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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 2,820 3.3 △202 － △195 － △371 －

18年９月中間期 2,729 － 140 － 140 － 88 －

19年３月期 5,982 － 494 － 496 － 275 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △6,209 53 － －

18年９月中間期 1,488 71 1,461 33

19年３月期 4,605 71 4,526 30

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(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

19年９月中間期 5,291 4,354 81.6 72,154 64

18年９月中間期 5,755 4,572 78.1 75,274 49

19年３月期 6,403 4,762 73.3 78,364 16

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,319百万円 18年９月中間期 4,495百万円 19年３月期 4,691百万円

(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

19年９月中間期 △63 △277 △109 1,964

18年９月中間期 111 △1,484 － 1,962

19年３月期 1,021 △1,950 9 2,416

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

20年３月期 0 00 0 00 － －

20年３月期（予想） － － 0 00 0 00 0 00

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）

（％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
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 6,024 0.7 33 △93.3 41 △91.7 △279 － △4,660 72
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４．その他

(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）　無

(2）中間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（中間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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 59,862株 18年９月中間期 59,715株 19年３月期 59,862株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 2,072 0.8 △54 － △40 － △425 －

18年９月中間期 2,054 37.4 172 108.1 176 117.3 117 45.4

19年３月期 4,638 － 550 － 561 － 327 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △7,105 41

18年９月中間期 1,975 86

19年３月期 5,489 83

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 4,930 4,339 88.0 72,493 47

18年９月中間期 5,482 4,545 82.9 76,114 98

19年３月期 6,094 4,764 78.2 79,598 87

（参考）自己資本 19年９月中間期 4,339百万円 18年９月中間期 4,545百万円 19年３月期 4,764百万円

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）

（％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
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 4,028 △13.2 42 △92.4 64 △88.6 △413 － △6,899 20

※　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４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間における我が国の経済は、減速する米国経済や為替動向等が景気動向の不安要素となっている

ものの、企業収益の拡大を背景に個人消費も堅調に推移し、景気は引続き緩やかな回復基調が続いてまいりました。

　携帯電話加入契約数は、平成19年９月末には前年同期比5.9％増の9,933万となり、第３世代移動通信サービス（３

G）対応の携帯電話契約数は前年同期比38.1％増の7,932万に達しました（出所：社団法人電気通信事業者協会）。平

成18年４月１日よりサービス開始となりました「ワンセグ」の視聴可能携帯電話出荷台数が平成19年８月末までに

1,324万台（出所：社団法人電子情報技術産業協会）と急激に普及するなど、今後とも携帯電話の多様化・多機能化に

よるサービスの市場拡大が予想されます。また、端末・通信料金体系の変更等、キャリア間の競争は激しさを増し、

当社を取り巻く環境は、これまでにない大きな変革期に入っております。

　このような状況下、エンタテインメントセグメントにおいては、新規サイトの立ち上げならびに既存サイトの充実

に取り組み、また、事業収益の拡大を目指し、主にWebサイト上で主婦を対象としたマーケティング事業や広告事業を

行う株式会社ジェイ・マーチを子会社化し共同展開を図りました。メディアセグメントにおいては、EPG事業の拡大な

らびに放送と通信の連携分野でのサービス展開、また、子会社株式会社NANOぴあと共同で各地域におけるクロスメディ

ア事業に取り組んでまいりました。

　一方で当社は、平成19年４月27日の平成19年３月期決算発表時に公表致しました平成20年３月期個別及び連結の中

間期（平成19年４月1日～平成19年９月30日）の業績予想を修正致しました。その理由は以下のとおりです。

（個別）

　前回業績見通し時に比べ、売上高は予想を上回り、利益率の改善と管理部門の管理費削減効果もあり、営業損失、

経常損失とも前回見通し時に比べ大きく改善致しましたが、財務の健全性を積極的に確保する目的から以下のとおり

特別損失を計上した結果、中間純損失は前回見通し時に比べ下回ることとなりました。

（連結）

　上記個別業績による影響等により、連結売上高は前回業績見通しに比べ上回りましたが、改善した個別の業績に対

して連結子会社の収益化が予定より多少遅れていることから、営業損失、経常損失とも前回業績見通し時とほぼ同等

の結果となりました。一方、以下のとおり特別損失を計上した結果、中間純損失は前回見通し時に比べ大幅に下回る

こととなりました。

（特別損失の内訳）

 個別、連結各々の内訳は以下のとおりです。

 個別）

 ①固定資産の減損損失 43百万円  （一部取引先との業務受託契約の変更に伴う損失）

 ②固定資産の除却損失 56百万円  （陳腐化したサーバー等の機器の除却等)

 ③投資有価証券評価損 39百万円  （出資先業績の影響による株式評価損）　

 ④投資損失引当金繰入 295百万円 （NANOぴあに対する株式投資損失引当）

　　　　 特別損失合計 436百万円

 連結）

 ①上記個別①+②+③ 140百万円 

 ②のれんの減損損失 229百万円 （NANOぴあの収益化遅れによるのれんの減損損失）

 　　　特別損失合計 369百万円

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は2,820百万円（前年同期比103.3％）となりました。減価償却費の増加、

一部顧客との業務受託契約の変更および子会社株式会社NANOぴあの立ち上がりの多少の遅れによる先行経費の発生に

より195百万円の経常損失（前年同期の経常利益は140百万円）となりました。また、上記特別損失の内訳に記載のと

おり、株式会社NANOぴあの立ち上がり遅延に伴うのれんの一部減損や固定資産の減損、陳腐化サーバー等の除却等の

資産のリストラを進め369百万円の特別損失を計上した結果、371百万円の中間純損失（前年同期の中間純利益は88百

万円）となりました。

　各セグメント別の業績については次のとおりであります。

①　エンタテインメントセグメント

　エンタテインメントセグメントにおきましては、株式会社フジテレビジョンとの協業案件である「CXアーティスト

NUDE」にてインディーズサイトを立ち上げ、リアルコンサートとの連動を図りました。また、eコマースシステムを不

二製油グループに納入する等、収益の拡大を図りました。また、親子がいつでも楽しめるおうたサイト「Picsong（ピ

クソン）」、株式会社エムアップとの協業案件であるデコレーションメールサイト「アーティスト公式デコメ」を開

設する等、更なるコンテンツの拡充に努めました。また、主にWebサイト上で主婦を対象としたマーケティング事業や

広告事業を行う株式会社ジェイ・マーチを平成19年４月より子会社化し、コミュニティサイトの運営、リサーチマー
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ケティング事業等の共同展開を開始いたしました。しかしながら、一部顧客との業務受託契約の変更等があった結果、

エンタテインメントセグメントの売上高は1,412百万円（前年同期比94.3％）、営業利益は146百万円（前年同期比

45.1％）となりました。

②　メディアセグメント

　メディアセグメントにおきましては、EPGアプリや各キャリア向けワンセグアプリのプリインストール提供が昨年に

引続き堅調に推移し、EPG事業における課金収入ならびにロイヤリティ収入が共に拡大しました。また、KDDI株式会社

向夏モデルのアプリ納入により増収となりました。連結子会社の株式会社NANOぴあにおいては支社を九州地区、中国

地区、四国地区に開設、「隔週刊TVぴあ」や「タウン情報高知」の出版を端緒として、広島地域での「タウン情報広

島」の出版開始や、四国地区における「デートぴあ」の出版開始等、各地域でのクロスメディア事業を推進してまい

りました。その結果、メディアセグメントの売上高は1,407百万円（前年同期比114.3％）となりましが、減価償却費

の増加や株式会社NANOぴあの立ち上がりの多少の遅れによる先行経費の発生が重く、営業損失は105百万円（前年同期

の営業利益は３百万円）になりました。

　当期（平成19年４月１日～平成20年３月31日）の見通しにつきましては次のとおりであります。

　当期における当社グループを取り巻く環境は、携帯電話加入契約数の成長は鈍化するものの、携帯電話の高性能化

や通信環境の広域化、パケット通信料定額制の普及等により携帯電話向コンテンツの需要は高まると同時にユーザー

ニーズの変化が予想されます。

　モバイルコンテンツ配信分野においては、従来のキャリア公式サイトの利用に加え、一般サイト(キャリア公式サイ

ト以外のサイト)の利用者増加や、携帯電話と放送、雑誌に連動したクロスメディア型コンテンツのニーズが高まるこ

とが予想されます。また、地上デジタル放送「ワンセグ」の視聴可能携帯電話利用者が急速に増加しており、今後、

携帯電話と放送とが連携するコンテンツ等のニーズが高まることが予想されます。

　このような状況下、エンタテインメントセグメントにつきましては、新規キャリア公式サイトの立ち上げ及び既存

サイトのコンテンツ充実や、広告事業等の新規事業に積極的に取り組んでまいります。当期に子会社化した株式会社

ジェイ・マーチは、下期からの収益化が見込まれます。

　メディアセグメントにつきましては、引続きワンセグチューナー付携帯電話を始めとしたプリインストールアプリ

の増加によるロイヤリティ収入の増加、キャリア向アプリ納入並びに有料会員数の増加を計画しております。株式会

社NANOぴあにつきましては、地域情報誌等の出版事業の更なる拡大と合わせ、地域情報ネットワークの構築を進め、

下期からの黒字化を見込んでおります。当社グループでは、当事業の将来性を鑑み、引続き携帯電話を活用した放送

と連携する新規サービスや、携帯電話と出版物とが連携するクロスメディア事業の拡大を推進しております。

　一方で当社は、平成19年4月27日の平成19年３月期決算発表時に公表致しました平成20年３月期個別及び連結の通期

（平成19年４月1日～平成20年３月31日）の業績予想を修正いたしました。その理由は以下のとおりです。

（個別）

　中間期で一部下期売上予定の案件が前倒しされたことや一部開発受託案件の売上計上方式の見直し（売上から外注

先仕入れのネット計上）を考慮した結果、売上、営業利益、経常利益ともに前回見通し時に比べ下回る見込みとなり

ました。また、当期純利益に関しましては、中間期に計上した特別損失の影響を加味し、一部税効果を認識した結果、

前回見通し時に比べ大幅に下回り、当期純損失となる見込みとなりました。

　以上の結果、当期の個別業績予想につきましては、売上高が4,028百万円（前期比86.8％）、営業利益が42百万円

（前期比7.6％）、経常利益が64百万円（前期比11.4％）、及び当期純損失が413百万円（前期の当期純利益は327百万

円）の見込みとなりました。

（連結）

　中間期の連結業績の反映、個別の通期業績予想に加え、連結子会社である株式会社NANOぴあ及び株式会社ジェイ・

マーチにおいて当初見込んでいた案件のスタートの遅れによる前回見通し時損益の未達が見込まれる為、売上高、営

業利益、経常利益とも前回見通し時に比べ下回る見込みであります。また上記の連結における特別損失の影響より当

期純利益は、前回見通し時に比べ大幅に下回り、当期純損失となる見込みとなりました。

　以上の結果、当期の連結業績予想につきましては、売上高が6,024百万円（前期比100.7％）、営業利益が33百万円

（前期比6.7％）、経常利益が41百万円（前期比8.3％）および当期純損失が279百万円（前期の当期純利益が275百万

円）の見込みとなりました。

(2）財政状態に関する分析

  当中間連結会計期間末における総資産は、5,291百万円となり前連結会計年度末比1,111百万円の減少となりました。

その主な要因は、売掛金の回収が進んだことから売上債権が403百万円減少したこと、有形・無形固定資産が減価償却

等により277百万円減少したこと等によるものであります。また純資産は4,354百万円となり、自己資本比率は8.3ポイ

ント改善いたしました。
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　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は売上債権の減少等による増加はあったもの

の、預り金の減少及び有形・無形固定資産の取得による支出等により、前連結会計年度末に比べ451百万円減少し、当

中間連結会計期間末における資金は1,964百万円となりました。

 　　 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）

 　　　 営業活動により使用した資金は、63百万円となりました。

 　　　 これは、売上債権の減少428百万円、減価償却費290百万円、のれん償却額132百万円及び減損損失273百万円等の

　　　発生があったものの、税金等調整前中間純損失541百万円の発生、仕入債務の減少113百万円、預り金の減少392百

　　　万円及び法人税等の支払214百万円等があったことによるものであります。

 　　 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　　　 投資活動により使用した資金は277百万円となりました。

 　　　 これは、有形固定資産売却による収入100百万円等があったものの、有形・無形固定資産の取得による支出390百

　　　万円があったこと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）

 　　　 財務活動により使用した資金は109百万円となりました。

 　　　 これは連結子会社の第三者割当増資による収入105百万円があったものの、長期借入金214百万円を返済したこと

　　　によるものであります。

      当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年３月期 平成19年９月中間期 

自己資本比率（％） 73.3 81.6

時価ベースの自己資本比率（％） 200.1 73.3

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － －

　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 　 　※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としており

　ます。

　※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャ

　ッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

　※連結財務諸表は、前連結会計年度より作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。

 　 　※有利子負債及び利払いがないため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては記載してお

　　　　ります。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主への長期的かつ安定的な利益還元を重要な経営課題として認識しており、毎期の業績、財政状況を勘

案しながら検討していく所存であります。しかしながら、当社は、未だ成長過程であることから、企業体質の強化、

将来の積極的な事業投資を図るために配当を行っておりません。

　今後につきましては、将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを図りながら毎期の業績、財政状況を

勘案し、配当等による株主への利益還元を検討していく所存であります。

　また、平成18年５月に施行されました会社法により配当に関する制限が緩和されましたが、今後の利益配分の方針

に関しましても検討していく所存であります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は本中間決算短信の提出日現在において判断し

たものであります。

①　当社グループの業績について

　　当社は、平成11年４月に設立され、第９期を経過したのみであり、期間業績比較を行なうために十分な期間の経

　営指標が得られない状況であります。また、平成19年３月期より子会社株式会社NANOぴあの業績および当連結会計

　年度より子会社株式会社ジェイ・マーチの業績を連結しているため、過年度の経営成績は、今後の売上高、利益等

　の成長を判断する材料としては不十分である可能性があります。

②　特定キャリアへの依存について

　　当社は、株式会社NTTドコモのiモード、KDDI株式会社のEZwebおよびソフトバンクモバイル株式会社のYahoo!ケ

　ータイを通じて、エンドユーザーにコンテンツサービスを提供しております。当社が各キャリアとの契約に基づ

　き、各キャリアの情報料回収代行サービスを利用して、エンドユーザーから情報料を回収しております。今後、株

　式会社NTTドコモをはじめ各キャリアの経営方針の変更、事業環境の動向によっては、当社の業績が影響を受ける

　可能性があります。

　　当社全体の情報料に占めるキャリア別比率は以下のとおりです。

キャリア 平成18年３月期 平成19年３月期 平成19年９月中間期

％ ％ ％

株式会社NTTドコモ 53.6 51.4 45.8

KDDI株式会社 27.7 32.6 39.0

ソフトバンクモバイル株式会社 18.7 16.0 15.2

計 100.0 100.0 100.0

③　市場動向について

　　当社の主要な事業領域であるモバイルコンテンツ市場は、これまで携帯電話の契約数（インターネット接続契約

　含む）の伸びとともに急速に拡大してまいりました。

　　しかしながら、今後は携帯電話契約数全体の伸びが鈍化傾向にあることから、キャリアの経営方針の変更、経済

　情勢の変化により、モバイルコンテンツ市場の伸び自体も鈍化傾向になる可能性があります。結果として、業績が

　影響を受ける可能性があります。

　　携帯電話契約数およびインターネット接続契約数の推移は以下のとおりです。

平成18年３月末
（増加率）

平成19年３月末
（増加率）

平成19年９月末
（増加率）

携帯電話契約数　　　　　（千件） 91,792 5.5％ 96,717 5.4％ 99,333 2.7％ 

（内、インターネット接続契約数） 79,758 6.1％ 84,372 5.8％ 86,532 2.6％ 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(出所：社団法人電気通信事業者協会)
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④　当社の有料会員サイトについて

　　当社は積極的にコンテンツの充実及び新規サイトの立ち上げ、さらに各サイトの有料会員数の増加を目指し有効

　な販売促進活動を行っていく所存であります。しかし、当社が魅力的かつ有益なサービスを適宜提供できない場

　合、有料会員数の減少から情報料が減少し業績が影響を受ける可能性があります。

⑤　各キャリアとの契約について

　　当社は、各キャリアとの間でコンテンツ供給に関する契約および情報料回収代行サービスに関する契約または債

　権譲渡契約を締結しております。各々の契約には、当社の財政状況等の悪化によりサービスの提供が困難になった

　場合や、当社のコンテンツの内容に関して各キャリアにユーザーから苦情が多発したなどの事由が発生した場合

　は、各キャリアが契約を解除できる条項があります。当社は、今まで契約解除に該当する事由が発生したことはあ

　りませんが、当社に契約解除に該当する事由が発生した場合には、キャリアとの契約が解除となり、業績が影響を

　受ける可能性があります。

⑥　コンテンツ権利保有者との契約について

　　当社は、外部のコンテンツ権利保有者からコンテンツ供給を受けているサイトを有しておりますが、今後、権利

　保有者からコンテンツ供給を受けられない場合、また、コンテンツ調達コストが上昇した場合、当該サイトを運営

　できなくなり、業績が影響を受ける可能性があります。

⑦　競合について

　　当社は、複数の有料コンテンツを有しておりますが、今後、同様の有料コンテンツを提供する有力な競合他社が

　出てくる可能性があります。当社グループは積極的に既存有料コンテンツの内容の充実及び新規サイトの立ち上

　げ、さらには新規事業の開拓を行っていく所存でありますが、当社グループが魅力的かつ有益なサービスを適宜提

　供できない場合、競合他社との競争激化による情報料単価の引き下げ、会員数の減少などにより業績が影響を受け

　る可能性があります。

　　また、当社は、各キャリア向けにアプリの企画、開発などを積極的に行っておりますが、有力な競合他社が出て

　きた場合、当社アプリが各キャリアに採用されないことにより、業績が影響を受ける可能性があります。

　　当社は、KDDI株式会社とソフトバンクモバイル株式会社が販売している一部の携帯電話にアプリをプリインスト

　ール提供しておりますが、今後、プリインストールが予定されている携帯電話の販売時期の延期等が生じた場合、

　業績が影響を受ける可能性があります。

⑧　アプリケーションの開発について

　　当社は、EPG事業において、各キャリア、携帯電話メーカー向けにアプリの企画、開発を積極的に行っておりま

　す。しかし、開発が計画どおりに進まず、開発コストが上昇して採算が悪化したり開発が遅れることにより業績が

　影響を受ける可能性があります。

⑨　当社子会社について

　　当社は、子会社株式会社NANOぴあを有しております。同社は、放送・携帯電話・雑誌の連携によるTV関連情報サ

　ービスの提供、および各地域エリアにおけるクロスメディア・ソリューションサービスの提供等を行っていく所存

　であります。また、平成19年４月に株式会社ジェイ・マーチを子会社化し、同社はコミュニティサイトの運営、リ

　サーチマーケティング事業等を行っていく所存であります。しかし、これら子会社が魅力的かつ有益なサービスを

　適宜提供できない場合、業績が計画どおり推移せず、のれんの評価や取込損益の悪化を通じて、業績が影響を受け

　る可能性があります。

⑩　大株主との関係について

　　平成19年９月末日現在、伊藤忠商事株式会社は当社の発行済株式の51.3％を保有する親会社であり、同社と当社

　の関係は下記の通りであります。

　イ．伊藤忠商事株式会社における当社の位置づけ

　　　当社は、総合商社である伊藤忠商事株式会社のモバイル＆ワイヤレス部が主管する連結子会社であります。伊

　　藤忠商事株式会社の携帯電話業界におけるコンテンツ事業を専業とする戦略会社として同社の情報通信分野の一

　　翼を担っております。同社は通常の株主としての権利のみ保有しており、当社に対する経営上の重要な意思決定

　　権限はありません。

　ロ．人的関係

　　「役員の兼務」
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　　　平成19年９月末日現在、当社役員９名（取締役６名、監査役３名）のうち、３名が当社の親会社である伊藤忠

　　商事株式会社の従業員を兼ねております。当該役員の氏名及び親会社での役職は以下のとおりであります。親会

　　社での役職、携帯電話業界での知識、経験など当人の総合的能力により、当社の経営に貢献できるとの判断に基

　　づき当社が招聘しております。

当社における役職 氏名 伊藤忠商事株式会社における役職

取締役（非常勤） 渡辺　一郎 モバイル＆ワイヤレス部長

取締役（非常勤） 横田　純平
株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーショ

ンズ出向

監査役（非常勤） 数面　浩尚 宇宙・情報・マルチメディア事業総括部所属

　　「従業員の受け入れについて」

　　　平成19年９月末日現在、当社の常勤役員５名、従業員105名中、当社の親会社である伊藤忠商事株式会社から

　　の出向社員を、従業員として４名受け入れております。成長過程である当社としては、当人の総合的能力から当

　　社の業績に貢献できるとの判断で受け入れておりますが、今後の受け入れは最小限にとどめ、当社独自の採用に

　　より、優秀な人材の確保に努めていく所存であります。

　ハ．伊藤忠商事株式会社との取引関係

　　　平成20年３月中間期における伊藤忠商事株式会社との関連当事者取引に該当するものは以下のとおりです。

取引の内容 取引金額（千円） 科目 期末残高（千円）

サイトの運営受託　    　  （注）２ 249,889 売掛金 134,557

企画・制作・運用の業務受託（注）２ 58,143 売掛金 12,400

　　　取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　２．取引条件については、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決定してお

　　　    ります。

⑪　海外展開について

　　当社は、放送と通信の連携するサービスにおいて、海外市場における市場性の調査・事業性の検討をしている段

　階であります。英国ロンドンの欧州支店において、マーケットの開拓を進めております。しかしながら、当社は未

　だ海外における取引実績はなく、魅力的かつ有益なサービスを提供できない場合、マーケット開拓による経費が先

　行し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

⑫　システムトラブルに関するリスク

　　当社は、当社が保有するコンピュータシステム及び通信ネットワークにより、エンドユーザーに対して24時間サ

　ービスを提供しておりますが、自然災害や事故などによりシステムの故障、通信ネットワークの切断等の障害が起

　こり、サービスの提供を停止せざるを得ない場合があります。

　　さらに外部からの当社設備への不正な手段によるアクセスや、コンピュータウィルスの侵入などにより、サーバ

　ーの誤動作や、重要なデータの消去などが発生した場合、業務に支障をきたし、業績に影響を受ける可能性があり

　ます。

⑬　人材の確保について

　　当社グループは、成長の過程にあり、事業拡大のため、営業担当者・システム技術者・コンテンツサイトの運営

　オペレータなど、各方面で優秀な人材を確保していくことが重要になります。当社グループでは優秀な人材の確保

　に努力していく所存ですが、人材の確保が順調に進まなかった場合、業務に支障をきたし、経営成績に影響が出る

　可能性があります。

⑭　知的財産権に関するリスク

　　当社は、当社の提供するサービスのプログラムに関して独自に企画・開発（一部外部へ発注）しており、現時点

　において、当社の提供するサービスが第三者の特許権などの知的財産権を侵害しているという認識はありません。

　しかしながら第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権が、当社事業にどのように適用され

　るかについて全てを予測することは困難であり、今後、当社サービスに係る分野で第三者の知的財産権が成立した
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　り、当社が認識していない知的財産権が既に成立している場合、当該所有者から権利侵害による損害賠償義務を負

　ったり、侵害部分の設計変更や当社サービスの一部を停止する必要が生じる可能性があります。また、当該知的財

　産権を継続使用するために、使用料（ロイヤリティ）を支払い、ライセンスを受ける場合もあり、経営成績に影響

　を与える可能性があります。

　　さらに、EPG事業においては、第三者の特許権に関連した技術を使用しており、使用料を支払い、ライセンスを

　受けておりますが、当該知的財産権を継続使用するために使用料が上昇し、採算が悪化したり、当該ライセンス契

　約が継続困難な場合に、当該サービスの提供を停止せざるを得ない可能性があり、経営成績に影響を与える場合が

　あります。

　　また、当社がコンテンツ使用許諾を受けている権利保有者に知的財産権の侵害があった場合、契約上は当社に損

　害賠償の義務は一切ありませんが、それ以降の当社サイトにおける当該権利保有者関連のコンテンツ提供が継続困

　難となる可能性があります。

⑮　法的規制に関するリスク

　　当社グループの事業展開にあたって特有の法的規制や業界の自主規制などはありませんが、今後の法改正などに

　より当該分野において法的規制が適用されることになった場合、当社グループの事業展開に制約を受けたり、対応

　措置をとる必要が生じる可能性があります。

⑯　情報セキュリティについて

　　当社グループは、推進する事業の性格上、個人情報を取り扱っており、「個人情報の保護に関する法律」に規定

　される個人情報取扱事業者に該当いたします。個人情報の取り扱いにつきましては、コンプライアンスの一環とし

　て「個人情報の保護に関する法律」に沿った対応をとり、管理体制の維持運用、社員の教育研修を行い、細心の注

　意を払ってまいりました。さらに平成16年12月に、情報セキュリティ管理の国内規格ISMS適合性評価制度「ISMS認

　証基準(Ver.2.0)」と英国規格「BS7799-2:2002」の認証を取得いたしました。また、国際標準機構（ISO）が情報

　セキュリティマネジメントの国際基準として「ISO27001」の規格化したことをうけ、平成19年１月には移行審査を

　経て、「ISO/IEC27001:2005」および「JIS Q 27001:2006」の認証を取得いたしました。しかしながら、平成19年4

　月に当社従業員による個人情報の含まれた業務用ノートパソコンの紛失事故が発生しました。尚、10月30日現在、

　本事故による情報の流出は確認されておりません。今後、管理体制の強化及び社内ルール遵守のための社員教育の

　再徹底を図り、再発防止に努めてまいる所存でありますが、情報管理の不徹底、第三者による不正アクセスなどに

　より個人情報を含む重要な情報の紛失、漏えいがあった場合、経営成績、財政状態などに影響を与える可能性があ

　ります。

⑰　訴訟などに関するリスク

　　当社グループは、これまで事業に関連した訴訟事件が発生したことはありませんが、事業の性格上取り扱ってい

　る個人情報・その他重要な情報の管理の不徹底、第三者による不正アクセスによる情報漏えいなどにより訴訟を受

　ける可能性があります。その訴訟内容や、賠償金額によっては経営に影響を及ぼす可能性があります。

⑱　配当政策について

　　当社は、未だ成長過程であることから、企業体質の強化、将来の積極的な事業展開を図るために配当を行ってお

　りません。

　　しかしながら、株主への長期的かつ安定的な利益還元を重要な経営課題として認識しており、毎期の業績、財政

　状況、将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを勘案しながら検討していく所存であります。

⑲　新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

　　当社は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に従い、平成17年１月19日開催の臨時株主総会決議、平成17

　年６月23日開催の定時株主総会決議に基づき、当社取締役及び従業員に対してインセンティブを目的とした新株予

　約権（ストックオプション）を付与しております。今後につきましても当社取締役及び従業員に対するインセン

　ティブとして新株予約権の付与を検討していく所存であります。

 　これら新株予約権の権利行使が行われた場合、株式価値が希薄化する可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（株式会社ナノ・メディア）、子会社２社及び親会社１社で構

成され、インターネットに接続可能な携帯電話のネットワークを介して、一般消費者向けに情報コンテンツならびにサー

ビスを提供する事業を行っております。エンタテインメントセグメントは、エンタテインメント分野におけるモバイル

コンテンツ配信事業、子会社である株式会社ジェイ・マーチと共にコミュニティサイトの運営、リサーチマーケティン

グ事業等を行っております。メディアセグメントは、EPG（電子番組ガイド）を主たるコンテンツとした放送と通信の連

携サービスならびに子会社である株式会社NANOぴあと共に、TVガイド誌・地域情報誌と携帯電話を連携させたクロスメ

ディア型サービスを提供しております。また、親会社である伊藤忠商事株式会社からは、主にモバイルサイトの運用を

受託しております。
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　当事業における事業の系統図は、以下のとおりであります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、個人のメディアとして確立した携帯電話を中心に、コンテンツとサービスを提供する会社として

業界No.１になることを目指してまいります。特に注力しております分野としましては、以下３領域です。

①　放送（PUSH）と通信（PULL）の連携する分野でのサービスの開発および展開を図ってまいります。

②　第３世代携帯電話（３G）に向けてさらに高機能化する携帯電話に向け、個人のメディアとして必須の機能を活

　　用した、新たなサービスコンテンツの開発を目指します。

③　モバイルメディアとしてのメリットを活かしながら、既存のメディア（放送、出版等）との連携ならびにシナジ

　　ーを追求し、最大限のビジネス展開を図ります。

(2）目標とする経営指標

　当社が重要と考えております経営指標は売上高営業利益率であり、事業規模の拡大と共に利益率の向上を目標とし

ております。中期的には売上高営業利益率15％を目標としており、継続的にその目標を達成することで企業価値の最

大化を図ってまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループを取り巻く関連業界の環境は、地上デジタル放送「ワンセグ」に代表される放送と通信の連携サービ

スの市場拡大や、第３世代携帯電話の普及をはじめとした高機能化や、パケット通信料定額制の普及などにより携帯

電話向けコンテンツの需要は高まることが予想されます。

　このような環境の中、当社グループは、テレビ・ラジオ等の放送と通信の連携したサービス提供、TVガイド誌・地

域情報誌等と携帯電話を連携させたクロスメディア事業、アーティストのファンサイトやエンタテインメント系コン

テンツ提供等を事業の柱としており、以下に述べる事業戦略をベースに高い成長性を維持し、企業価値を継続的に拡

大していくことを目指してまいります。

①　メディアセグメント

　　当セグメントの事業は、今後の当社グループの事業成長を支える柱として注力していく分野であり、各キャリア

　における公式サイトであるテレビ番組情報を配信するTV情報総合サイト「TVぴあ」の有料会員獲得に加え、放送と

　携帯電話による通信の連携を図るために、アプリの携帯電話へのプリインストールによる標準搭載化が重要な戦略

　と位置付けております。この標準搭載化により、携帯電話ユーザーのサービスへの入り口（ポータル）を提供し、

　メディアとしての優位性を確保し、公式サイトとしての有料会員収益の他に、広告プロモーション、ソリューショ

　ンの提供によるロイヤリティやコマースのインターフェースなど、収益の多様化を目指してまいります。また、ワ

　ンセグチューナー付携帯電話にて、チューナーとEPGが連動するアプリの標準搭載を推し進めることにより、市場

　での優位性を維持し、さらなる事業の拡大を目指してまいります。

　　クロスメディア事業につきましては、TV・FMチューナー付携帯電話を活用した放送局との新規サービスや、TVガ

　イド誌や地域情報誌と携帯電話を連携させたサービス等による事業拡大を目指してまいります。

②　エンタテインメントセグメント

　　当セグメントは、今後のさらなる事業拡大のため、既存コンテンツの充実や積極的な販売促進活動による継続的

　な加入者の獲得に加え、今後、各サイトにおいて動画や着うた等新規コンテンツ提供、オリジナルグッズや携帯サ

　イト限定商品等のモバイルコマースによる収益の多様化を推し進めてまいります。また、エンタテインメント領域

　における独自メディアの構築やマーケティング事業の積極展開も計画しております。

③　その他社内横断的な取組

　　当社独自に培ってきたサイト構築・運営等を通じて蓄積してきた経験やノウハウ、ソフトウェア開発能力を活か

　し、サイトの構築、コンサルティング、アプリの開発等のソリューション分野の開拓を進めます。また放送と通信

　の連携サービス等の経験やノウハウの強みを活かし、他社との差別化を図りながら更なる事業収益の多様化を目指

　してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　今後、携帯電話のマーケットは、端末・通信料金体系の変更等、キャリア間の競争は激しさを増す一方、フルブラ

ウザ化の加速や、新規プラットフォームサービスの登場等が予想され、携帯電話ユーザーによるコンテンツの取捨選

択が益々進むと考えられます。

　このような市場環境下、当社グループといたしましては、ワンセグ放送は、将来、ユーザーの心を捉える一つの大

きなメディアとなることが期待され、これまで蓄積した経験やノウハウを活かし、各セグメントにおいて連携したサー
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ビスを各種立ち上げ、積極的に事業を推進してまいります。

　具体的には、エンタテインメントセグメントにおきましては、ファンサイトと連動して、テレビのエンタテインメ

ント系コンテンツ、動画、着うた等の３G向けリッチコンテンツ、オリジナルグッズや携帯サイト限定商品等のモバイ

ルコマース、広告販売、リサーチマーケティングサービスを提供してまいります。

　また、メディアセグメントのEPG事業におきましては、テレビ・ラジオ等放送と通信の連携サービス、当社アプリの

企画、開発といったソリューション等を提供してまいります。同セグメントのクロスメディア事業におきましては、

ＴＶガイド誌・地域情報誌の制作・出版、狭域型の広告販売ならびにコンテンツ企画編集等のサービスを提供してま

いります。その上で各セグメント間にて相互に連携の上シナジーを作りつつ迅速に対処することにより、高い成長性

を維持し、企業価値を継続的に拡大していくことを目指してまいります。

①　メディアセグメント

　　当セグメントは、今後の当社グループの事業成長を支える柱として注力していく分野であります。

　イ．有料会員の獲得

　　　地上アナログ放送、BSデジタル／アナログ放送、スカパー！で放送されているCS放送局の各テレビ番組情報を

　　配信するTV情報総合サイトの有料会員獲得に向け、積極的な販売促進活動を展開してまいります。また、サイト

　　の構築に当たっては、ユーザーインタビュー等を通じて様々な角度からそのニーズを分析し、支持を得られるコ

　　ンテンツの拡充、より使い勝手のよいサービスへと改善を積み重ねております。

　　　従来の公式サイトとしての会員誘導に加え、以下に述べる当社アプリの携帯電話への標準搭載により携帯電話

　　ユーザーの使用機会を増やし、有料会員の増大を目指してまいります。

　ロ．放送と通信の連携サービス

　　　当社は、放送と携帯電話による通信の連携を図るために、アプリの携帯電話へのプリインストールによる標準

　　搭載化が重要な戦略と位置づけております。この標準搭載化により、携帯電話ユーザーのサービスへの入り口を

　　提供することにより、メディアとしての優位性を確保し、公式サイトとしての有料会員収益の他に、広告プロモ

　　ーションやコマースのインターフェースなど、サービスの拡充を目指してまいります。

　ハ. クロスメディア事業について

　　　当社グループは、ワンセグ放送に代表される放送と通信の連携サービスの市場拡大を視野に、放送、携帯電

　　話、雑誌媒体の連携によりシナジーの拡大を目指すクロスメディア型事業が、事業戦略として重要な位置付けで

　　あると認識しております。当社子会社株式会社NANOぴあにおいて、放送・携帯電話・雑誌の連携によるTV関連情

　　報サービスの提供、および各地域におけるクロスメディア事業の提供等を行っていく所存です。当社グループ

　　は、TV・FMチューナー付携帯電話を活用した地域放送局との新規サービス、携帯電話とTVガイド誌や地域情報誌

　　を連携するサービスや、これら情報をプッシュ型で携帯電話に配信するサービス等を開発・提供することにより

　　新たな収益源と、優良な顧客の獲得を目指していく所存です。

②　エンタテインメントセグメント

　　当セグメントは、今後のさらなる事業拡大のため、以下のとおり取り組んでまいります。

　　当社では、アーティストのファン向け携帯サイトを含め、多数の公式サイトを有しております。既存コンテンツ

　の充実や積極的な販売促進活動による継続的な成長に加え、今後、第３世代携帯電話の普及やパケット通信の定額

　制を視野に、各サイトにおいて動画や着うた等のリッチコンテンツ、またファングッズや携帯サイト限定商品等の

　モバイルコマースによる新たな収益源と、顧客の獲得を図ります。また、コミュニティサイト等の独自メディアの

　構築やマーケティング事業の積極展開も計画しております。

　　そのために、コンテンツ権利保有者との継続的な取引、魅力的かつ有益なサービスの継続的な提供を重要な課題

　と認識し、当社の経験やノウハウを活かし、ユーザーに支持されるコンテンツの開発、優れたサービス品質の維持

　を目指すことにより、競合他社との差別化を図ってまいります。

③　ソリューションサービスの提供

　　当社独自に培ってきたサイト構築・運営等を通じて蓄積してきた経験やノウハウ、ソフトウェア開発能力を活か

　したソリューションサービス分野の開拓は、今後の当社の収益の多様化を図る上で重要な課題のひとつとして認識

　しております。

　　ソリューションサービスにつきましては、付加価値の高い収益性を期待できる分野でありますが、システムベン

　ダー、コンサルティング会社など競合他社が多い分野でもあります。当社の経験やノウハウ、サイト運営能力など

　の独自の強みを活かしたサービスを提供していくことで他社との差別化を徹底してまいります。また、当社の強み

　を補完できるようなソリューションサービス等に強みを持つ他社との協調も視野に入れながら、シナジーの追求も

　図っていく所存であります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,962,928   1,964,930   2,416,371  

２．受取手形及び売掛金   1,459,982   1,176,773   1,580,018  

３．たな卸資産   104,303   178,838   175,444  

４．その他   178,106   178,681   123,840  

貸倒引当金   △3,188   △2,839   △2,826  

流動資産合計   3,702,132 64.3  3,496,385 66.1  4,292,847 67.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）工具器具及び備品  131,259   61,326   88,920   

(2）その他  26,977 158,236  27,657 88,984  30,484 119,405  

２．無形固定資産           

(1）のれん  988,373   718,910   876,253   

(2）ソフトウェア  330,515   366,283   547,537   

(3）ソフトウェア仮勘
定 

 315,124   216,734   125,391   

(4）その他  2,722 1,636,736  2,655 1,304,584  2,317 1,551,500  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  26,000   159,500   199,000   

(2）その他  232,851 258,851  242,430 401,930  240,870 439,870  

固定資産合計   2,053,824 35.7  1,795,498 33.9  2,110,776 33.0

資産合計   5,755,956 100.0  5,291,883 100.0  6,403,624 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   605,407   670,315   770,926  

２．返品調整引当金   108,578   56,749   39,053  

３．その他   469,687   208,373   831,002  

流動負債合計   1,183,672 20.6  935,438 17.7  1,640,982 25.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期未払金   －   2,433   －  

固定負債合計   － －  2,433 0.0  － －

負債合計   1,183,672 20.6  937,871 17.7  1,640,982 25.6

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

  １．資本金   1,765,325 30.7  1,770,225 33.5  1,770,225 27.6

  ２．資本剰余金   2,203,137 38.3  2,208,037 41.7  2,208,037 34.5

  ３．利益剰余金   526,554 9.1  341,058 6.4  712,773 11.2

 　 株主資本合計   4,495,016 78.1  4,319,320 81.6  4,691,035 73.3

Ⅱ　少数株主持分   77,267 1.3  34,691 0.7  71,606 1.1

 　 純資産合計   4,572,283 79.4  4,354,012 82.3  4,762,642 74.4

 　 負債純資産合計   5,755,956 100.0  5,291,883 100.0  6,403,624 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,729,215 100.0  2,820,208 100.0  5,982,863 100.0

Ⅱ　売上原価   1,589,253 58.2  1,877,713 66.6  3,314,612 55.4

売上総利益   1,139,962 41.8  942,495 33.4  2,668,251 44.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  999,638 36.6  1,145,015 40.6  2,174,078 36.3

営業利益又は営業損
失(△）

  140,323 5.2  △202,520 △7.2  494,172 8.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  491   2,488   2,151   

２．受取配当金  －   100   －   

３．付加価値税還付金  －   4,609   －   

４．その他  47 538 0.0 487 7,685 0.3 75 2,226 0.0

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  －   78   －   

２．為替差損  －   190   －   

３．消費税差額  － － － － 269 0.0 183 183 0.0

経常利益又は経常損
失（△）

  140,862 5.2  △195,104 △6.9  496,216 8.3

Ⅵ　特別利益           

１．持分変動利益  － － － 23,715 23,715 0.8 － － －

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ －   56,701   13   

２．減損損失 ※３ －   273,449   －   

３．投資有価証券評価損  － － － 39,500 369,650 13.1 17,800 17,813 0.3

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
税金等調整前中間純
損失（△）

  140,862 5.2  △541,039 △19.2  478,402 8.0

法人税、住民税及び
事業税

 33,464   4,434   212,660   

法人税等調整額  25,742 59,206 2.2 △55,521 △51,086 △1.8 3,528 216,188 3.6

少数株主損失   7,242 0.3  118,238 4.2  12,903 0.2

中間（当期）純利益
又は中間純損失
（△）

  88,898 3.3  △371,714 △13.2  275,117 4.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
株主資本

少数株主持分  純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,765,325 2,203,137 458,755 4,427,217 － 4,427,217

中間連結会計期間中の変動額       

中間純利益   88,898 88,898  88,898

連結子会社の決算期変更に伴う増
減額

  △21,100 △21,100 84,509 63,409

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

    △7,242 △7,242

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 67,798 67,798 77,267 145,065

平成18年９月30日　残高（千円） 1,765,325 2,203,137 526,554 4,495,016 77,267 4,572,283

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
株主資本

少数株主持分  純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 1,770,225 2,208,037 712,773 4,691,035 71,606 4,762,642

中間連結会計期間中の変動額       

中間純損失   △371,714 △371,714  △371,714

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

    △36,914 △36,914

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － △371,714 △371,714 △36,914 △408,629

平成19年９月30日　残高（千円） 1,770,225 2,208,037 341,058 4,319,320 34,691 4,354,012

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
株主資本

少数株主持分  純資産合計 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,765,325 2,203,137 458,755 4,427,217 － 4,427,217

連結会計年度中の変動額       

  新株の発行 4,900 4,899  9,800  9,800

当期純利益   275,117 275,117  275,117

連結子会社の決算期変更に伴う増
減額

  △21,100 △21,100 84,509 63,409

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

    △12,903 △12,903

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

4,900 4,899 254,017 263,817 71,606 335,424

平成19年３月31日　残高（千円） 1,770,225 2,208,037 712,773 4,691,035 71,606 4,762,642
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益又は税金
等調整前中間純損失（△）

 140,862 △541,039 478,402

減価償却費  189,445 290,630 449,688

のれん償却額  112,119 132,611 224,239

減損損失  － 273,449 －

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △778 12 △1,140

返品調整引当金の増加額  108,130 17,696 38,605

受取利息及び受取配当金  △491 △2,588 △2,151

支払利息  － 78 －

持分変動利益  － △23,715 －

固定資産除却損  － 56,701 －

投資有価証券評価損  － 39,500 17,800

売上債権の減少額（△増加額）  △344,467 428,015 △464,503

たな卸資産の増加額  △100,621 △3,394 △173,820

仕入債務の増加額（△減少額）  152,058 △113,529 317,577

預り金の増加額（△減少額）  △125,146 △392,594 138,662

その他  △18,172 △13,579 △2,022

小計  112,938 148,256 1,021,337

利息及び配当金の受取額  491 2,551 2,151

利息の支払額  － △78 －

法人税等の支払額  △2,290 △214,410 △2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー  111,139 △63,680 1,021,198

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  △114,439 △189,347 △142,244

有形固定資産の売却による収入  － 100,000 －

無形固定資産の取得による支出  △343,154 △201,388 △590,927

投資有価証券の取得による支出  △2,000 － △192,800

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる収入

 － 12,950 －

敷金の差入による支出  △74,584 － △74,623

営業譲受による支出 ※２ △950,000 － △950,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,484,178 △277,785 △1,950,594

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の返済による支出  － △214,983 －

株式の発行による収入  － － 9,800

少数株主の払込による収入  － 105,200 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  － △109,783 9,800

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － △190 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △1,373,038 △451,440 △919,596

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,115,093 2,416,371 3,115,093

Ⅶ　連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金
同等物の増加額 

 220,874 － 220,874

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※１ 1,962,928 1,964,930 2,416,371
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　１社　

　　連結子会社の名称 

　　　株式会社NANOぴあ

(1）連結子会社の数　　２社　

　　連結子会社の名称 

　　　株式会社NANOぴあ

       株式会社ジェイ・マーチ

       上記のうち株式会社ジェイ・

　　 マーチについては、平成19年４

     月3日の持分取得に伴い、当中

     間連結会計期間より連結の範囲

     に含めることといたしました。

(1）連結子会社の数　　１社

連結子会社の名称

株式会社NANOぴあ 

 

 

(2）非連結子会社の名称

　　該当事項はありません。 

(2）非連結子会社の名称

  同左

(2）非連結子会社の名称

同左

２．持分法の適用に関する事

項

  持分法適用会社はありません。   同左 　同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

  連結子会社の中間決算日は中間連

結決算日と一致しております。

  なお、当中間連結会計期間より株

式会社NANOぴあの決算日を２月10日

から３月31日に変更しておりま

す。

　この変更による影響額につき、中

間連結株主資本等変動計算書では平

成18年２月11日から同年３月31日ま

での期間にかかる利益剰余金減少額

21,100千円及び少数株主持分増加額

84,509千円を「連結子会社の決算期

変更に伴う増減額」として表示して

おります。また、中間連結キャッ

シュ・フロー計算書では、同期間に

かかる現金及び現金同等物の増加額

220,874千円を「連結子会社の決算

期変更に伴う現金及び現金同等物の

増加額」として表示しております。

  連結子会社の中間決算日は中間連

結決算日と一致しております。

 

  連結子会社の決算日は連結決算日

と一致しております。

  なお、当連結会計年度より株式会

社NANOぴあの決算日を２月10日から

３月31日に変更しております。

　この変更による影響額につき、連

結株主資本等変動計算書では平成18

年２月11日から同年３月31日までの

期間にかかる利益剰余金減少額

21,100千円及び少数株主持分増加額

84,509千円を「連結子会社の決算期

変更に伴う増減額」として表示して

おります。また、連結キャッシュ・

フロー計算書では、同期間にかかる

現金及び現金同等物の増加額220,874

千円を「連結子会社の決算期変更に

伴う現金及び現金同等物の増加額」

として表示しております。

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法 

(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

　移動平均法による原価法を

採用しております。  

①有価証券 

 　 その他有価証券

      時価のないもの

　同左  

①有価証券

その他有価証券

時価のないもの

同左

 

 

 

②たな卸資産

    商品 

　移動平均法による原価法を採

用しております。   

 　　仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

②たな卸資産

    商品 

同左

 

 　　仕掛品

同左

②たな卸資産

商品

同左

 

     仕掛品

 同左

 

 

 

 

(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 

　　定率法を採用しております。

　ただし、建物については定額法

によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

    建物　　　　　　　３～18年

    工具器具及び備品　２～15年

(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）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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

　②無形固定資産 

　　定額法を採用しております。 

　のれんについては、５年間で均

等償却しております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における見込利

用可能期間（２年～５年）に基づ

いております。

　②無形固定資産 

同左

　

 

　②無形固定資産

同左

　

 

 (3）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返品調整引当金　

　出版物の返品による損失に備え

るため、出版事業に係る売掛金残

高に対して、一定期間の返品実績

率に基づく損失見込額を計上して

おります。

   （追加情報）

　当中間連結会計期間より、連結

子会社において新たに出版事業を

開始したことに伴い計上したもの

であります。

(3）重要な引当金の計上基準

　 ①貸倒引当金 

同左

 

 

 

 

 

 　②返品調整引当金　

　出版物の返品による損失に備え

るため、出版事業に係る売掛金残

高に対して、一定期間の返品実績

率に基づく損失見込額を計上して

おります。

   

 

(3）重要な引当金の計上基準

　①貸倒引当金

 同左 

 

 

 

 

 　②返品調整引当金　 

  出版物の返品による損失に備え

るため、出版事業に係る売掛金残

高に対して、一定期間の返品実績

率に基づく損失見込額を計上して

おります。

   （追加情報） 

  当連結会計年度より、連結子会

社において新たに出版事業を開始

したことに伴い計上したものであ

ります。

 (4）重要な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。 

(4）重要なリース取引の処理方法　

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

 (5）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

 　消費税等の会計処理 

　消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

 　消費税等の会計処理 

同左

(5）その他連結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

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）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 同左
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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度 
 (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） 

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

4,495,016千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連結

財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。

───

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）  

　当連結会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

4,691,035千円であります。

　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。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 

329,389千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 

250,392千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

 

384,901千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　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。

※１　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。 

※１　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。 

給与手当  　 312,744千円

支払手数料     177,369 

 のれん償却額     112,119

給与手当  　 383,768千円

支払手数料     191,638 

のれん償却額     132,611

給与手当     680,525千円

支払手数料     411,943

のれん償却額 　　224,239

 ※２             ─── ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりで

　　　あります。

建物付属設備  　3,136千円

工具器具及び備品   16,266

ソフトウェア   22,298

ソフトウェア仮勘定   15,000

 ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりで

　　　 あります。

工具器具及び備品  　　　  13千円

 ※３             ───  ※３　減損損失

       当中間連結会計期間において、以下の

     資産又は資産グループについて減損損失

　　 を計上いたしました。

場所 用途 種類

本　 社

(東京都港区)
　事業用資産

 工具器具及び

 備品

 ソフトウェア

 － －  のれん

  (1) 減損損失の認識に至った経緯

 　　 事業用資産についてはサイト運営に関す

　　る業務受託契約の変更に伴う収益性の低下

　　等により、のれんについては営業譲受時の

　　事業計画において想定していた収益が見込

　　めなくなったことにより、資産又は資産グ

　　ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

　　し、当該減少額を減損損失として特別損失

　　に計上しております。

  (2) 減損損失の内訳　

 　　 工具器具及び備品　 　　40,598千円

　　　ソフトウェア　　　　　  3,362

　　　のれん　　　　　　　　229,488

  (3) グルーピングの方法

 　　 事業用資産については管理会計上の事業

　　部単位ごとにグルーピングしております。

  (4) 回収可能価額の算定方法　

 　　 事業用資産は、主に正味売却価額により

　　測定し、正味売却価額は売却予定価額に基

　　づいて算定しております。

　　　また、のれんは使用価値により測定し、

　　使用価値は将来キャッシュ・フローを8.7％

　　で割り引いて算定しております。

 ※３                 ───
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式　（注） 19,905 39,810 － 59,715

合計 19,905 39,810 － 59,715

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加39,810株は、平成18年４月１日付で行った株式分割によるものであります。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 59,862 － － 59,862

合計 59,862 － － 59,862

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

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　（注） 19,905 39,957 － 59,862

合計 19,905 39,957 － 59,862

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加39,957株は、平成18年４月１日付で行った株式分割による増加39,810株及び

　　　 ストック・オプションの行使に伴う新株の発行による増加147株であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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19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19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,962,928千円

現金及び現金同等物 1,962,928千円

現金及び預金勘定 1,964,930千円

現金及び現金同等物 1,964,930千円

現金及び預金勘定 2,416,371千円

現金及び現金同等物 2,416,371千円

 ※２　　　　　　　　───  ※２　　　　　　　　─── ※２　営業の譲受けにより増加した資産の主な

内訳

　　　営業の譲受けにより増加した資産の

主な内訳は次のとおりであります。

流動資産 56,000千円

営業権 1,120,000　  

資産合計 1,176,000千円

前期の支払額 226,000　  

差引 950,000千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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中間期末残

高相当額

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中間期末残

高相当額

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期末残高相

当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具及
び備品 

4,950 4,228 721

合計 4,950 4,228 721

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

工具器具及
び備品 

3,652 228 3,423

合計 3,652 228 3,423

 
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）

工具器具及
び備品

4,950 4,846 103

合計 4,950 4,846 103

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 772千円

１年超 －

合計 772千円

１年内 860千円

１年超 2,582

合計 3,443千円

１年内 111千円

１年超 －

合計 111千円

(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

(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 671千円

減価償却費相当額 618

支払利息相当額 23

支払リース料 362千円

減価償却費相当額 331

支払利息相当額 41

支払リース料 1,342千円

減価償却費相当額 1,237

支払利息相当額 33

(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

(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

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券（非上場株式） 26,000

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券（非上場株式） 159,500

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券（非上場株式） 199,000

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

４月１日　至　平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）にお

いて、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

　前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

４月１日　至　平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）にお

いて、該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
エンタテイン
メント事業
（千円）

メディア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,497,306 1,231,909 2,729,215 － 2,729,215

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,497,306 1,231,909 2,729,215 － 2,729,215

営業費用 1,172,256 1,227,932 2,400,189 188,702 2,588,892

営業利益 325,049 3,976 329,026 (188,702) 140,323

 （注）１．事業区分の方法

 　　　　　現に採用している売上集計区分に基づき、提供している役務の種類の類似性を考慮して区分しております。

 　　　２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要なサービス

 エンタテインメント事業  携帯電話向けエンタテインメント系コンテンツの配信事業

 メディア事業  携帯電話向けTV番組情報配信事業及びそのサービスを利用した各種サービス・出版事業

 

 　　　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の金額は188,702千円であり、その主なものは

           当社の経営企画部・管理部等の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
エンタテイン
メント事業
（千円）

メディア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,412,670 1,407,537 2,820,208 － 2,820,208

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,412,670 1,407,537 2,820,208 － 2,820,208

営業費用 1,266,093 1,512,869 2,778,963 243,765 3,022,728

営業利益（又は営業損失） 146,576 △105,331 41,245 (243,765) △202,520

 （注）１．事業区分の方法

 　　　　　現に採用している売上集計区分に基づき、提供している役務の種類の類似性を考慮して区分しております。

 　　　２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要なサービス

 エンタテインメント事業
 携帯電話向けエンタテインメント系コンテンツの配信事業

 コミュニティサイトの運営及びリサーチ・マーケティング事業

 メディア事業  携帯電話向けTV番組情報配信事業及びそのサービスを利用した各種サービス・出版事業

 

 　　　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の金額は243,765千円であり、その主なものは

           当社の経営企画部・管理部等の管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
エンタテイン
メント事業
（千円）

メディア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,155,688 2,827,174 5,982,863 － 5,982,863

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 3,155,688 2,827,174 5,982,863 － 5,982,863

営業費用 2,399,990 2,629,170 5,029,161 459,529 5,488,690

営業利益 755,697 198,004 953,701 (459,529) 494,172

 （注）１．事業区分の方法

 　　　　　現に採用している売上集計区分に基づき、提供している役務の種類の類似性を考慮して区分しております。

 　　　２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要なサービス

 エンタテインメント事業  携帯電話向けエンタテインメント系コンテンツの配信事業

 メディア事業  携帯電話向けTV番組情報配信事業及びそのサービスを利用した各種サービス・出版事業

 

 　　　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の金額は459,529千円であり、その主なものは

           当社の経営企画部・管理部等の管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年４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。

 

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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。

 

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 75,274,49円

１株当たり中間純利益

金額
1,488.71円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
1,461.33円

１株当たり純資産額 72,154.64円

１株当たり中間純損失

金額
6,209.53円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であるため記載しておりま

せん。　

１株当たり純資産額 78,364.16円

１株当たり当期純利益

金額 
4,605.71円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
4,526.30円

　当社は、平成18年４月１日付で普通

株式１株につき３株の株式分割を行っ

ております。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、以下のとおりとなります。

 

　

　当社は、平成18年４月１日付で普通

株式１株につき３株の株式分割を行っ

ております。

 　なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり情

報については、以下のとおりとなりま

す。

前連結会計年度

１株当たり純資産額 74,139.13円

　前連結会計年度については、連結

損益計算書を作成していないため、

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及びこれ

らの算定上の基礎に関する記載を省

略しております。 　

前連結会計年度

１株当たり純資産額 74,139.13円

　前連結会計年度については、連結

損益計算書を作成していないため、

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及びこれ

らの算定上の基礎に関する記載を省

略しております。 　

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 １株当たり中間（当期）純利益金

額又は１株当たり中間純損失金額
   

　中間（当期）純利益又は中間純

  損失（△）（千円）
88,898 △371,714 275,117

　普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

　普通株式に係る中間（当期）純

利益又は中間純損失(△）

（千円）

88,898 △371,714 275,117

　期中平均株式数（株） 59,715 59,862 59,734

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額 
   

　中間（当期）純利益調整額

（千円） 
－ － －

　普通株式増加数（株）　 1,119 － 1,048

　　（うち新株予約権）  （1,119）  （－）  （1,048）
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ───  ─── １．株式の取得による子会社化

　　当社は、平成19年３月27日開催の

　当社取締役会の決議に基づき、平成

　19年４月３日に株式会社ジェイ・マ

　ーチの全株式を取得し子会社化いた

　しました。

(1) 株式取得の目的

　　　当社独自のモバイルサイト構

　　築・運用等のノウハウを活かした

　　広告事業ならびにマーケティング

　　事業でシナジーを図り、事業・収

　　益の拡大を目指すことを目的に、

　　コミュニティサイトの運営、リサ

　　ーチ・マーケティング事業を全国

　　展開している同社を、100％子会

　　社といたしました。

(2) 株式取得の相手の名称

　　　緒方寳作（同社代表取締役）

(3) 子会社となる会社の概要

　①会社の名称　　　株式会社ジェ

　　　　　　　　　　イ・マーチ

　②主な事業内容　　コミュニティサ

　　　　　　　　　　イト運営、リサ

　　　　　　　　　　ーチ・マーケテ

　　　　　　　　　　ィング事業

　③資本金　　　　　　10,000千円

(4) 取得株式数及び取得後の所有割合

　①取得株式数　　　　　　　 200株

　

　②取得価額総額　　　　47,430千円

　　　　　

　③取得後の所有割合       　100％
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,919,071   1,760,644   2,333,591  

２．売掛金   1,053,545   716,877   1,065,603  

３．たな卸資産   104,303   136,721   168,472  

４．短期貸付金   850,000   220,000   －  

５．その他   141,971   174,334   97,584  

貸倒引当金   △3,188   △2,839   △2,826  

流動資産合計   4,065,703 74.2  3,005,738 61.0  3,662,425 60.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）工具器具及び備品  129,814   55,851   86,506   

(2）その他  24,289 154,104  25,509 81,360  28,085 114,591  

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  327,015   361,949   541,204   

(2）ソフトウェア仮勘定  315,124   216,734   125,391   

(3）その他  2,722 644,862  2,655 581,340  2,317 668,913  

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式  360,300   407,730   360,300   

(2）長期貸付金  －   755,419   850,000   

(3）敷金  169,492   170,192   169,492   

(4）その他  88,098   224,579   269,078   

(5）投資損失引当金  － 617,891  △295,872 1,262,049  － 1,648,871  

固定資産合計   1,416,858 25.8  1,924,750 39.0  2,432,376 39.9

資産合計   5,482,562 100.0  4,930,488 100.0  6,094,801 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   499,924   421,902   525,587  

２．未払法人税等   38,378   6,160   219,386  

３．その他 ※２  399,052   162,821   584,880  

流動負債合計   937,355 17.1  590,885 12.0  1,329,853 21.8

負債合計   937,355 17.1  590,885 12.0  1,329,853 21.8

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  1,765,325 32.2 1,770,225 35.9 1,770,225 29.1

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  2,203,137 2,208,037 2,208,037

資本剰余金合計  2,203,137 40.2 2,208,037 44.8 2,208,037 36.2

３　利益剰余金  

(1）その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  576,744 361,341 786,685

利益剰余金合計  576,744 10.5 361,341 7.3 786,685 12.9

株主資本合計  4,545,206 82.9 4,339,603 88.0 4,764,947 78.2

純資産合計  4,545,206 82.9 4,339,603 88.0 4,764,947 78.2

負債純資産合計  5,482,562 100.0 4,930,488 100.0 6,094,801 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,054,337 100.0  2,072,040 100.0  4,638,098 100.0

Ⅱ　売上原価   1,120,073 54.5  1,319,461 63.7  2,429,561 52.4

売上総利益   934,263 45.5  752,579 36.3  2,208,537 47.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   761,423 37.1  807,398 39.0  1,658,490 35.7

営業利益又は営業損失
（△）

  172,839 8.4  △54,818 △2.7  550,046 11.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,064 0.2  14,273 0.7  11,504 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  － －  190 0.0  183 0.0

経常利益又は経常損失
（△）

  176,904 8.6  △40,736 △2.0  561,368 12.1

Ⅵ　特別損失 ※3,4  － －  436,034 21.0  17,813 0.4

税引前中間（当期）純
利益又は税引前中間純
損失（△）

  176,904 8.6  △476,771 △23.0  543,554 11.7

法人税、住民税及び事
業税

 33,174   4,093   212,096   

法人税等調整額  25,742 58,916 2.9 △55,521 △51,427 △2.5 3,528 215,624 4.6

中間（当期）純利益又
は中間純損失（△）

  117,988 5.7  △425,343 △20.5  327,929 7.1
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 1,765,325 2,203,137 458,755 4,427,217 4,427,217

中間会計期間中の変動額

中間純利益   117,988 117,988 117,988

中間会計期間中の変動額合計（千円） － － 117,988 117,988 117,988

平成18年９月30日　残高（千円） 1,765,325 2,203,137 576,744 4,545,206 4,545,206

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年３月31日　残高（千円） 1,770,225 2,208,037 786,685 4,764,947 4,764,947

中間会計期間中の変動額

中間純損失   △425,343 △425,343 △425,343

中間会計期間中の変動額合計（千円） － － △425,343 △425,343 △425,343

平成19年９月30日　残高（千円） 1,770,225 2,208,037 361,341 4,339,603 4,339,603

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 1,765,325 2,203,137 458,755 4,427,217 4,427,217

事業年度中の変動額

  新株の発行 4,900 4,899  9,800 9,800

当期純利益   327,929 327,929 327,929

事業年度中の変動額合計（千円） 4,900 4,899 327,929 337,729 337,729

平成19年３月31日　残高（千円） 1,770,225 2,208,037 786,685 4,764,947 4,764,947
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

 　　　子会社株式

　　移動平均法による原価法を

　採用しております。 

(1）有価証券

 　　　子会社株式

同左

(1）有価証券

 　　　子会社株式

同左

 　　  その他有価証券

　　 　  時価のないもの

           移動平均法による原価法

　　　　 を採用しております。 

　　  その他有価証券

　　 　  時価のないもの

 同左

　　　その他有価証券

　　　　 時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

　　   商品 

         移動平均法による原価法を

　　　 採用しております。　　

　　　 仕掛品

 　      個別法による原価法を採用

       しております。

(2）たな卸資産

　　   商品 

同左

 

　　　 仕掛品

同左

(2）たな卸資産

　　　 商品

 同左

 

　　　 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、建物については定額法

   によっております。

     なお、主な耐用年数は次のとお

　 りであります。

     建物　　　　　　　３～18年

　　 工具器具及び備品　２～15年 

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

 同左

(2）無形固定資産

     定額法を採用しております。

     なお、自社利用ソフトウェアに

　 ついては、社内における見込利用

   可能期間（２年～５年）に基づい

　 ております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

 同左 

３．引当金の計上基準 (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。

(1）貸倒引当金 

同左

(1）貸倒引当金 

 同左

 (2）　　　　  ───

 

(2）投資損失引当金 

 　関係会社への投資に対する損失に

 備えるため、当該会社の財政状態等

 を勘案し、必要と認められる額を計

 上しております。

(2）　　　　 ───

 

４．リース取引の処理方法   リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

同左 同左

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

 　消費税及び地方消費税の会計処理

 は税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（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）　

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

4,545,206千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

─── （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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

4,764,947千円であります。

　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。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

  329,107千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

247,438千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

383,557千円

※２　消費税等の取扱い

  仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金銭的重要

性が乏しいため、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

※２　消費税等の取扱い

同左

 　　　───

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

 　　 　受取利息　　　　  　4,029千円

 

※１　営業外収益のうち主要なもの

 　　　受取利息　　　　  　 9,491千円

 

※１　営業外収益のうち主要なもの

 　　　 受取利息　　　　  　11,469千円

 

※２　　　　　　　―――　

 　　 　

 

※２　営業外費用のうち主要なもの

　　　 為替差損               190千円 

 

※２　営業外費用のうち主要なもの

 　　　 消費税差額  　　　　　 183千円

 

※３　　　　　　　―――　

 　　 　

 

※３　特別損失のうち主要なもの

　　　 固定資産除却損    　   56,701千円 

　　　 減損損失           　  43,960 

　　　 投資有価証券評価損 　  39,500

 　　　 投資損失引当金繰入額　295,872

※３　特別損失のうち主要なもの

 　　　 投資有価証券評価損  17,800千円

 

※４　　　　　　　―――　

 

 

※４　減損損失

      当中間会計期間において、以下の資産

　　グループについて減損損失を計上いたし

　　ました。

場所 用途 種類

本　 社

(東京都港区)
事業用資産 

工具器具

及び備品

 ソフトウェア

  (1) 減損損失の認識に至った経緯

 　　 サイト運営に関する業務受託契約の変更

　　に伴う収益性の低下等により、事業用資産

　　の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

　　該減少額を減損損失として特別損失に計上

　　しております。

  (2) 減損損失の内訳　

 　　 工具器具及び備品　 　　40,598千円

　　　ソフトウェア　　　　　　3,362

  (3) グルーピングの方法

 　　 管理会計上の事業部単位ごとにグルーピ

　　ングしております。

  (4) 回収可能価額の算定方法　

 　　 回収可能価額は、主に正味売却価額によ

　　　り測定しております。正味売却価額は売

　　　却予定価額に基づいて算定しておりま

　　　す。

※４　　　　　　―――　

 

 

　５　減価償却実施額

 　　 　有形固定資産　　　  40,596千円

 　　　 無形固定資産　　 　148,067

　５　減価償却実施額

　　　　有形固定資産　　    55,755千円

　　　　無形固定資産　　   231,452

 

　５　減価償却実施額

　　　　有形固定資産　　　　95,311千円

　　　　無形固定資産　　　 351,860
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 　　　 前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　　　  該当事項はありません。

 　　　 当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　　　  該当事項はありません。

 　　　 前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　　　  該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

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中間

期末残高相当額

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期末

残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

工具器具及
び備品 

4,950 4,228 721

合計 4,950 4,228 721

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

工具器具及
び備品 

3,652 228 3,423

合計 3,652 228 3,423

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)

工具器具及
び備品 

4,950 4,846 103

合計 4,950 4,846 103

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 772千円

１年超 － 

合計 772千円

１年内 860千円

１年超 2,582 

合計 3,443千円

１年内 111千円

１年超 － 

合計 111千円

(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

(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 671千円

減価償却費相当

額
618 

支払利息相当額 23 

支払リース料 362千円

減価償却費相当

額
331 

支払利息相当額 41 

支払リース料 1,342千円

減価償却費相当

額
1,237 

支払利息相当額 33 

(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

(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

(5）利息相当額の算定方法

 同左

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成19年３月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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 76,114.98円

１株当たり中間純利益金

額
1,975.86円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
1,939.51円

１株当たり純資産額 72,493.47円

１株当たり中間純損失金

額
7,105.41円

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であるため記載して

おりません。　

１株当たり純資産額 79,598.87円

１株当たり当期純利益金

額
5,489.83円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
5,395.18円

　当社は、平成18年４月１日付で普通

株式１株につき３株の株式分割を行っ

ております。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、以下のとおりとなります。

 

　

　当社は、平成18年４月１日付で普通

株式１株につき３株の株式分割を行っ

ております。　

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、以下のとおりとなります。

前事業年度

１株当たり純資産額 74,139.13円

１株当たり当期純利
益金額

5,955.80円

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額

5,909.78円

前事業年度

１株当たり純資産額 74,139.13円

１株当たり当期純利
益金額

5,955.80円

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額

5,909.78円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 １株当たり中間（当期）純利益金

 額又は1株当たり中間純損失金額
   

　中間（当期）純利益又は中間純

  損失(△）（千円）
117,988 △425,343 327,929

　普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

　普通株式に係る中間（当期）純

利益又は中間純損失（△）

（千円）

117,988 △425,343 327,929

　期中平均株式数（株） 59,715 59,862 59,734

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額 
   

　中間（当期）純利益調整額

  （千円）
－ － －

　普通株式増加数（株） 1,119 － 1,048

　　（うち新株予約権） （1,119） （－） （1,048）
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ────  ──── １．株式の取得による子会社化

　　当社は、平成19年３月27日開催の

　当社取締役会の決議に基づき、平成

　19年４月３日に株式会社ジェイ・マ

　ーチの全株式を取得し子会社化いた

　しました。

(1) 株式取得の目的

　　　当社独自のモバイルサイト構

　　築・運用等のノウハウを活かした

　　広告事業ならびにマーケティング

　　事業でシナジーを図り、事業・収

　　益の拡大を目指すことを目的に、

　　コミュニティサイトの運営、リサ

　　ーチ・マーケティング事業を全国

　　展開している同社を100％子会社

    といたしました。

(2) 株式取得の相手の名称

　　　緒方寳作（同社代表取締役）

(3) 子会社となる会社の概要

　①会社の名称　　　株式会社ジェ

　　　　　　　　　　イ・マーチ

　②主な事業内容　　コミュニティサ

　　　　　　　　　　イト運営、リサ

　　　　　　　　　　ーチ・マーケテ

　　　　　　　　　　ィング事業

　③資本金　　　　　　10,000千円

(4) 取得株式数及び取得後の所有割合

　①取得株式数　　　　　　　 200株

　

　②取得価額総額　　　　47,430千円

　　　　　

　③取得後の所有割合       　100％
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６．その他
 該当事項はありません。
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