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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（△損失） 経常利益（△損失）
中間（当期）

純利益（△損失）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 6,632 14.5 △270 － △266 － △1,300 －

18年９月中間期 5,791 － 234 － 201 － 170 －

19年３月期 11,937 － 171 － 92 － 412 －

１株当たり
中間（当期）

純利益（△損失）

潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）
純利益（△損失）

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △21,207 33 － －

18年９月中間期 2,990 56 2,838 85

19年３月期 6,977 22 6,658 49

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 0百万円 18年９月中間期 △20百万円 19年３月期 △66百万円

(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 9,694 7,834 77.3 122,083 13

18年９月中間期 10,244 8,997 85.0 143,585 04

19年３月期 10,728 9,165 82.6 144,642 01

（参考）自己資本 19年９月中間期 7,493百万円 18年９月中間期 8,709百万円 19年３月期 8,861百万円

(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 152 △748 △42 4,058

18年９月中間期 △91 △1,230 1,943 3,527

19年３月期 313 △433 1,908 4,696

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 750 00 750 00 1,500 00

20年３月期 750 00 －

20年３月期（予想） － 750 00 1,500 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
当期純損失

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 13,500 13.1 30 △82.5 30 △67.6 △1,100 － △17,920 91
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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

新規 －社 （社名　－） 除外 －社 （社名　－）

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(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 61,388株 18年９月中間期 60,668株 19年３月期 61,272株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 7.2株 18年９月中間期 7.2株 19年３月期 7.2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、42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（△損失） 経常利益（△損失）
中間（当期）純利益

（△損失）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 5,942 10.3 △296 － △285 － △1,340 －

18年９月中間期 5,389 26.7 389 20.1 376 16.6 212 △57.8

19年３月期 11,028 － 418 － 405 － 347 －

１株当たり中間
（当期）純利益
（△損失）

円 銭

19年９月中間期 △21,860 52

18年９月中間期 3,711 92

19年３月期 5,888 11

(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 9,291 7,643 81.1 122,807 64

18年９月中間期 10,050 8,922 88.5 146,693 41

19年３月期 10,450 9,014 85.6 146,021 81

（参考）自己資本 19年９月中間期 7,538百万円 18年９月中間期 8,898百万円 19年３月期 8,945百万円

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
当期純損失

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,100 9.7 0 － 0 － △1,100 － △17,920 91

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．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。

２．当中間期の業績を踏まえ、平成19年5月11日発表の業績予想を修正いたしました。詳しくは別途、開示しており

ます「平成20年3月期 通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ（平成19年10月30日発表）」を参照

ください。
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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経済は、原油や素材価格の高騰による物価上昇懸念や海外経済の減速観測など

不安要素があるものの、企業業績は総じて堅調で設備投資も増加傾向にあり、個人消費におきましても、雇用情勢の

改善が進むなど、緩やかな回復傾向が続いているものと思われます。

　インターネット業界につきましては、光回線接続利用者が増加したことでブロードバンド環境が普及、定着すると

ともに、携帯電話からのインターネット利用が急速に進み、多様なコンテンツサービスや電子商取引の利用も活発に

なりました。その一方で、インターネット広告市場は、業種や企業毎によって媒体（広告手法）に対する評価や広告

出稿意欲に差が生じ、広告料金の水準を含め不安定な需給環境となりました。

　このような経済状況及び業界環境の中、当中間連結会計期間における当社グループ（以下、「当社」）の売上高は、

前年同期比14.5％増の6,632百万円となりました。インターネット広告の販売は、昨年から続く広告料金の低下傾向が

一段落し、積極的な営業展開の結果、軟調ながらも回復の兆しが見えはじめました。一方、音楽コンテンツ配信やオ

ンラインゲーム及びインターネット接続サービスは、安定した需要に恵まれ、順調に売上げを伸ばすことができまし

た。

　売上原価は、前年同期比60.5％増の4,043百万円に急増し、売上総利益は同20.9％減の2,588百万円となりました。

売上高総利益率は、前年同期比17.5ポイント減の39.0％となります。インターネット広告の販売が低迷し、その一方

でインターネット接続サービスや、興行ビジネスといった広告事業に比べコスト負担の高い事業が伸びたことによる

ものです。

　販売費及び一般管理費は、前年同期比5.8％減の2,859百万円となりました。音楽配信やオンラインゲーム等の課金

サービスの増収に伴い、決済手数料をはじめとする業務委託費が増加するとともに、サービスの拡張によってソフト

ウエア資産の減価償却費等が増加しました。しかし一方で、広告販売が低迷したことにより販売手数料（広告代理店

手数料）やロイヤリティーが減少しました。また、マーケティング活動の効率化を図るなど、広告宣伝費及び販売促

進費の低減に努めました。（P61「補足資料（２）販売費及び一般管理費の明細」参照） 

　これらの結果、当中間連結会計期間の営業損益は270百万円の損失計上となりました。前年同期は234百万円の利益

計上でした。

　経常損益は266百万円の損失計上となりました。前年同期は201百万円の利益計上でした。

　当中間連結会計期間におきまして1,052百万円の特別損失を計上しました。その主な内容は、投資有価証券評価損

823百万円及び事業撤退に伴う商品評価損196百万円（平成19年10月30日発表の「投資有価証券評価損及び関係会社株

式評価損並びに事業撤退に伴う商品評価損の計上に関するお知らせ」参照）であります。

　これらの状況に税金費用及び少数株主損失を調整した結果、中間純損益は1,300百万円の損失計上となりました。前

年同期は170百万円の利益計上でした。

　当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントの状況は以下のとおりです。（P38「セグメント情報」参照）

事業の種類別セグメントの状況

メディア事業：

当セグメントの売上高は前年同期比22.8％減の2,379百万円、営業損益は、前年同期は608百万円の利益計上でした

が、当中間連結会計期間は28百万円の損失計上となりました。メディア事業の売上の中心となるインターネット広

告の販売が、前年同期比24.7％減の2,125百万円と低調な推移となりました。検索連動型広告（リスティング広告）

の専門子会社であるクロスリスティングは売上を伸ばしましたが、当社が注力してきたバナー広告やタイアップ広

告は、広告料金の値崩れの影響を受けて大幅な減収となり、当セグメントの収益性低下の要因となりました。

エンタテインメント事業：

当セグメントの売上高は前年同期比52.4％増の4,017百万円、営業利益は同37.0％減の276百万円となりました。売

上高につきましては、オンラインゲーム、音楽コンテンツ配信及びインターネット接続サービスが好調に推移し、

また当社が主催する興行ビジネスに係るチケット売上を計上したことが大幅な売上増につながりました。利益面に

つきましては、当セグメントは現時点において変動費率が高い状況にあり、また、興行ビジネスに係るコストを計

上したことから、限定的な利益水準となりました。
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その他事業：

当セグメントはＥコマース事業や金融サービス事業、海外展開等の新規事業の収益を計上しています。売上高は286

百万円、営業損失は145百万円となりました（前連結会計年度まで金融サービス事業は独立したセグメントでしたが、

当連結会計年度よりその他事業に含めて開示しておりますので前年同期の比較を省略しています）。５月から化粧

品のＥコマースを開始し、その収益を計上しておりますが、サービスの創業期に当たり、費用が先行している状況

です。同様に、欧州における携帯電話向けサービスをはじめとする新規事業に係る調査費や開発費を計上しました。

※売上区分別の販売実績についてはP61「補足資料（１）売上区分別の販売実績」参照。

業績予想の修正について

　当中間期の業績を踏まえ、平成19年５月11日発表の業績予想を修正いたしました。詳しくは別途、開示しておりま

す「平成20年３月期 通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ（平成19年10月30日発表）」を参照くださ

い。

(2）財政状態に関する分析

　当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から1,034百万円減少し9,694百万円となりました。中間純損

失を1,300百万円計上しましたが、買掛金が320百万円増えるなど支払債務が増加しました。

　資産、負債及び純資産の主な変動は以下のとおりです。

流動資産：

・現金及び預金

前連結会計年度末に比べ936百万円減少し3,759百万円となりました。短期の運用目的で有価証券を取得したほか、

化粧品ＥＣ事業の買収やオンラインゲームの営業権取得に資金を使用しました。

・有価証券

コマーシャルペーパー299百万円の取得により当中間連結会計期間末の有価証券残高は609百万円となりました。

・たな卸資産

前連結会計年度末から141百万円減少し84百万円となりました。

韓流ＥＣ事業からの撤退に伴い、保有していた韓国タレントの写真集やＤＶＤ等の在庫196百万円を処分しました。

一方で、新規の化粧品ＥＣ事業による在庫を計上しはじめました。

固定資産：

・無形固定資産

ソフトウエア資産が前連結会計年度末から35百万円増加し639百万円となりました。動画配信サービスや音楽コンテ

ンツ配信へのシステム投資が主な内容です。

化粧品ＥＣ事業の買収に伴いのれんを286百万円計上しました。当中間連結会計期間末の残高は275百万円でありま

す。

投資その他の資産：

投資有価証券が前連結会計年度末に比べ568百万円減少し、789百万円となりました。美容室インターネット検索事

業を展開する会社（注１）や米オンラインゲーム会社（注２）、音楽関連の事業会社（注３）、広告の企画・デザ

イン会社（注４）との業務提携に伴う新たな出資（株式取得）がある一方で、一部の保有株式において減損処理に

よる減少がありました。

（注）１．ビューティーナビ株式会社　株式取得価額81百万円（出資比率40.0％）

２．OnNet USA, Inc.　株式取得価額700千米ドル（出資比率17.5％）

３．株式会社ハッツ・アンリミテッド　株式取得価額49百万円（出資比率33.8％）

４．デザインバーコード株式会社　株式取得価額45百万円（出資比率14.5％）

流動負債：

・買掛金

前連結会計年度末に比べ320百万円増加し1,113百万円となりました。主な要因は、Ｅコマース事業の活発化によっ

て仕入債務が増加したほか、オンラインゲーム事業の売上増に伴う収益分配金の増加によるものです。

純資産：

当中間連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末から1,331百万円減少し、7,834百万円となりました。中間純

損失の計上により利益剰余金が減少したことが主な要因です。自己資本比率は前連結会計年度末から5.3ポイント減

少し77.3％となりました。
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キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ637百万円減少し4,058百万円となりまし

た。化粧品ＥＣ事業の買収やオンラインゲームの新タイトルの営業権取得、資本提携など積極的な投資活動によっ

て資金の支出がありました。中間純損失を計上したものの、当中間連結会計期間における営業活動によるキャッ

シュ・フローが、前年同期の支出超から収入超に転じ、投資活動による支出の一部を賄いました。

営業活動によるキャッシュ・フロー：

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローでは、152百万円の資金収入を得ました。前中間連結会計

期間までは売掛金の増加等による運転資金需要のため、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスでしたが、

当中間連結会計期間においては中間純損失を1,300百万円計上しながらも、損失事由の過半が、株式評価損や商品在

庫の廃棄処分といった資金の支出を伴わないものであり、また、ソフトトウェアや権利金の償却による資金の回収

が増加しました。さらにＥコマース事業の拡大等によって仕入債務が増加するなど、営業循環における資金の流入

要素が増えました。

投資活動によるキャッシュ・フロー：

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、748百万円の支出となりました。前年同期と比べます

と482百万円少ない水準となりました。主な内容としましては、営業資産の取得（有形・無形固定資産への投資）に

499百万円の資金を、資本提携（投資有価証券の取得）に261百万円の資金を使用しました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

前中間連結会計期間は、中長期的な資金需要に備えるため第三者割当増資によって1,991百万円の資金調達をしまし

た。それを以て資金調達活動は一旦、完了いたしました。当中間連結会計期間におきましては、前事業年度の期末

配当金の支払額として45百万円を計上しました。株式の発行による収入を3百万円計上しておりますが、これはス

トックオプション目的で発行した新株予約権の行使による払込代金であります。

（参考）財政状態に関する指標の推移

平成18年３月期 平成19年３月期 平成19年９月 

期末 期末 中間期

自己資本比率（％） 80.8 82.6 77.3

時価ベースの自己資本比率（％） 712.2 144.5 72.8

＊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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は発展途上にあるインターネット市場を活動の場とすることから、継続的に企業価値を向上させることによっ

て株主利益を増大することを第一の方針としています。そのため、事業活動より得られる収益に関しましては、内部

留保による事業への再投資（財務体質の強化、設備投資、研究開発、Ｍ＆Ａ等）を基本とする考えです。一方で上場

株式の流動性と期間損益に対する株主の利益を尊重し、一定水準の配当原資を確保し安定配当による株主還元を実施

する考えです。従来どおり中間配当及び期末配当にて配当金を支払う方針であります。

　配当金予想につきましては平成19年5月11日の公表の数値から変更はございません。中間配当金を1株当たり750円00

銭支払うことを平成19年10月30日開催の取締役会で決議いたしました。期末配当金につきましては、1株当たり750円

00銭とすることを定時株主総会にて付議する考えであります。従いまして年間配当金は1株当たり1,500円00銭といた

したく存じます。
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２．企業集団の状況

　当社は親会社である伊藤忠商事株式会社が形成する企業集団の「宇宙・情報・マルチメディアカンパニー」部門に属し

ており、同企業集団においてインターネットを使ったＢ２Ｃ事業を担っております。また当社は、子会社あるいは関連会

社としてインターネットビジネスを営む複数の会社と資本・業務提携の関係を構築し、これらグループ会社との連携を図っ

た事業展開をしております。当社グループ（当社及び連結子会社、持分法適用関連会社）の主な事業内容は以下のとおり

です。

（1）メディア事業

広告、アフィリエイト広告、検索連動型広告等

（2）エンタテインメント事業

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

（3）その他

　金融サービス、Ｅコマース、新規事業等

当社グループの構成及び企業集団における各社の位置付け並びに事業取引の系統図は以下のとおりです。 

【当社】エキサイト(株)
【顧客】

広告掲載（有償）

情報・コンテンツ提供
（有償・無償）

インターネット接続
サービス（有償）

物品販売（有償）

【子会社】(株)クロスネットワークス
アフィリエイト広告

直接所有 50.0％

広告取引

【子会社】(株)クロスリスティング
検索連動型広告

直接所有 56.6％

広告取引

【子会社】エキサイトクレジット(株)
金融サービス事業

直接所有 51.0％

営業協力

【子会社】エキサイト・ミュージック
エンタテインメイント(株)
音楽サイト運営・音楽レーベル

【関連会社】(株)パー七十二プラザ
ゴルフ情報サイト運営

直接所有 18.1％

業務提携

直接所有 85.7％

サイト共同運営

【子会社】(株)オンネットジャパン
インターネット技術開発事業

直接所有 51.0％

技術開発

メ
デ
ィ
ア
事
業

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
事
業

そ
の
他
事
業

【親会社】伊藤忠商事（株）及び
その子会社（計2社）

所有 60.1％

ブランド使用権･ロイヤリティ
システム保守･業務委託

金融サービス（有償）

取引関係資本関係

【関連会社】(株)ハッツアンリミテッド
音楽関連事業 業務提携

直接所有 33.8％

【関連会社】ビューティーナビ(株) 
美容室インターネット検索事業

業務提携

直接所有 40.0％

広告主
（企業）

ユーザー
（一般消費者）

メディア事業部
・インターネット広告等

ブロードバンド＆
コミュニケーション事業部
・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

その他
・WEBサイト連携
・Eコマース

・新規事業等

【当社】エキサイト(株)
【顧客】

広告掲載（有償）

情報・コンテンツ提供
（有償・無償）

インターネット接続
サービス（有償）

物品販売（有償）

【子会社】(株)クロスネットワークス
アフィリエイト広告

直接所有 50.0％

広告取引

【子会社】(株)クロスリスティング
検索連動型広告

直接所有 56.6％

広告取引

【子会社】エキサイトクレジット(株)
金融サービス事業

直接所有 51.0％

営業協力

【子会社】エキサイト・ミュージック
エンタテインメイント(株)
音楽サイト運営・音楽レーベル

【関連会社】(株)パー七十二プラザ
ゴルフ情報サイト運営

直接所有 18.1％

業務提携

直接所有 85.7％

サイト共同運営

【子会社】(株)オンネットジャパン
インターネット技術開発事業

直接所有 51.0％

技術開発

メ
デ
ィ
ア
事
業

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
事
業

そ
の
他
事
業

【親会社】伊藤忠商事（株）及び
その子会社（計2社）

所有 60.1％

ブランド使用権･ロイヤリティ
システム保守･業務委託

金融サービス（有償）

取引関係資本関係

【関連会社】(株)ハッツアンリミテッド
音楽関連事業 業務提携

直接所有 33.8％

【関連会社】ビューティーナビ(株) 
美容室インターネット検索事業

業務提携

直接所有 40.0％

広告主
（企業）

ユーザー
（一般消費者）

メディア事業部
・インターネット広告等

ブロードバンド＆
コミュニケーション事業部
・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

その他
・WEBサイト連携
・Eコマース

・新規事業等

 

エキサイト株式会社（3754）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 6 －



３．経営方針
　平成18年９月期中間決算短信（平成18年10月30日開示）により開示を行った内容の「(1）会社の経営の基本方針、

(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題」から重要な変更がないため開

示を省略します。

　　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

　（当社ホームページ） 

http://ir.excite.co.jp/

　（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
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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  3,527,588   3,759,217   4,696,132   

２．受取手形及び売掛金  2,736,790   2,358,079   2,432,485   

３．有価証券  310,000   609,449   310,000   

４．たな卸資産  184,935   84,042   225,733   

５．その他  559,538   542,815   499,473   

貸倒引当金  △1,800   △18,289   △2,324   

流動資産合計   7,317,053 71.4  7,335,314 75.7  8,161,501 76.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 192,087   168,292   188,978   

２．無形固定資産           

(1）のれん  －   275,264   14,557   

(2）ソフトウェア  －   639,681   604,408   

(3）その他  －   253,719   109,035   

無形固定資産合計  908,842   1,168,665   728,001   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,524,335   789,152   1,357,219   

(2）その他  303,828   234,067   292,579   

貸倒引当金  △1,800   △1,471   －   

投資その他の資産合計  1,826,364   1,021,748   1,649,798   

固定資産合計   2,927,294 28.6  2,358,706 24.3  2,566,778 23.9

資産合計   10,244,347 100.0  9,694,021 100.0  10,728,279 100.0
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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  751,004   1,113,567   793,343   

２．返品調整引当金  －   －   4,036   

３．ポイント引当金  －   16,162   2,909   

４．その他  495,998   728,144   762,006   

流動負債合計   1,247,002 12.2  1,857,874 19.2  1,562,296 14.6

Ⅱ　固定負債           

繰延税金負債  －   1,293   －   

固定負債合計   － －  1,293 0.0  － －

負債合計   1,247,002 12.2  1,859,167 19.2  1,562,296 14.6

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金  3,217,024   3,224,597   3,222,632   

２. 資本剰余金  3,637,906   3,645,479   3,643,513   

３. 利益剰余金  1,832,095   679,970   2,026,626   

４. 自己株式  △4,800   △4,800   △4,800   

株主資本合計   8,682,226 84.7  7,545,247 77.8  8,887,972 82.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額
金

 27,439   △51,687   △26,508   

２．為替換算調整勘定  317   －   －   

  評価・換算差額等合計   27,756 0.3  △51,687 △0.5  △26,508 △0.2

Ⅲ　新株予約権   23,517 0.2  105,040 1.1  68,140 0.6

Ⅳ　少数株主持分   263,844 2.6  236,253 2.4  236,378 2.2

 　 純資産合計   8,997,345 87.8  7,834,853 80.8  9,165,983 85.4

負債純資産合計   10,244,347 100.0  9,694,021 100.0  10,728,279 100.0
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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   5,791,066 100.0  6,632,388 100.0  11,937,727 100.0

Ⅱ　売上原価   2,519,774 43.5  4,043,995 61.0  5,821,507 48.8

売上総利益   3,271,292 56.5  2,588,392 39.0  6,116,219 51.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,036,680 52.4  2,859,321 43.1  5,944,537 49.8

営業利益（△損失）   234,611 4.1  △270,928 △4.1  171,682 1.4

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  1,244   6,221   4,810   

２．受取配当金  703   1,409   703   

３．持分法による投資利益  －   153   －   

４．その他  240 2,188 0.0 6,759 14,544 0.2 896 6,410 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１．株式交付費  10,019   －   10,019   

２．開業費  －   5,369   －   

３．持分法による投資損失  20,425   －   66,596   

４．その他  4,437 34,882 0.6 4,768 10,137 0.1 8,966 85,583 0.7

経常利益（△損失）   201,917 3.5  △266,521 △4.0  92,509 0.8

Ⅵ　特別利益           

１．持分変動利益  18,832   －   18,832   

２．投資有価証券売却益  －   －   28,040   

３．関係会社株式売却益  －   －   908,239   

４．事業譲渡益  －   22,096   －   

５．その他  － 18,832 0.3 386 22,482 0.4 － 955,112 8.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ 1,515   2,478   12,169   

２．投資有価証券評価損  －   823,761   －   

３．クレーム処理損失  17,566   16,084   47,566   

４. 中国オンラインゲーム事
業整理損失

 －   －   232,679   

５. 美容室検索事業整理損失  －   －   138,582   

６．事業撤退に伴う商品評価
損

 －   196,419   －   

７．その他  － 19,081 0.3 13,607 1,052,350 15.9 2,122 433,120 3.6

税金等調整前中間（当
期）純利益（△損失）

  201,668 3.5  △1,296,389 △19.5  614,501 5.2

法人税、住民税及び事業
税

 51,740   52,412   295,175   

法人税等調整額  57,912 109,652 1.9 △47,969 4,442 0.1 43,983 339,159 2.8

少数株主損失   78,849 1.4  125 0.0  136,750 1.1

中間（当期）
純利益（△損失）

  170,865 3.0  △1,300,707 △19.6  412,092 3.5
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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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 2,219,433 2,640,315 1,743,146 △4,800 6,598,095

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 997,590 997,590   1,995,181

剰余金の配当（注）   △41,916  △41,916

役員賞与（注）   △40,000  △40,000

中間純利益   170,865  170,865

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）　　　　　　　　

997,590 997,590 88,949 － 2,084,131

平成18年９月30日　残高（千円） 3,217,024 3,637,906 1,832,095 △4,800 8,682,226

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算調整
勘定

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 － 312,168 6,903,445

中間連結会計期間中の変動額       

新株の発行      1,995,181

剰余金の配当（注）      △41,916

役員賞与（注）      △40,000

中間純利益     △78,849 92,016

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）

34,257 317 34,574 23,517 30,524 88,617

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

34,257 317 34,574 23,517 △48,324 2,093,899

平成18年９月30日　残高（千円） 27,439 317 27,756 23,517 263,844 8,997,345

　（注）　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。
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　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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 3,222,632 3,643,513 2,026,626 △4,800 8,887,972

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 1,965 1,965   3,930

剰余金の配当（注）   △45,948  △45,948

中間純損失   △1,300,707  △1,300,707

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）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）　　　　　　　　

1,965 1,965 △1,346,655 － △1,342,724

平成19年９月30日　残高（千円） 3,224,597 3,645,479 679,970 △4,800 7,545,247

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高（千円）　
　　　

△26,508 △26,508 68,140 236,378 9,165,983

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行     3,930

剰余金の配当（注）     △45,948

中間純損失     △1,300,707

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）

△25,178 △25,178 36,899 △125 11,595

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△25,178 △25,178 36,899 △125 △1,331,129

平成19年９月30日　残高（千円） △51,687 △51,687 105,040 236,253 7,834,853

（注）平成19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。
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　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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 2,219,433 2,640,315 1,743,146 △4,800 6,598,095

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 1,003,198 1,003,198   2,006,396

剰余金の配当（注）   △41,916  △41,916

剰余金の配当 (中間配当)   △45,495  △45,495

役員賞与（注）   △40,000  △40,000

当期純利益   412,092  412,092

その他   △1,200  △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）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

1,003,198 1,003,198 283,480 － 2,289,877

平成19年３月31日　残高（千円） 3,222,632 3,643,513 2,026,626 △4,800 8,887,972

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証券
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 － 312,168 6,903,445

連結会計年度中の変動額      

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     412,092

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）

△19,690 △19,690 68,140 △76,990 △28,540

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△19,690 △19,690 68,140 △75,790 2,262,537

平成19年３月31日　残高（千円） △26,508 △26,508 68,140 236,378 9,165,983

（注）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。
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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

（△損失）
 201,668 △1,296,389 614,501

減価償却費  37,554 25,003 71,322

権利金償却費  34,629 31,685 81,552

ソフトウェア償却費  58,060 114,499 146,124

のれん償却額  － 25,685 15,244

持分法による投資損益（△益）  20,425 △153 66,596

返品調整引当金の増減額（△減少額）  － △4,036 4,036

ポイント引当金の増加額  － 13,253 2,909

受取利息  △1,244 △6,221 △4,810

株式報酬費用  － 36,899 68,140

投資有価証券売却益  － － △28,040

関係会社株式売却益  － － △908,239

事業譲渡益  － △22,096 －

投資有価証券評価損  － 823,761 －

クレーム処理損失  － 16,084 47,566

中国オンラインゲーム事業整理損失  － － 232,679

美容室検索事業整理損失  － － 138,582

事業撤退に伴う商品評価損  － 196,419 －

売上債権の増減額（△増加額）  △456,791 74,406 △290,894

営業貸付金の減少額  152,094 － 200,000

たな卸資産の増加額  △21,353 △54,728 △62,151

その他流動資産の増減額（△増加額）  △64,172 51,361 △9,685

仕入債務の増加額  54,792 320,223 97,132

未払金の増減額（△減少額）  48,349 △76,507 △24,866

未払費用の増減額（△減少額）  △158,199 45,660 △159,293

その他流動負債の増加額  39,837 99,976 66,557

その他  7,333 32,111 48,962

役員賞与の支払額  △40,000 － △40,000

小計  △87,014 446,897 373,929
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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）

利息の受取額  1,244 5,904 4,810

事業譲渡による収入  － 23,000 －

クレーム処理損失の支払額  － △16,084 △47,566

法人税等の支払額  △6,122 △296,389 △18,264

その他  － △10,542 703

営業活動によるキャッシュ・フロー  △91,893 152,786 313,611

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  △310,000 － △310,000

投資有価証券の取得による支出  △574,583 △261,232 △640,726

投資有価証券の売却による収入  － － 31,540

関係会社株式の売却による収入  － － 1,011,052

有形固定資産の取得による支出  △67,352 △2,612 △100,668

無形固定資産の取得による支出  △276,423 △324,224 △433,647

事業譲受による支出  － △172,107 －

新規連結子会社の取得による収入  － － 7,000

敷金保証金の差入及び回収による収支  － 9,350 8,687

その他の投資活動による収支（△支出）  △2,335 2,591 △6,612

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,230,694 △748,234 △433,375

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

株式の発行による収入  1,985,162 3,930 1,996,376

配当金の支払額  △41,916 △45,948 △87,412

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,943,245 △42,017 1,908,964

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  620,657 △637,466 1,789,201

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,899,322 4,696,132 2,899,322

Ⅵ　新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首

残高
 ※2 7,608 － 7,608

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※1 3,527,588 4,058,666 4,696,132
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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 連結子会社の数　４社

連結子会社の名称

　㈱クロスネットワークス

　㈱クロスリスティング

　エキサイトクレジット㈱

　㈱オンネットジャパン

㈱オンネットジャパンは、当中間連

結会計期間において株式を取得した

ことにより、当中間連結会計期間よ

り連結の範囲に含めることとなりま

した。

連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

　㈱クロスネットワークス

　㈱クロスリスティング

　エキサイトクレジット㈱

　㈱オンネットジャパン

エキサイト・ミュージックエンタ

テインメント㈱ 

連結子会社の数　５社

連結子会社の名称

　㈱クロスネットワークス

　㈱クロスリスティング

  エキサイトクレジット㈱

  ㈱オンネットジャパン

エキサイト・ミュージックエンタ

テインメント㈱ 

上記のうち、㈱オンネットジャパン

は、当連結会計年度において株式を

取得したことにより、当連結会計年

度より連結の範囲に含めております。

また、エキサイト・ミュージックエ

ンタテインメント㈱は、当連結会計

年度に設立したことにより、当連結

会計年度より、連結の範囲に含めて

おります。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社数　３社

関連会社の名称

　㈱Ｄｕｏｇａｔｅ

　㈱パー七十二プラザ

Prima Intergame ICT Sdn

Bhd

(1）持分法適用の関連会社数　３社

関連会社の名称

　㈱パー七十二プラザ

　㈱ハッツ・アンリミテッド

ビューティーナビ㈱

上記のうち、㈱ハッツ・アンリミ

テッド並びに、ビューティーナビ㈱

は、当中間連結会計期間において株

式を取得したことにより、当中間連

結会計期間より持分法適用の関連会

社に含めております。

(1）持分法適用の関連会社数　１社

関連会社の名称

　㈱パー七十二プラザ　

なお、前連結会計年度において

持分法適用会社でありました、

㈱Duogate並びに、Prima 

Intergame ICT Sdn Bhdは、当

連結会計年度において全持分を

売却しました。株式売却までの

期間の損益は連結損益計算書に

含まれております。

(2）Prima Intergame ICT Sdn Bhd

は、決算日が連結決算日と異な

りますが、当該会社の直近の財

務諸表を使用しております。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

すべての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。

同左 すべての連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しております。

エキサイト株式会社（3754）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 16 －



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）

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有価証券

その他有価証券 

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理しております。）

①有価証券

その他有価証券 

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)を採用

しております。

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)を採用して

おります。

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。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②たな卸資産

イ．商品

総平均法による原価法を採用

しております。

②たな卸資産

イ．商品

移動平均法による原価法を採

用しております。

 (会計方針の変更)

従来、総平均法による原価法

を採用しておりましたが、当

中間連結会計期間より、移動

平均法による原価法を採用し

ております。なお、この変更

による損益に与える影響は軽

微であります。

この変更は、取り扱う商材が

従前に比べ、総じてライフサ

イクルの短いものにシフトし

ている状況に鑑み、それらの

商品特性により適した評価方

法に変更するものであります。

②たな卸資産

イ．商品

総平均法による原価法を採用

しております。

ロ．貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

を採用しております。

ロ．貯蔵品

同左

ロ．貯蔵品

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）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、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）

及び構築物については、定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物　　　３～18年

工具器具備品　　　　２～15年

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（建物附属設備を除く）

及び構築物については、定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物　　　３～18年

工具器具備品　　　　２～15年

 (会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、当中間連結会

計期間より、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しておりま

す。

この変更による損益に与える影響

は軽微であります。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。

 (追加情報)

当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しておりま

す。

この変更による損益に与える影響

は軽微であります。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。

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（建物附属設備を除く）

及び構築物については、定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物　　　３～18年

工具器具備品　　　　２～15年

 ②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、権利金については契約期間

（３年）に基づいております。ま

た、自社利用のソフトウェアにつ

いては、当社グループにおける見

込利用可能期間（３～５年）に基

づいております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、権利金については契約期間

（１～５年）に基づいております。

また、自社利用のソフトウェアに

ついては、当社グループにおける

見込利用可能期間（１～５年）に

基づいております。

 ②無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、権利金については契約期間

（３年）に基づいております。ま

た、自社利用のソフトウェアにつ

いては、当社グループにおける見

込利用可能期間（３～５年）に基

づいております。

(3）繰延資産の処理方法 ①株式交付費

支出時に全額費用として処理して

おります。

①株式交付費

──────

株式交付費

支出時に全額費用として処理して

おります。

──────

 

②開業費

開業した年度に全額費用として処

理しております。

──────
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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）

(4）重要な引当金の計上基

準

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。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

────── 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。

②返品調整引当金

同左

────── 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中

間連結会計期間において将来使用

されると見込まれる額を計上して

おります。

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。

(5）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。 

同左 同左

(6）その他中間連結財務諸

表（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

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

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法を採用してお

ります。

同左 同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却につい

ては、５年間の均等償却を行ってお

ります。なお、金額的重要性が乏し

い場合には、発生年度の損益として

処理することとしております。

同左 同左

７．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、且つ、

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

8,861,463千円であります。

　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。

（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。

　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)

　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。
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表示方法の変更

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）

────── （連結貸借対照表）

１．「のれん」は、前中間連結会計期間末は、無形固定資産として表

示しておりましたが、当中間連結会計期間末において資産の総額

の100分の１を超えたため区分掲記しました。なお、前中間連結会

計期間末の「のれん」の金額は26,821千円であります。

２．「ソフトウェア」は、前中間連結会計期間末は、無形固定資産と

して表示しておりましたが、当中間連結会計期間末において資産

の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。なお、前中間

連結会計期間末の「ソフトウェア」の金額は427,291千円でありま

す。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「株式報酬費用」は、前中

間連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが、金

額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記して

おります。なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「株式報酬費用」は23,531千円であります。

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「クレーム処理損失」は、

前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示しておりましたが、

営業活動によるキャッシュ・フローの状況をより明瞭にするため、

当中間連結会計期間より区分掲記しております。なお、前中間連

結会計期間の「その他」に含まれている「クレーム処理損失」は

17,566千円であります。
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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
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

281,781千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

288,889千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

264,200千円

２．当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当中間

連結会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

２．当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未実行

残高は次のとおりであります。

２．当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約に基

づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

2,500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 2,500,000千円

当座貸越極度額の総

額

1,500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 1,500,000千円

当座貸越極度額の総

額

500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 500,000千円
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（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。

業務委託費 420,356千円

給与手当 747,226千円

貸倒引当金繰入額 3,600千円

給料手当 746,380千円

業務委託費 473,271千円

貸倒引当金繰入額 17,435千円

減価償却費 25,003千円

給料手当 1,483,592千円

業務委託費 844,783千円

減価償却費 71,322千円

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

ります。 

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであ

ります。 

工具器具備品 951千円

ソフトウェア 564千円

合計 1,515千円

工具器具備品 50千円

ソフトウェア 2,427千円

合計 2,478千円

建物及び構築物 760千円

工具器具備品 2,496千円

ソフトウェア 8,912千円

計 12,169千円
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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）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
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） 55,896.00 4,772.00 － 60,668.00

合計 55,896.00 4,772.00 － 60,668.00

自己株式

普通株式 7.20 － － 7.20

合計 7.20 － － 7.20

（注）発行済株式総数の増加は、平成18年8月に実施した第三者割当増資に係る新株発行によるものが4,700.00株、新株

予約権の行使によるものが72.00株となっております。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

　目的となる

　　株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結会

計期間末残高

（千円）
前連結会計　

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

 提出会社

（親会社）
 第１回新株予約権 普通株式 1,732 － 56 1,676 －

 第２回新株予約権 普通株式 630 － － 630 －

 第３回新株予約権 普通株式 168 － － 168 －

 第４回新株予約権 普通株式 402 － 36 366 －

 第５回新株予約権 普通株式 302 － 24 278 －

 第６回新株予約権 普通株式 450 － － 450 －

 ストック・オプ

ションとしての新

株予約権

－ － － － － 23,517

 連結子会社  －  － － － － － －

 合計  － － － － － 23,517

（注）１．第１回から第６回までの新株予約権はすべて役職員に対するストックオプションとして発行するものです。

２．新株予約権の減少は、新株予約権の行使あるいは新株予約権を割り当てられた役職員の退職等の事由による

新株予約権の消滅によるものです。

３．第１回から第５回までの新株予約権は当連結中間会計期間末までに行使可能期間が到来したものであります。

第６回の新株予約権は当連結中間会計期間末において行使可能期間を迎えておりません。
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３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年6月23日

定時株主総会
普通株式 41,916 750 平成18年３月31日 平成18年６月23日

 （２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年10月30日

取締役会
普通株式 45,495 利益剰余金 750 平成18年９月30日 平成18年12月11日
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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）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
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） 61,272.0 116.0 － 61,388.0

合計 61,272.0 116.0 － 61,388.0

自己株式

普通株式 7.2 － － 7.2

合計 7.2 － － 7.2

（注）発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使によるものとなっております。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成15年度 第１回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 1,258 － 110 1,148 －

平成15年度 第２回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 520 － － 520 －

平成15年度 第３回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 138 － － 138 －

平成15年度 第４回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 286 － 112 174 －

平成16年度 第５回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 246 － 26 220 －

平成17年度 第６回新株予約権

(注)１
普通株式 450 － 40 410 －

ストック・オプションとしての

新株予約権
－ － － － － 105,040

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 105,040

（注）１．第１回から第６回までの新株予約権はすべて役職員に対するストックオプションとして発行するものです。 

２．新株予約権の減少は、新株予約権の行使あるいは新株予約権を付与された役職員の退職等の事由による新株

予約権の消滅によるものです。

３．第１から第６回までの新株予約権は当連結中間会計期間末までに行使期間が到来したものであります。
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３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 45,948 利益剰余金 750 平成19年３月31日 平成19年６月27日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年10月30日

取締役会
普通株式 46,035 利益剰余金 750 平成19年９月30日 平成19年12月10日
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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）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式(注) 55,896.0 5,376.0 － 61,272.0

合計 55,896.0 5,376.0 － 61,272.0

自己株式

普通株式 7.2 － － 7.2

合計 7.2 － － 7.2

（注）発行済株式総数の増加は、平成18年８月に実施した第三者割当増資に係る新株発行によるものが4,700.0株、新株

予約権の行使によるものが、676.0株となっております。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成15年度 第１回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 1,732 － 474 1,258 －

平成15年度 第２回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 630 － 110 520 －

平成15年度 第３回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 168 － 30 138 －

平成15年度 第４回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 402 － 116 286 －

平成16年度 第５回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 302 － 56 246 －

平成17年度 第６回新株予約権

(注)１
普通株式 450 － － 450 －

ストック・オプションとしての

新株予約権
－ － － － － 68,140

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 68,140

（注）１．第１回から第６回までの新株予約権はすべて役職員に対するストックオプションとして発行するものです。 

２．新株予約権の減少は、新株予約権の行使あるいは新株予約権を付与された役職員の退職等の事由による新株

予約権の消滅によるものです。

３．第１から第５回までの新株予約権は当連結会計年度末までに行使期間が到来したものであります。第６回の

新株予約権は当連結会計年度末において行使期間を迎えておりません。
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３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 41,916 750 平成18年３月31日 平成18年６月26日

平成18年10月30日

取締役会
普通株式 45,495 750 平成18年9月30日 平成18年12月11日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 45,948 利益剰余金 750 平成19年３月31日 平成19年６月27日
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（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

※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

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

 （平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 3,527,588千円

現金及び現金同等物 3,527,588千円

 （平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 3,759,217千円

有価証券勘定 299,449千円

現金及び現金同等物 4,058,666千円

 （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 4,696,132千円

現金及び現金同等物 4,696,132千円

※２．      　 ────── ※２．      　 ────── ※２．株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに２社を連結した

ことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに株式の取得価額と取得に伴う

支出（純額）との関係は次のとおりであ

ります。

エキサイト・ミュージックエンタテイ

ンメント㈱

流動資産 49,000千円

少数株主持分 △7,000千円

新規連結子会社株式の

取得価額
42,000千円

新規連結子会社の現金

及び現金同等物
49,000千円

差引：新規連結子会社

の取得による収入
7,000千円

㈱オンネットジャパン

流動資産 58,151千円

固定資産 22,725千円

流動負債 △371千円

少数株主持分 △30,524千円

新規連結子会社株式の

取得価額
49,980千円

新規連結子会社の現金

及び現金同等物の期首

残高

57,588千円

差引：新規連結子会社

の現金及び現金同等物

の期首残高

7,608千円
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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

　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

　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）

(有形固定資産)

建物及び構
築物

3,938 259 3,678

(有形固定資産)

工具器具備
品 599,622 208,886 390,735

(無形固定資産)

ソフトウェ
ア

304,586 93,604 210,982

合計 908,147 302,750 605,396

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）

建物及び構
築物

3,938 765 3,172

工具器具備
品

560,343 248,560 311,783

ソフトウェ
ア

355,032 162,277 192,755

合計 919,314 411,603 507,710

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）

建物及び構
築物

3,938 512 3,425

工具器具備
品

670,415 293,019 377,396

ソフトウェ
ア

378,404 140,451 237,952

合計
1,052,75

8
433,983 618,774

(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

一年以内 192,921千円

一年超 417,604千円

合計 610,525千円

一年以内 197,953千円

一年超 324,258千円

合計 522,211千円

１年以内 217,733千円

１年超 410,320千円

合計 628,053千円

(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 104,923千円

減価償却費相当額 100,140千円

支払利息相当額 6,958千円

支払リース料 115,472千円

減価償却費相当額 108,963千円

支払利息相当額 7,364千円

支払リース料  234,315千円

減価償却費相当額 223,894千円

支払利息相当額 15,860千円

(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

(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日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 119,235 175,500 56,265

合計 119,235 175,500 56,265

２．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 1,132,671

非上場社債 310,000

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 115,735 65,000 △50,735

合計 115,735 65,000 △50,735

２．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 514,890

コマーシャルペーパー 299,449

非上場社債 310,000

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価があるもの 

 取得原価（千円）
連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

株式 115,735 80,500 △35,235

合計 115,735 80,500 △35,235

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
当連結貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券  

  非上場株式 1,199,339

  非上場社債 310,000
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（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）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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（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）

１．当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費「役員報酬」　 9,707 千円

販売費及び一般管理費「給与手当」　13,824 千円

２．ストック・オプションの内容

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

 平成18年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社の取締役　６ 名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数

（注）
普通株式　350 株

 付与日 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。

 対象勤務期間  平成18年７月11日から平成20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24年６月22日まで

 権利行使価格（円） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 764,782

 付与日における公正な評価単価（円）

 平成20年６月24日から権利行使可能な新株予約権　325,185

 平成21年６月24日から権利行使可能な新株予約権　344,324

 平成22年６月24日から権利行使可能な新株予約権　362,248

 平成23年６月24日から権利行使可能な新株予約権　379,122

（注）株式数に換算して記載しております。

 平成18年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社幹部従業員　21 名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数

（注）
当社幹部従業員に対する付与数: 普通株式　174 株

 付与日 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。

 対象勤務期間  平成18年７月11日から平成20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24年６月22日まで

 権利行使価格（円） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 764,782

 付与日における公正な評価単価（円）

 平成20年６月24日から権利行使可能な新株予約権　325,185

 平成21年６月24日から権利行使可能な新株予約権　344,324

 平成22年６月24日から権利行使可能な新株予約権　362,248

 平成23年６月24日から権利行使可能な新株予約権　379,122

（注）株式数に換算して記載しております。
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 平成18年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員　133 名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数

（注）
当社従業員に対する付与数: 普通株式　436 株

 付与日 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22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

 権利行使期間  平成22年６月24日から平成24年６月22日まで

 権利行使価格（円） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 764,782

 付与日における公正な評価単価（円）
 平成22年６月24日から権利行使可能な新株予約権　362,248

 平成23年６月24日から権利行使可能な新株予約権　379,122

（注）株式数に換算して記載しております。

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）

１．当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費「役員報酬」　19,414千円

販売費及び一般管理費「給与手当」　17,485千円

２．ストック・オプションの内容

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションはありません。

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）

１．当連結会計年度における費用計上額及び科目名

        販売費及び一般管理費「株式報酬費用」　　　39,019千円

        販売費及び一般管理費「役員報酬」　　　　  29,121千円

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
ストック・オプション①

平成18年
ストック・オプション②

平成18年
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22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24

年６月22日まで

平成20年６月24日から平成24

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。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　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。

①　ストック・オプションの数

平成18年
ストック・オプション①

平成18年
ストック・オプション②

平成18年
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
ストック・オプション①

平成18年
ストック・オプション②

平成18年
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） － － －

付与日における公正な

評価単価　　　　　（円）

平成20年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

325,185

平成21年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

344,324

平成22年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

362,248

平成23年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

379,122

平成20年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

325,185

平成21年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

344,324

平成22年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

362,248

平成23年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

379,122

　　　────── 

 

－

　　　──────

 

－

平成22年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

362,248

平成23年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

379,122

 (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ていたため、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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（セグメント情報）

【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）

（追加情報）

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、当中間連結会計期間よ

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、当中間連結会計期間よりメディア事業、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。

メディア
事業

（千円）

エンタテイン
メント事業
（千円）

金融サービス
事業

（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 売上高及び営業損益

(1）外部顧客に対する

売上高
3,014,458 2,636,659 6,398 133,550 5,791,066 － 5,791,066

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

67,408 － － 32 67,440 (67,440) －

計 3,081,866 2,636,659 6,398 133,582 5,858,506 (67,440) 5,791,066

 営業費用 2,473,441 2,197,307 162,003 256,097 5,088,850 467,604 5,556,454

 営業利益又は

 営業損失（△）
608,424 439,351 △155,605 △122,514 769,656 (535,045) 234,611

　（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

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。

事業区分 主要なサービス

 メディア事業  広告、アフィリエイト広告、検索連動型広告等

 エンタテインメント事

業

 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

 金融サービス事業  カードローン、クレジットサービス等

 その他事業  Ｅコマース、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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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）

メディア事業
（千円）

エンタテイン
メント事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 売上高及び営業損益

(1）外部顧客に対する

売上高
2,374,991 4,017,237 240,159 6,632,388 ― 6,632,388

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
4,115 ― 46,150 50,265 (50,265) ―

計 2,379,107 4,017,237 286,309 6,682,654 (50,265) 6,632,388

 営業費用 2,407,120 3,740,392 431,418 6,578,932 324,385 6,903,317

 営業利益又は

営業損失（△）
△28,013 276,844 △145,109 103,722 (374,651) △270,928

　（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

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。

事業区分 主要なサービス

 メディア事業  広告、アフィリエイト広告、検索連動型広告等

 エンタテインメント事業
 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

 その他事業  金融サービス、Ｅコマース、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、324,385千円であり、主なものは、

当社の管理部門に係る費用であります。

３．事業区分の変更

前連結会計年度では、「金融サービス事業」を区分掲記しておりましたが、当セグメントの重要性が低下し

たため、「その他事業」に含めて表示しております。なお、従前の区分に従った当中間連結会計期間におけ

る金融サービス事業の売上高は11,772千円、営業費用は9,979千円、営業利益は1,792千円であります。同じ

くその他事業の売上高は274,537千円、営業費用は421,439千円、営業損失は146,901千円であります。

４．会計方針の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当

中間連結会計期間より有形固定資産の減価償却の方法を、法人税法の改正に伴い、平成19年４月1日以降に取

得したものについて、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更によ

る損益に与える影響は軽微であります。

５．追加情報

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

この変更による損益に与える影響は軽微であります。
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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）

 　(事業区分の変更）

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
エンタテイン

メント事業

金融サービス

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

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
117,248 4,500 － 432 122,180 △122,180 －

計 5,859,913 5,800,363 15,120 384,509 12,059,907 △122,180 11,937,727

営業費用 5,017,959 4,942,033 251,627 585,116 10,796,737 969,308 11,766,045

営業利益(△損失) 841,954 858,330 △236,507 △200,607 1,263,170 △1,091,488 171,682

Ⅱ　資産、減価償却費

及び資本的支出
       

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

減価償却費 49,486 204,968 273 8,123 262,852 32,576 295,428

資本的支出 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

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。

事業区分 主要なサービス

メディア事業 広告、アフィリエイト広告、検索連動型広告等

エンタテインメント事業
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

金融サービス事業 カードローン、クレジットサービス等

その他事業 Ｅコマース、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、主なものは、

当社の管理部門に係る費用であります。

 　　　 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)　

「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、エンタテインメント事業　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。

これによる損益に与える影響はありません。
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【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）、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）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

【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）、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）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（企業結合等関係）

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）

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）

────── （パーチェス法の適用）

　当社は平成19年５月１日付けでユニライフ

ジャパン株式会社から化粧品ＥＣ事業を譲受

けいたしました。

(1）事業を取得した相手企業の名称、取得した

事業の内容、企業結合を行った主な理由、

企業結合日及び企業結合の法的形式

　①事業を取得した相手企業の名称

　　ユニライフジャパン株式会社

　②取得した事業の内容

　　化粧品ＥＣ事業

　③企業結合を行った主な理由

当社ＥＣ事業における取扱商品の拡大のた

め

④企業結合日

　平成19年５月１日

⑤企業結合の法的形式

　事業の譲受け

(2）財務諸表に含まれる取得した事業の業績の

期間

平成19年５月１日から平成19年９月30日ま

で

(3）取得した事業の取得原価

　286,393千円

(4）発生したのれんの金額、のれんの発生原因、

償却方法及び償却期間

①のれんの金額　286,393千円

②のれんの発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債が存在

しないため、取得原価の全額をのれんとし

て処理しております。

③償却方法及び償却期間

　５年間で均等償却しております。

(5）企業結合日に受け入れた資産及び引き受け

た負債の額並びにその主な内訳

該当事項はありません。

(6）企業結合が当中間連結会計期間の開始の日

に完了したと仮定した場合の当中間連結会

計期間の中間連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額

　売上高　　　 39,366千円

　営業利益　　△3,853千円

（概算額の算定方法及び重要な前提条件）

　上記は、事業譲受時期が平成19年５月１日で

あることから、平成19年５月１日から平成19

年９月30日までの同事業における売上高並び

に営業損益の額を平均した額によっておりま

す。

なお、当該注記については、監査証明を受け

ておりません。

──────
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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 143,585円04銭

１株当たり中間純利益金額 2,990円56銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
2,838円85銭

１株当たり純資産額 122,083円13銭

１株当たり中間純損失金額 21,207円33銭

　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 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株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調整後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）純利益又は１株当たり中

間（当期）純損失金額
   

中間（当期）純利益（△損失）（千円） 170,865 △1,300,707 412,092

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） （－） （－） (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益（△損失）

（千円）
170,865 △1,300,707 412,092

普通株式の期中平均株式数（株） 57,134.99 61,332.90 59,062.55

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 3,053.39 － 2,827.24

（うち新株予約権） (3,053.39) (－) (2,827.24)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

 新株予約権　３種類

（新株予約権の数 1,402個）

 新株予約権　３種類

（新株予約権の数 1,256個）

 該当なし

エキサイト株式会社（3754）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 42 －



（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．関連会社株式の譲渡

(1) 概要及び経緯

　当社は、平成18年10月20日開催の取締役会に

おいて、持分法適用関連会社である株式会社Ｄ

ｕｏｇａｔｅの当社所有株式全て（3,283株、

所有比率33.5％）を同社の親会社であるＫＤＤ

Ｉ株式会社に譲渡することを決議しました。こ

れは、ＫＤＤＩ株式会社の経営戦略の一環とし

て、その申し出に応じたものであります。

(2) 株式会社Ｄｕｏｇａｔｅの事業内容

　ＰＣユーザーと携帯電話ユーザーを対象にし

たハイブリッド型インターネット情報提供サー

ビス

(3) 株式譲渡の日程

株式譲渡契約締結：　平成18年11月１日

株式引渡（予定）：　平成19年１月４日

(4）株式譲渡価格 ：　　 　801,052千円

売却損益     ：　　 　726,629千円

※平成18年9月30日時点での算定

１．子会社の設立

(1) 目的

　外為証拠金取引事業への参入

(2) 子会社の概要

①商号  　　　エキサイトＦＸ株式会社

②事業内容　　外為証拠金取引事業

③設立年月日　平成19年10月25日

④所在地　　　東京都渋谷区恵比寿 

⑥資本金　　　200百万円

(3) 出資金額、持分数及び持株比率

①出資金額　　300百万円

②持株数　　　5,000株

③持分比率　　エキサイト株式会社100％

２．連結子会社の第三者割当増資

　当社は、平成19年９月28日開催の取締役会

において、連結子会社エキサイト・ミュージッ

クエンタテインメント株式会社が行う第三割

当増資を引受けることを決議し、平成19年10

月12日に払込を完了しました。

(1）当該第三者割当増資の概要

①発行株式数　　  普通株式800株

②発行価額　　　  １株につき50,000円

③発行価額の総額  40百万円

④資本組入額　　  １株につき25,000円

⑤割当先  　　　  当社エキサイト株式会社

⑥資金の使途 　   運転資金に充当

(2）増資後の当社持分比率　92.13％

３．投資有価証券の売却

　当社は、提携先企業との関係の見直しに伴

い保有する提携先企業の株式を平成19年10月

10日に売却しました。売却によって得た金額

は115,735千円で、これによる投資有価証券売

却損益は発生しておりません。

１．株式の取得

(1）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,Inc.

③株式取得の相手会社の事業内容及び規模

イ．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

ロ．規模（平成19年3月期現在）

資本金　　　　　　 　　78千US$

ハ．株式取得の時期

平成19年４月11日

ニ．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％

(2）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

イ．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。

ロ．規模(平成19年3月期現在)

資本金　　　　　　　20,010千円

ハ．株式取得の時期

平成19年４月11日

ニ．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％

(3）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

ビューティーナビ株式会社

③株式取得の相手会社の事業内容及び規模

イ．事業内容

美容室インターネット検索事業

ロ．規模(平成19年６月1日現在)

資本金　　　　　　　12,000千円

ハ．株式取得の時期

平成19年６月15日

ニ．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　 　　　160株

取得価額 　　　 　　80,000千円

持分比率  　　　　　　 40.00％
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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．事業の譲り受け

(1）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。
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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  2,984,142   3,250,419   4,236,633   

２．受取手形  －   14,244   －   

３．売掛金  2,627,231   2,153,328   2,295,157   

４．有価証券  310,000   609,449   310,000   

５．たな卸資産  184,894   78,116   223,797   

６．その他 ※３ 553,785   543,457   500,705   

貸倒引当金  △1,800   △18,164   △2,200   

流動資産合計   6,658,253 66.2  6,630,850 71.4  7,564,094 72.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 183,573   156,414   176,364   

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  －   620,853   585,833   

(2）その他  －   534,806   109,035   

無形固定資産合計  863,522   1,155,659   694,869   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,308,171   579,890   1,279,839   

(2）関係会社株式  809,030   553,861   474,352   

(3）その他  229,619   215,939   260,945   

貸倒引当金  △1,800   △1,471   －   

投資その他の資産合計  2,345,021   1,348,220   2,015,137   

固定資産合計   3,392,116 33.8  2,660,294 28.6  2,886,371 27.6

資産合計   10,050,370 100.0  9,291,144 100.0  10,450,465 100.0
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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  660,113   961,523   695,110   

２．返品調整引当金  －   －   4,036   

３．ポイント引当金  －   16,162   －   

４．その他 ※３ 468,199   669,094   737,181   

流動負債合計   1,128,313 11.2  1,646,779 17.7  1,436,328 13.7

Ⅱ　固定負債           

繰延税金負債  －   1,293   －   

固定負債合計   － －  1,293 0.0  － －

負債合計   1,128,313 11.2  1,648,073 17.7  1,436,328 13.7

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

 １．資本金   3,217,024 32.0  3,224,597 34.7  3,222,632 30.8

２．資本剰余金           

(1) 資本準備金 3,503,024 3,510,597 3,508,632

(2) その他資本剰余金 134,881 134,881 134,881

資本剰余金合計  3,637,906 36.2  3,645,479 39.3 3,643,513 34.9

 ３．利益剰余金           

(1) 利益準備金 8,604 8,604 8,604

(2) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 2,012,364 715,837 2,102,554

利益剰余金合計   2,020,969 20.1  724,441 7.8 2,111,159 20.2

４．自己株式   △4,800 △0.0  △4,800 △0.1  △4,800 0.0

株主資本合計   8,871,100 88.3  7,589,718 81.7  8,972,505 85.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券評価差額金   27,439 0.3  △51,687 △0.5  △26,508 △0.2

評価・換算差額等合計   27,439 0.3  △51,687 △0.5  △26,508 △0.2

Ⅲ　新株予約権   23,517 0.2  105,040 1.1  68,140 0.6

純資産合計   8,922,057 88.8  7,643,071 82.3  9,014,137 86.3

負債純資産合計   10,050,370 100.0  9,291,144 100.0  10,450,465 100.0
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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   5,389,466 100.0  5,942,489 100.0  11,028,028 100.0

Ⅱ　売上原価   2,286,294 42.4  3,716,365 62.5  5,345,828 48.5

売上総利益   3,103,171 57.6  2,226,124 37.5  5,682,200 51.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   2,714,153 50.4  2,522,820 42.5  5,263,988 47.7

営業利益（△損失）   389,017 7.2  △296,696 △5.0  418,212 3.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  2,103 0.0  12,300 0.2  5,894 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  14,311 0.2  1,076 0.0  18,840 0.2

経常利益（△損失）   376,808 7.0  △285,472 △4.8  405,265 3.7

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  15 0.0  844,942 7.7

Ⅶ　特別損失 ※４  19,081 0.4  1,090,962 18.4  570,760 5.2

税引前中間（当期）
純利益（△損失）

  357,727 6.6  △1,376,419 △23.2  679,446 6.2

法人税、住民税及び事業
税

 51,215   8,392   287,104   

法人税等調整額  94,431 145,646 2.7 △44,043 △35,650 △0.6 44,575 331,679 3.0

中間（当期）純利益
（△損失）

  212,080 3.9  △1,340,768 △22.6  347,766 3.2
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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

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
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

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成18年３月31日　残高

（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

中間会計期間中の変動額

新株の発行 997,590 997,590  997,590     1,995,181

剰余金の配当（注）      △41,916 △41,916  △41,916

役員賞与（注）      △40,000 △40,000  △40,000

中間純利益      212,080 212,080  212,080

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

         

中間会計期間中の変動額

合計（千円）
997,590 997,590 － 997,590 － 130,164 130,164 － 2,125,346

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,217,024 3,503,024 134,881 3,637,906 8,604 2,012,364 2,020,969 △4,800 8,871,100

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
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

中間会計期間中の変動額     

新株の発行    1,995,181

剰余金の配当（注）    △41,916

役員賞与（注）    △40,000

中間純利益    212,080

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

34,257 34,257 23,517 57,775

中間会計期間中の変動額合

計（千円）
34,257 34,257 23,517 2,183,121

平成18年９月30日　残高

（千円）
27,439 27,439 23,517 8,922,057

（注）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。
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　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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
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

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

繰越利益
剰余金

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

中間会計期間中の変動額

新株の発行 1,965 1,965  1,965     3,930

剰余金の配当（注）      △45,948 △45,948  △45,948

中間純損失      △1,340,768 △1,340,768  △1,340,768

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額）

         

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

1,965 1,965 － 1,965 － △1,386,717 △1,386,717 － △1,382,786

平成19年９月30日　残高
（千円）

3,224,597 3,510,597 134,881 3,645,479 8,604 715,837 724,441 △4,800 7,589,718

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

△26,508 △26,508 68,140 9,014,137

中間会計期間中の変動額

新株の発行    3,930

剰余金の配当（注）    △45,948

中間純損失    △1,340,768

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純
額）

△25,178 △25,178 36,899 11,720

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△25,178 △25,178 36,899 △1,371,066

平成19年９月30日　残高
（千円）

△51,687 △51,687 105,040 7,643,071

（注）平成19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。
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　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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
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

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（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

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
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）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。
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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．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

　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

　　子会社株式及び関連会社株式

同左 

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

　　その他の有価証券

　時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理しておりま

す。)

　　その他の有価証券

　時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)を

採用しております。　

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)を採用

しております。　

　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。

　時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

　　商品

総平均法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

　　商品

従来、主として総平均法による

原価法を採用しておりましたが、

当中間会計期間より、主として

移動平均法による原価法を採用

しております。なお、この変更

による損益に与える影響は軽微

であります。

この変更は、取り扱う商材が従

前に比べ、総じてライフサイク

ルの短いものにシフトしている

状況に鑑み、それらの商品特性

により適した評価方法に変更す

るものであります。

(2）たな卸資産

商品

　総平均法による原価法を採用し

ております。

　　貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を

採用しております。

　　貯蔵品

同左

貯蔵品

同左
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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）

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（建物附属設備を

除く）及び構築物については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　３～18年

構築物　　　　　　　　３年

工具器具備品　　　２～15年

(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（建物附属設備を

除く）及び構築物については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　３～18年

構築物　　　　　　　　３年

工具器具備品　　　２～15年

 (会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更しておりま

す。

なお、この変更による損益に与え

る影響は軽微であります。

 (追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

なお、この変更による損益に与え

る影響は軽微であります。

(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（建物附属設備を

除く）及び構築物については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　３～18年

構築物　　　　　　　　３年

工具器具備品　　　２～15年

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、権利金については契約期

間（３年）に基づいております。

また、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（３～５年）に基

づいております。

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、権利金については契約期

間（１～５年）に基づいており

ます。また、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（１～５

年）に基づいております。

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、権利金については契約期

間（３年）に基づいております。

また、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（３～５年）に基

づいております。

３．繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用として処理して

おります。

────── 株式交付費

支出時に全額費用として処理して

おります。
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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）

４．引当金の計上基準 (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。

(1）貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

(1）貸倒引当金

同左

────── (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。 

(2) 返品調整引当金 

同左

────── (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

当中間会計期間において将来使

用されると見込まれる額を計上

しております。

──────

５．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

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

────── のれん及び負ののれんの償却につい

ては、５年間の均等償却を行ってお

ります。なお、金額的重要性が乏し

い場合には、発生年度の損益として

処理することとしております。

──────

７．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

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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

8,898,539千円であります。

　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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

8,945,996千円であります。

　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。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「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中

間純利益は、それぞれ23,531千円減少しており

ます。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より、「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。

（役員賞与に関する会計基準)

　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。

　なお、これによる損益に与える影響はありま

せん。
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表示方法の変更

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）

（中間貸借対照表）

１．「投資有価証券」は、前中間会計期間末は、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間

末において資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額は253,725千円

であります。

２．「権利金」は、当中間会計期間末において資産総額の100分の５

を超えなかったため、無形固定資産として表示しております。な

お、当中間会計期間の無形固定資産に含まれている「権利金」は

347,654千円であります。

３．「敷金保証金」は、当中間会計期間末において資産総額の100分

の５を超えなかったため、投資その他の資産の「その他」に含め

ております。なお、当中間会計期間末の投資その他の資産の「そ

の他」に含まれている「敷金保証金」は199,675千円であります。

４．「未払金」「未払費用」「未払法人税等」は、当中間会計期間末

において資産総額の100分の５を超えなかったため、流動負債の

「その他」に含めております。なお、当中間会計期間の流動負債

の「その他」に含まれている「未払金」「未払費用」「未払法人

税等」はそれぞれ183,618千円、45,784千円、41,365千円でありま

す。

（中間貸借対照表）

１．「ソフトウェア」は、前中間会計期間末は、無形固定資産として

表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総額の

100分の５を超えたため区分掲記しました。なお、前中間会計期間

末の「ソフトウェア」は412,655千円であります。
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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

280,345千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

285,674千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

261,804千円

２．当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

２．当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

２．当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行４行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

2,500,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,500,000千円

当座貸越極度額の総

額

1,500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 1,500,000千円

当座貸越極度額の総

額

500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 500,000千円

※３．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、金額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。

※３．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、金額的重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて表示しており

ます。

※３．          ─────

（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 1,198千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 5,800千円

※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 4,597千円

受取配当金 703千円

※２．営業外費用のうち主要なもの

株式交付費 10,019千円

コミットメントライ

ン手数料
2,007千円

※２．          ───── ※２．営業外費用のうち主要なもの

株式交付費 10,019千円

コミットメントライ

ン手数料
3,998千円

契約解除損失 2,444千円

消費税調整額 2,273千円

※３．          ───── ※３．          ───── ※３．特別利益のうち主要なもの

関係会社株式売却益 816,902千円

投資有価証券売却益 28,040千円

※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 1,515千円

クレーム処理損失 17,566千円

※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 2,478千円

投資有価証券評価損 823,761千円

関係会社株式評価損 52,219千円

クレーム処理損失 16,084千円

事業撤退に伴う商品

評価損
196,419千円

※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 11,123千円

関係会社株式評価損 132,527千円

中国オンラインゲー

ム事業整理損失
270,959千円

美容室検索事業整理

損失
138,582千円

クレーム処理損失 17,566千円

５．減価償却実施額

有形固定資産 36,694千円

無形固定資産 91,632千円

５．減価償却実施額

有形固定資産 23,839千円

無形固定資産 165,817千円

５．減価償却実施額

有形固定資産 51,319千円

無形固定資産 226,641千円
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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）

　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

　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

　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）

（有形固定資産）    
建物及び構築

物
3,749 234 3,515

（有形固定資産）    
工具器具備品 518,341 196,966 321,375

（無形固定資産）    
ソフトウェア 263,749 89,509 174,240

合計 785,841 286,710 499,130

 
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）

建物及び構築

物
3,749 703 3,046

工具器具備品 479,264 221,105 258,158

ソフトウェア 313,936 149,983 163,952

合計 796,950 371,792 425,158

 
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）

建物及び構

築物
3,749 468 3,280

工具器具備

品
553,020 250,430 302,589

ソフトウェ

ア
328,528 126,980 201,547

合計 885,298 377,880 507,417

(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

一年以内 169,246千円

一年超 334,267千円

合計 503,514千円

一年以内 172,597千円

一年超 265,429千円

合計 438,026千円

１年以内 183,265千円

１年超 331,522千円

合計 514,788千円

(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 92,853千円

減価償却費相当額 88,804千円

支払利息相当額 5,664千円

支払リース料 101,804千円

減価償却費相当額 96,143千円

支払利息相当額 6,122千円

支払リース料 196,241千円

減価償却費相当額 188,574千円

支払利息相当額 12,269千円

(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

(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、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは

ありません。

（企業結合等関係）

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)

中間連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）に記載のとおりであります。
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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 146,693円41銭

１株当たり中間純利益金額 3,711円92銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額
3,523円62銭

１株当たり純資産額 122,807円64銭

１株当たり中間純損失金額 21,860円52銭

　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 146,021円81銭

１株当たり当期純利益金額 5,888円11銭

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
5,619円13銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調整後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（純損失）金額    

中間（当期）純利益（△損失）（千円） 212,080 △1,340,768 347,766

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（△損

失）

（千円）

212,080 △1,340,768 347,766

期中平均株式数（株） 57,134.99 61,332.90 59,062.55

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額
   

普通株式増加数（株） 3,053.39 － 2,827.24

（うち新株予約権） (3,053.39) (－) (2,827.24)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

新株予約権　３種類

（新株予約権の数　1,402個）

新株予約権　３種類

（新株予約権の数　1,256個）

該当なし
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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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．関係会社株式の譲渡

(１）概要及び経緯

　当社は、平成18年10月20日開催の取締役会

において、関係会社である株式会社Ｄｕｏｇ

ａｔｅの当社所有株式全て（3,283株、所有

比率33.5％）を同社の親会社であるＫＤＤＩ

株式会社に譲渡することを決議しました。こ

れは、ＫＤＤＩ株式会社の経営戦略の一環と

して、その申し出に応じたものであります。

(２）株式会社Ｄｕｏｇａｔｅの事業内容

　ＰＣユーザーと携帯電話ユーザーを対象に

したハイブリッド型インターネット情報提供

サービス

(３）株式譲渡の日程

株式譲渡契約締結：　平成18年11月１日

株式引渡（予定）：　平成19年１月４日

(４）株式譲渡価格 ：　 　　801,052千円

売却損益     ： 　　　636,902千円

　 ※平成18年9月30日時点での算定

１．子会社の設立

(1) 目的

　外為証拠金取引事業への参入

(2) 子会社の概要

①商号  　　　エキサイトＦＸ株式会社

②事業内容　　外為証拠金取引事業

③設立年月日　平成19年10月25日

④所在地　　　東京都渋谷区恵比寿 

⑥資本金　　　200百万円

(3) 出資金額、持分数及び持株比率

①出資金額　　300百万円

②持株数　　　5,000株

③持分比率　　エキサイト株式会社100％

２．連結子会社の第三者割当増資

　当社は、平成19年９月28日開催の取締役会

において、連結子会社エキサイト・ミュージッ

クエンタテインメント株式会社が行う第三割

当増資を引受けることを決議し、平成19年10

月12日に払込を完了しました。

(1）当該第三者割当増資の概要

①発行株式数　　 普通株式800株

②発行価額　　　 １株につき50,000円

③発行価額の総額 40百万円

④資本組入額　　 １株につき25,000円

⑤割当先  　　　 当社エキサイト株式会社

⑥資金の使途 　  運転資金に充当

(2）増資後の当社持分比率　92.13％

３．投資有価証券の売却

　当社は、提携先企業との関係の見直しに伴

い保有する提携先企業の株式を平成19年10月

10日に売却しました。売却によって得た金額

は115,735千円で、これによる投資有価証券売

却損益は発生しておりません。

１．株式の取得

(1）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,Inc.

③株式取得の相手会社の事業内容及び規模

イ．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

ロ．規模（平成19年3月期現在）

資本金　　　　　　 　　78千US$

ハ．株式取得の時期

平成19年４月11日

ニ．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％

(2）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

イ．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

ロ．規模(平成19年3月期現在)

資本金　　　　　　　20,010千円

ハ．株式取得の時期

平成19年４月11日

ニ．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％

(3）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

ビューティーナビ株式会社

③株式取得の相手会社の事業内容及び規模

イ．事業内容

美容室インターネット検索事業

ロ．規模(平成19年６月1日現在)

資本金　　　　　　　12,000千円

ハ．株式取得の時期

平成19年６月15日

ニ．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　 　  　160株

取得価額 　　　　　 80,000千円

持分比率 　　　　　　  40.00％
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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）

前事業年度
（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

(1）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。
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（ご参考）

補足資料（連結）

１．売上区分別の販売実績  

区分

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)

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 2,823,701 48.7 2,125,634 32.0 5,198,381 43.5

課金コンテンツサービス売上 1,590,530 27.5 2,001,187 30.2 3,455,696 29.1

ブロードバンドサービス売上 764,009 13.2 1,378,737 20.8 1,830,833 15.3

Ｅコマース売上 290,529 5.0 872,750 13.2 874,873 7.3

その他売上 322,295 5.6 254,079 3.8 577,940 4.8

売上高合計 5,791,066 100.0 6,632,388 100.0 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。

区分

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)

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

フレンズ 440,129  316,765  837,729  

恋愛結婚 103,655  102,138  211,438  

オンラインゲーム 468,629  625,529  1,005,268  

音楽コンテンツ配信 544,198  919,921  1,337,368  

その他 33,918  36,832  63,891  

合計 1,590,530  2,001,187  3,455,696  

２．販売費及び一般管理費の明細  

区分

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）

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

広告宣伝費  179,241  157,298  377,604

販売手数料  298,292  176,922  519,345

販売促進費  121,688  63,743  168,952

業務提携料  255,586  267,049  574,571

ロイヤリティ  196,138  129,382  345,842

役員報酬  59,449  65,584  129,823

給料手当  747,226  746,380  1,483,592

福利厚生費  75,263  74,611  150,903

賞与  69,669  51,067  64,907

退職給付費用  15,601  14,704  30,396

業務委託費  420,356  473,271  844,783

減価償却費  37,554  25,003  72,786

ソフトウエア償却費  57,052  111,116  141,089

権利金償却費  －  3,999  4,000

事務所家賃  148,090  136,386  294,701

のれん償却  2,980  1,819  15,244

その他  352,489  360,978  725,990

販売費及び一般管理費合計  3,036,680  2,859,321  5,944,537
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