注）利益（期末）配当金及び役員賞与は平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

その他資本剰余
金

資本剰余金合計
株主資本合計

資本剰余金 利益剰余金

利益準備金
資本金

利益剰余金合計
自己株式

株主資本

資本準備金

新株予約権 純資産合計

評価・換算差額等

利益剰余金

自己株式

株主資本

資本金 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 利益準備金 利益剰余金合計

資本剰余金

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
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当事業年度 当事業年度

（自　平成18年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

５． 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えて、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。

同左 同左

────── (2) 返品調整引当金  (2) 返品調整引当金 

将来予想される売上返品による
損失に備え、過去の返品率等を
勘案した将来の返品による損失
予想額を計上しております。 

将来予想される売上返品による
損失に備え、過去の返品率等を
勘案した将来の返品による損失
予想額を計上しております。 

────── (3) 役員賞与引当金 (3) 役員賞与引当金

当社は役員賞与の支出に備えて
当事業年度における、支給見込額
に基づき計上しております。

──────

重要な会計方針

項目

前事業年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

【修正前】 【修正後】
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会計処理方法の変更

前事業年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

──────

　当事業年度より、「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。

　当事業年度より、「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
8,939,891千円であります。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は
8,945,997千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部
については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の
財務諸表等規則により作成しております。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部
については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の
財務諸表等規則により作成しております。

　当事業年度より、「ストック・オプション等に関す
る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27
日）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」（企業会計基準適用指針第11号　平成18
年５月31日）を適用しております。

　当事業年度より、「ストック・オプション等に関す
る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27
日）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」（企業会計基準適用指針第11号　平成18
年５月31日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利
益は、それぞれ68,140千円減少しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利
益は、それぞれ68,140千円減少しております。

 　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」
（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用し
ております。

 　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」
（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用し
ております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益
は、それぞれ14,991千円減少しております。なお、セグメン
ト情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

当事業年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19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）

（ストック・オプション等に関する会計基準）

（役員賞与に関する会計基準) （役員賞与に関する会計基準)

　　至　平成19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）

（ストック・オプション等に関する会計基準）

【修正前】 【修正後】

当事業年度

（自　平成18年４月１日
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※１． ※１． ※１．

広告宣伝費  315,746千円  広告宣伝費  323,746千円 

販売手数料 422,866千円  販売手数料 422,866千円 

業務提携料 542,048千円  業務提携料 574,571千円 

ロイヤリティ 348,835千円  ロイヤリティ 345,842千円 

給料手当 1,231,217千円  給料手当 1,231,217千円 

業務委託費 791,106千円  業務委託費 793,201千円 

減価償却費 214,342千円  減価償却費 214,342千円 

役員賞与引当金繰入額 14,991千円  役員賞与引当金繰入額 ―　千円 

（損益計算書関係）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 ────── 販売費に属する費用のおおよその割合は81.9％、一般管理費に
属する費用のおおよその割合は18.1％であります。

主な費目及び金額は次のとおりであります。

当事業年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

【修正前】 【修正後】

当事業年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

販売費に属する費用のおおよその割合は82.3％、一般管理費に
属する費用のおおよその割合は17.7％であります。

主な費目及び金額は次のとおりであります。
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（税効果会計関係）

（流動の部）  （流動の部） 

繰延税金資産 繰延税金資産

未払費用 48,541 千円 未払費用 31,846 千円

未払事業税 30,681 千円 未払事業税 28,932 千円

未払事業所税 2,051 千円 未払事業所税 2,051 千円

未確定債務否認額 58,016 千円 未確定債務否認額 58,016 千円

たな卸資産評価損 25,772 千円 たな卸資産評価損 25,772 千円

その他 2,375 千円 その他 2,375 千円

繰延税金資産（流動）合計 167,438 千円 繰延税金資産（流動）合計 148,994 千円

（固定の部）  （固定の部） 

繰延税金資産 繰延税金資産

減価償却超過額 24,326 千円 減価償却超過額 24,326 千円

有価証券評価差額金 18,193 千円 有価証券評価差額金 18,193 千円

関係会社株式評価損 53,938 千円 関係会社株式評価損 53,938 千円

繰延税金資産小計 96,459 千円 繰延税金資産小計 96,459 千円

評価性引当額 △53,938 千円 評価性引当額 △53,938 千円

繰延税金資産（固定）合計 42,520 千円 繰延税金資産（固定）合計 42,520 千円

法定実効税率 40.7％ 法定実効税率 40.7％

（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない 9.5％ 交際費等永久に損金に算入されない 8.6％
住民税均等割 0.8％ 住民税均等割 0.8％

ＩＴ投資促進税制法人税額特別控除 △5.9％ ＩＴ投資促進税制法人税額特別控除 △5.9％

評価性引当額 7.9％ 評価性引当額 7.9％

前期確定申告差異 △3.3％ 前期確定申告差異 △3.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担 49.7％ 税効果会計適用後の法人税等の負担 48.9％

【修正はありませんので、記載を省略します。】 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳

前事業年度

（平成18年３月31日）

当事業年度

（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳

【修正前】 【修正後】

当事業年度

（平成19年３月31日）
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（１株当たり情報）

【修正前】

145,922円15銭

5,784円74銭

5,520円48銭

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

 該当なし

【修正後】

146,021円81銭

5,888円11銭

5,619円13銭

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。

 該当なし

341,661

59,062.55

当事業年度前事業年度

第９期 第10期

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益金額

341,661

－

(－)

2,827.24

（2,827.24)

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）

普通株式に係る当期純利益（千円）

普通株式の期中平均株式数（株）

当期純利益（千円）

普通株主に帰属しない金額（千円）

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

　　至　平成18年３月31日）

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

（自　平成17年４月１日

１株当たり当期純利益金額

１株当たり純資産額

前事業年度 当事業年度

（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

１株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

項目

第９期 第10期

（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 347,766

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）
（千円）

(－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 347,766

普通株式の期中平均株式数（株） 59,062.55

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まれなかっ
た潜在株式の概要

普通株式増加数（株） 2,827.24

（うち新株予約権（株）） （2,827.24)

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

【修正はありませんので、記載を省略します。】

【修正はありませんので、記載を省略します。】

【修正はありませんので、記載を省略します。】

【修正はありませんので、記載を省略します。】

　　至　平成18年３月31日）

項目

（うち新株予約権（株））

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まれなかっ
た潜在株式の概要

（うち利益処分による役員賞与金）
（千円）

　　至　平成19年３月31日）
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６．補足資料（連結）
(1）売上区分別の販売実績

金額（千円）
構成比
（％）

 金額（千円）
構成比
（％）

 金額（千円）
構成比
（％）

広告売上 4,465,736 47.3 5,198,381 43.5 5,198,381 43.5

課金コンテンツサービス売上 2,645,167 28.0 3,455,696 29.1 3,455,696 29.1

ブロードバンドサービス売上 763,888 8.1 1,830,833 15.3 1,830,833 15.3

ＥＣ売上 740,082 7.8 874,873 7.3 874,873 7.3

その他売上 817,686 8.7 577,940 4.8 577,940 4.8

売上高合計 9,432,561 100.0 11,937,727 100.0 11,937,727 100.0

注「課金コンテンツサービス売上」の内訳は以下のとおりです。

 フレンズ

 恋愛結婚

 オンラインゲーム

 音楽関連

 その他

合計

(2）販売費及び一般管理費の明細

区分

広告宣伝費 310,853 369,604 377,604

販売手数料 601,877 519,345 519,345

販売促進費 190,391 168,952 168,952

業務提携料 362,583 542,048 574,571

ロイヤリティ 369,216 348,835 345,842

役員報酬 64,943 129,823 129,823

役員賞与 － 14,991 －

給与手当 1,132,028 1,483,592 1,483,592

福利厚生費 125,856 150,903 150,903

賞与 155,532 105,927 64,907

退職給付費用 26,485 30,396 30,396

業務委託費 854,274 842,688 844,783

減価償却費 72,212 72,786 72,786

ソフトウエア償却費 53,716 145,089 145,089

事務所家賃 167,499 294,701 294,701

のれん償却額 － 15,244 15,244

その他 571,334 726,162 725,990

販売費及び一般管理費合計 5,058,806 5,961,094 5,944,537

【修正前】 【修正後】

63,891

3,455,696

1,005,768

1,337,368

3,455,696

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

　至 平成19年３月31日) 

837,729

211,438

【修正後】

837,729

211,438

1,005,768

1,337,368

63,891

　　至　平成19年３月31日）

金額（千円）

当連結会計年度

　　至　平成19年３月31日）

金額（千円）

　　至　平成18年３月31日）

（自　平成18年４月１日

当連結会計年度

(自 平成18年４月１日 

　至 平成19年３月31日) 

金額（千円） 

金額（千円）

金額（千円） 

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

当連結会計年度

（自　平成18年４月１日

43,471

【修正前】

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

　至 平成18年３月31日)

2,645,167

992,993

188,336

658,809

761,554

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

　至 平成19年３月31日) 

金額（千円）

前連結会計年度

(自 平成17年４月１日

　至 平成18年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成18年４月１日 

　至 平成19年３月31日) 
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