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(百万円未満切捨) 

１．平成 20 年３月期第１四半期の業績(平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日) 
(１)経営成績                               (％表示は対前年同四半期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益  経 常 利 益  四半期(当期)純利益

 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

20 年３月期第１四半期 893 － 90 － 90 － 45 －

19 年３月期第１四半期 － － － － － － － －

19 年３月期 3,494 24.5 294 4.9 274 △0.4 160 23.2

 

 
１株当たり四半期  
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

20 年３月期第１四半期 1,339 86 1,291 40

19 年３月期第１四半期 － － － －

19 年３月期 5,083 25 4,998 02

(注)平成 19 年 3月期第 3 四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成 19 年 3 月期第 1四半期及び対前年同四半期増減率等につい

ては記載しておりません。 

 
(２)財政状態                            

 総 資 産 株 主 資 本      自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

20 年３月期第１四半期 1,576 1,029 65.3 30,520 85

19 年３月期第１四半期 － － － － －

19 年３月期 1,627 984 60.5 29,180 99

(注)平成 19 年 3月期第 3 四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成 19 年 3 月期第 1四半期については記載しておりません。 

 
(３)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

20 年３月期第１四半期 32 △29 － 825
19 年３月期第１四半期 － － － －

19 年３月期 149 △88 171 821

(注)平成 19 年 3月期第 3 四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成 19 年 3 月期第 1四半期については記載しておりません。 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第１四半期末 
 百万円

20 年３月期第１四半期 －

19 年３月期第１四半期 －

 
３．平成 20 年３月期の業績予想(平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日) 
当四半期の業績は予定通り推移しており、平成19年５月15日に公表しました業績予想の見直しはおこなっておりません。 

(％表示は対前年同四半期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

通 期 3,900 350 350 200 5,926 45
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㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

４．その他 

(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

(3) 会計監査人の関与 ： 無 
 
※業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項 
業績予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれております。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場合があります。 
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㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

【定性的情報・財務諸表等】 
１． 経営成績に関する定性的情報 
 当四半期のわが国経済は、高止まりを続ける原油価格や米国のサブプライムローン問題などの影響を受け、景況感に若

干方向性が失われつつあるものの、鉄鋼、造船などの大手企業を中心として企業収益は順調に推移し雇用情勢も好転して

いることから、国内景気は緩やかな回復が続いております。 

 このような状況下、当四半期におきましては、モバイル事業、人材事業ともに、事業の更なる発展に取り組みました。 

 モバイル事業においては、モバイル P4P 広告（検索結果やコンテンツの内容に連動した広告）の新たな取組を開始し、

収益拡大を目指しました。人材事業においては、テクニカルアウトソーシングから人材紹介サービスへリソースを移しな

がら、粗利率の向上を目指しました。 

 その結果、当四半期の業績は、売上高 893 百万円、営業利益 90 百万円、経常利益 90 百万円、四半期純利益 45 百万円と

なりました。 

 

(１)モバイル事業 

 モバイル広告サービスにおいては、広告商品の充実を行いました。これまで展開していた、キーワード連動広告「アド

サーチ」に加え、平成 19 年 5月より、コンテンツ連動広告「アドページ」という、コンテンツの内容を解析し自動的にそ

の内容に適した広告を表示する、新しい商品を発表し、配信を開始いたしました。また、売上拡大の重要なファクターで

ある、広告単価に着目し、オークションによる広告販売を同年６月より開始しております。こうした取組をモバイル広告

業界で他社に先駆けて本格展開することで、P4P 広告のリーティングカンパニーの地位をより確固たるものにして参りま

す。 

 モバイルコンテンツサービスにおいては、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが展開する FOMA904i シリーズ「直感ゲー

ム」対応アプリ「くにおくんのまっはたたき」を 904i シリーズ発売とほぼ同時にリリースしたのをはじめ、熱血硬派シリ

ーズのアプリ配信に注力した結果、会員数は堅調に推移いたしました。今後は、ゲームコンテンツのみならず、その他の

自社媒体拡充に注力して参ります。 

 モバイルソリューションサービスにおいては、株式会社三洋販売の海物語シリーズのゲームアプリ開発が順調に推移い

たしました。 

 この結果、当四半期における、モバイル事業の売上は、430 百万円となりました。 

 

(２)人材事業 

 テクニカルアウトソーシングサービスおよび人材派遣サービスにおいては、ＩＴ、インターネット業界の慢性的な人員

不足の中、他社に先んじて技術者のコミュニティ化を進めていたことが奏功し、自社媒体「ＣＲＯＯＺ!キャリア」での集

客を中心に登録者数を確保いたしました。 

 人材紹介サービスにおいては、雇用環境の好転から求人数が急増する中、登録者の確保が収益拡大の重要なポイントに

なっていましたが、単月ベースで前期末を超える登録者数を確保することに成功した結果、収益拡大が順調に進みました。 

 この結果、当四半期における、人材事業の売上は、462 百万円となりました。 
 
２．財政状態に関する定性的情報 
(１)財政状態の変動状況 

 当四半期末における総資産は、主に売上高が順調に推移しているものの、回収期間が短縮されてきたことにより、売掛

金が減少し、前事業年度末に比べ 50 百万円減の 1,576 百万円となりました。負債合計は、主に買掛金等の減少により、前

事業年度末に比べ 95 百万円減の 546 百万円となりました。純資産合計は、四半期純利益 45 百万円を計上したことにより、

1,029 百万円となりました。 
 

(２)キャッシュ･フローの状況 
 当四半期末の現金及び現金同等物(以下｢資金｣という。)は、前事業年度末に比べ 3 百万円増の 825 百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が 77 百万円となった中で、主に、売上債権が 79 百万円減、

仕入債務等が 72 百万円減、法人税等の支払 55 百万円となり、営業活動の結果得られた資金は 32 百万円となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に自社利用ソフトウェアの製作等による無形固定資産の取得等により、投資

活動の結果使用した資金は 29 百万円となりました。 

 
３．業績予想に関する定性的情報 
 当社は、モバイル事業と人材事業にバランスをとりながら経営資源を配分してまいりますが、モバイル広告サービスを

当社の成長ドライバーとして、更に注力してまいります。急速に成長するモバイル広告市場において、モバイル P4P 広告

は、今後の市場成長を加速させるとして、注目を集めており、当社も検索連動広告「アドサーチ」、コンテンツ連動広告「ア

ドページ」を中心として、更なる収益拡大に取り組んでまいります。同様に人材紹介サービスについても、人的資源を投

入し、粗利率向上に取り組んで参ります。 

 現時点において、平成 19 年５月 15 日に発表した通期の業績予想に変更はありません。尚、当該業績予想は、現在当社

が入手可能な情報に基づき作成したもので、実際の業績は、今後の様々な要因によって異なる可能性があります。 
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㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

４．(要約)四半期財務諸表 
(１)(要約)四半期貸借対照表 

 
当四半期末 

(平成20年３月期 
 第１四半期末) 

(参考)前期末 
(平成19年３月期末) 

科目 
注記
番号 

金額(千円) 
構成比
(%) 

金額(千円) 
構成比
(%) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  825,290  821,926

２．売掛金  445,486  520,388

３．たな卸資産   13,647  6,404

４．その他  28,263  30,817

貸倒引当金  △7,777  △6,724

流動資産合計  1,304,911 82.8  1,372,811 84.4

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１ 50,040 3.2  52,056 3.2

２．無形固定資産   

(1)ソフトウエア  108,372  97,572

(2)その他  561  577

無形固定資産合計  108,934 6.8  98,150 6.0

３．投資その他の資産   

(1)敷金・保証金  112,731  104,132

投資その他の資産合計  112,731 7.2  104,132 6.4

固定資産合計  271,706 17.2  254,339 15.6

資産合計  1,576,618 100.0  1,627,151 100.0
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㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 
当四半期末 

(平成20年３月期 
 第１四半期末)  

(参考)前期末 
(平成19年３月期末) 

科目 
注記
番号 

金額(千円) 
構成比
(%) 

金額(千円) 
構成比
(%) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  406,279  436,216 

２．未払金  59,767  54,824 

３．未払法人税等  30,420  59,168 

４．その他  ※２ 50,138  92,007 

流動負債合計  546,606 34.7  642,216 39.5

Ⅱ 固定負債  24 0.0  163 0.0

負債合計  546,630 34.7  642,380 39.5

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金  316,697 20.1  316,697 19.5

 ２．資本剰余金  306,697 19.4  306,697 18.8

 ３．利益剰余金  406,592 25.8  361,375 22.2

株主資本合計  1,029,987 65.3  984,770 60.5

純資産合計  1,029,987 65.3  984,770 60.5

負債純資産合計  1,576,618 100.0  1,627,151 100.0

    

(注)１．平成19年３月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成19年３月期第１四半期との比較は行っておりません。 

   ２．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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㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(２)(要約)四半期損益計算書 

 
当四半期 

(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

科目 
注記
番号 

金額(千円) 
百分比
(%) 

金額(千円) 
百分比
(%) 

Ⅰ 売上高  893,492 100.0  3,494,028 100.0

Ⅱ 売上原価  556,599 62.3  2,392,280 68.5

売上総利益  336,892 37.7  1,101,748 31.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  246,221 27.6  807,275 23.1

営業利益  90,670 10.1  294,473 8.4

Ⅳ 営業外収益  10 0.0  327 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※１ 17 0.0  20,671 0.6

経常利益  90,663 10.1  274,130 7.8

Ⅵ 特別損失 ※２ 13,180 1.4  795 0.0

税引前四半期(当期)純利
益 

 77,483 8.7  273,334 7.8

法人税、住民税及び事業税  28,889 111,572  

法人税等調整額  3,377 32,266 3.6 1,289 112,862 3.2

四半期(当期)純利益  45,216 5.1  160,472 4.6

    

(注)１．平成19年３月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成19年３月期第１四半期との比較は行っておりません。 
   ２．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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㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(３)(要約)四半期株主資本等変動計算書 
当四半期(平成20年３月期第１四半期)      

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本 
合計 

純資産 
合計 

平成19年３月31日残高(千円) 316,697 306,697 361,375 984,770 984,770 

当四半期中の変動額   

四半期純利益 － － 45,216 45,216 45,216 

四半期中の変動額合計(千円) － － 45,216 45,216 45,216 

平成19年６月30日残高(千円) 316,697 306,697 406,592 1,029,987 1,029,987 

 

(参考)前期(平成19年３月期)       

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本 
合計 

純資産 
合計 

平成18年3月31日残高(千円) 135,347 125,347 200,903 461,598 461,598 

事業年度中の変動額   

新株の発行 181,350 181,350 － 362,700 362,700 

当期純利益 － － 160,472 160,472 160,472 

事業年度中の変動額合計(千円) 181,350 181,350 160,472 523,172 523,172 

平成19年３月31日残高(千円) 316,697 306,697 361,375 984,770 984,770 

(注)１．平成19年３月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成19年３月期第１四半期の記載はしておりません。 

   ２．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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㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(４)(要約)四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当四半期 

(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期(当期)純利益  77,483 273,334 

減価償却費  12,582 45,929 

貸倒引当金の増減額(△減少額)  1,052 1,684 

受取利息及び受取配当金  － △219 

支払利息  17 771 

上場関連費用  － 14,535 

株式交付費  － 5,333 

固定資産除却損  － 795 

売上債権の増減額(△増加額)  79,355 △138,147 

たな卸資産の増減額(△増加額)  △7,243 6,835 

仕入債務の増減額(△減少額)  △28,798 118,749 

未払消費税等の増減額(△減少額)  △4,796 △410 

その他資産の増減額(△増加額)  △2,101 4,021 

その他負債の増減額(△減少額)  △39,245 △29,285 

小計  88,306 303,929 

利息及び配当金の受取額  － 219 

利息の支払額  △17 △442 

法人税等の支払額  △55,475 △154,392 

営業活動によるキャッシュ・フロー  32,813 149,315 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  － △25,085 

無形固定資産の取得による支出  △20,849 △64,152 

敷金保証金の預入による支出  △8,899 － 

敷金保証金の償還による収入  300 400 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △29,449 △88,838 
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㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

  
当四半期 

(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額(△減少額)  － △82,000 

長期借入金の返済による支出  － △89,445 

株式の発行による収入  － 342,830 

財務活動によるキャッシュ・フロー  － 171,385 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額)  3,364 231,862 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  821,926 590,063 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(当期)残高 ※ 825,290 821,926 

    

(注)平成19年３月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成19年３月期第１四半期との比較は行っておりません。 
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㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(５)四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当四半期 

(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

たな卸資産 

 仕掛品 

 個別法による原価法を採用してお

ります。 

たな卸資産 

 仕掛品 

同 左 

２．固定資産の減価償却

の方法 

(１) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物付属設備を除く)につい

ては、定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

  建物     ３年～24年 

  工具器具備品 ３年～15年 

 (２) 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(５年以

内)に基づく定額法によっております。 

(１) 有形固定資産 

同 左 

   

 

 

 

 

 

 

 (２) 無形固定資産 

同 左 

  

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念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。 

貸倒引当金 

同 左 

４．リース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 

同 左 

５．四半期キャッシュ・

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 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３か月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

 

同 左 

６．その他四半期財務諸

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 

   税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同 左  
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㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(６)四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 
当四半期 

(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

 

 
 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

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。 
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㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(７)四半期財務諸表に関する注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

当四半期 
(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 23,202千円 

※２ 消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上金額的

に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。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 21,185千円 

※２      同 左 

 
 
(四半期損益計算書関係) 

当四半期 
(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

※１ 営業外費用の主要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

   支払利息                17千円 

    

 

※２ 特別損失の主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 

   ライセンス費用         13,180千円 

 ３ 減価償却実施額 

   有形固定資産          2,016千円 

   無形固定資産          10,566千円 

※１ 営業外費用の主要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

   支払利息               771千円 

   上場関連費用          14,535千円 

   株式交付費                      5,333千円 

※２ 特別損失の主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。 

   固定資産除却損            795千円 

 ３ 減価償却実施額 

   有形固定資産          9,882千円 

   無形固定資産          36,046千円 
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㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当四半期(平成20年３月期第１四半期) 

１．発行済株式に関する事項 
 前期末 増加 減少 当四半期末 

普通株式(株) 33,747 － － 33,747

２．自己株式に関する事項 
  該当事項はありません。 
３．新株予約権に関する事項 
  該当事項はありません。 
４．配当に関する事項 
  該当事項はありません。 

 
(参考)前期(平成19年３月期) 

１．発行済株式に関する事項 

 前期末 増加 減少 当期末 

普通株式 31,247 2,500 － 33,747

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りです。 

  上場に伴う公募による増加   2,500 株 

２．自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

３．新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

 
 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 
当四半期 

(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び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 

現金及び預金勘定 825,290千円  

現金及び現金同等物 825,290千円  
 

現金及び預金勘定 821,926千円  

現金及び現金同等物 821,926千円  
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(リース取引関係)  
当四半期 

(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

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)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び四半期末残高相当額 

(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) 

四半期末
残高相当
額 
(千円) 

工具器具備品 43,955 15,909 28,046

合計 43,955 15,909 28,046

  

 

 
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) 

工具器具備品 46,972 16,499 30,473

合計 46,972 16,499 30,473

  

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

１年内 8,372千円

１年超 20,470千円

合計 28,842千円
  

 
１年内 8,757千円

１年超 22,434千円

合計 31,192千円
  

(３)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(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 2,657千円

減価償却費相当額 2,427千円

支払利息相当額 308千円
  

 
支払リース料 16,568千円

減価償却費相当額 14,240千円

支払利息相当額 2,344千円
  

(４) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(４) 減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

(５) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

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 

 
 
(有価証券関係) 

当四半期(平成 20 年３月期第１四半期) 

該当事項はありません。  

(参考)前期(平成 19 年３月期) 

該当事項はありません。 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

当四半期(平成 20 年３月期第１四半期) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

(参考)前期(平成 19 年３月期) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

 
－14－ 



㈱ウェブドゥジャパン(2138) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(持分法損益等) 

当四半期(平成 20 年３月期第１四半期) 

該当事項はありません。  

(参考)前期(平成 19 年３月期) 

該当事項はありません。 

 

 
(ストック・オプション等関係) 

当四半期(平成 20 年３月期第１四半期) 

 
第１回 

ストック・オプション

第２回 

ストック・オプション

第３回 

ストック・オプション 

第４回 

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 
当社取締役 ２名 

当社従業員 38 名 

当社取締役 ３名 

当社監査役 １名 
当社従業員 62 名 当社監査役 １名 

ストック・オプション数(注) 普通株式  985 株 普通株式 5,005 株 普通株式  62 株 普通株式  １株 

付与日 平成17年８月30日 平成17年８月30日 平成18年３月30日 平成18年３月30日 

権利確定条件 

付与日(平成 17 年８月

30日)において、当社、

当社子会社又は当社

の関係会社の役員又

は従業員であること 

付与日(平成 17 年８月

30日)において、当社、

当社子会社又は当社

の関係会社の役員又

は従業員であること 

付与日(平成 18 年３月

30日)において、当社、

当社子会社又は当社

の関係会社の役員又

は従業員であること 

付与日(平成 18 年３月

30日)において、当社、

当社子会社又は当社

の関係会社の役員又

は従業員であること 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定め

なし 

対象勤務期間の定め

なし 

対象勤務期間の定め

なし 

対象勤務期間の定め

なし 

権利行使期間 
自 平成19年８月31日

至 平成27年８月30日

自 平成17年８月31日

至 平成27年８月30日

自 平成20年３月14日 

至 平成28年３月13日 

自 平成18年３月30日

至 平成28年３月13日

権利行使価格(円) 35,000 35,000 185,000  185,000 

公正な評価単価(円) － － － － 

(注) 株式数に換算して記載しております。 
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(１株当たり情報) 

当四半期 
(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

 

１株当たり純資産額 30,520.85円 

１株当たり四半期純利益 1,339.86円 

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益 

1,291.40円 

  

 

１株当たり純資産額 29,180.99円 

１株当たり当期純利益 5,083.25円 

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益 

4,998.02円 

  
(注)算定上の基礎 
１． １株当たり純資産額 

 
当四半期 

(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

四半期(当期)末純資産額(千円) 1,029,987 984,770 

普通株式に係る四半期(当期)末純資産額(千円)            1,029,987      984,770 

差額の主な内訳(千円) － － 

普通株式の発行済株式数(株) 33,747 33,747 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株

式数(株) 
33,747 33,747 

 
２． １株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額 

 
当四半期 

(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

四半期(当期)純利益金額(千円) 45,216 160,472 

普通株式に係る四半期(当期)純利益金額(千円) 45,216 160,472 

普通株主に帰属しない金額(千円)                    －          － 

普通株式の期中平均株式数(株) 33,747 31,568 

四半期(当期)純利益調整額(千円) － － 

普通株式増加数(株) 1,266 602 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期(当期)純利益金額の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

－ 

①平成18年３月13日臨時株主総

会決議に基づく新株予約権40個

②平成18年３月13日臨時株主総

会決議に基づく新株予約権1個
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【生産、受注及び販売の状況】 

(１)生産実績 

生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 
当四半期 

(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

モバイル事業      (千円) 82,884 463,051 

人材事業        (千円) － － 

合計(千円) 82,884 463,051 

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．人材事業及びモバイル事業のモバイル広告サービスについては、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため省

略しております。 

３．平成19年３月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成19年３月期第１四半期との比較は行っておりません。 

 

(２)受注状況 

受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

当四半期 
(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

事業部門別 

受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 

モバイル事業 274,848 86,367 1,097,662 38,801 

人材事業 － － － － 

合計   1,097,662 38,801 

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．人材事業及びモバイル事業のモバイル広告サービスについては、生産実績と同様の理由により、記載を省略しております。 

３．平成19年３月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成19年３月期第１四半期との比較は行っておりません。 

 
(３)販売実績 

販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 
当四半期 

(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

モバイル事業      (千円) 430,562 1,626,425 

人材事業        (千円) 462,930 1,867,602 

合計(千円) 893,492 3,494,028 

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主要な販売先に対する販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
当四半期 

(平成20年３月期 
 第１四半期) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

相手先 

金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 割合(%) 

株式会社三洋販売 94,462 10.6 408,589 11.7 

３．平成19年３月期第３四半期から四半期財務諸表を作成しているため、平成19年３月期第１四半期との比較は行っておりません。 
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