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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 15,264 80.6 558 61.8 445 － 239 －

18年９月中間期 8,450 23.9 345 － △1,945 － △2,183 －

19年３月期 23,571 － 786 － △1,552 － △7,830 －

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 825 56 823 77

18年９月中間期 △9,440 84 － －

19年３月期 △30,073 51 － －

（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 △1,900百万円 19年３月期 △1,896百万円

(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 22,555 15,332 63.8 49,661 55

18年９月中間期 16,570 11,019 61.8 44,280 12

19年３月期 22,578 14,815 61.7 48,099 59

（参考）自己資本 19年９月中間期 14,383百万円 18年９月中間期 10,246百万円 19年３月期 13,930百万円

(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 165 △666 381 5,068

18年９月中間期 274 △2,589 2,431 1,811

19年３月期 1,228 △2,579 2,876 5,164

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 － － 167 00 167 00

20年３月期 － － －

20年３月期（予想） － 167 00 167 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 32,000 35.8 1,200 52.5 1,000 － 550 － 1,899 02
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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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、30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の変更」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 289,623株 18年９月中間期 231,394株 19年３月期 289,623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、41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）

営業収益 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 1,806 △72.5 663 46.3 682 237.8 620 －

18年９月中間期 6,567 7.1 453 89.0 202 △31.2 △1,946 －

19年３月期 7,885 － 529 － 271 － △7,343 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 2,143 40

18年９月中間期 △8,417 43

19年３月期 △28,202 67

(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 17,662 15,177 85.7 52,287 57

18年９月中間期 15,273 11,062 72.4 47,791 86

19年３月期 17,522 14,592 83.2 50,311 16

（参考）自己資本 19年９月中間期 15,143百万円 18年９月中間期 11,058百万円 19年３月期 14,571百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

  本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる本資料発表日

現在における仮定を前提としており、実際の業績は今後、様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績

（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。

  なお、当社は、平成19年10月31日開催の当社取締役会において、株式会社ＣＪホールディングスによる当社株式

等の取得を目的とした公開買付けの実施（平成19年11月１日～平成19年12月13日）について、賛同の意を表明する

旨を決議しておりますが、本資料においては、当該公開買付けの成立を前提とした記載は行っておりません。
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

① 市場環境（平成19年９月30日現在）

イ 国内モバイル・インターネットの市場環境

日本国内における携帯電話の契約数は平成19年９月末現在で9,933万契約に達し、このうちインターネット接続可

能な携帯電話が占める割合は87.1％となっております。また、平成19年９月末現在の第３世代携帯電話(３Ｇ)の契約

数は7,932万契約と急成長を遂げており、モバイル・インターネット市場の成長を加速させる促進剤と考えられてお

ります。

３Ｇやパケット定額制の普及を背景に、平成18年のモバイル・コンテンツ市場は、対前年比16％増加し3,661億円

に成長いたしました。また電子マネーやクレジットカード決済機能の搭載により、モバイル・コマース市場は平成18

年には対前年比38％増の5,624億円となり、うちチケット購入サービスやオークション手数料等の収入を除いた物販

系市場は対前年比68％増の2,583億円へ拡大しております。　

さらには、モバイル広告市場についても、平成18年の市場規模390億円から、平成23年にはその3.3倍程の1,284億

円迄の成長が予想されています。

（出所：社団法人電気通信事業者協会、モバイル・コンテンツ・フォーラム、及び株式会社電通総研の各資料より当

社作成）

ロ 国内通信販売の市場環境

平成18年度の国内通信販売業界全体の売上高（推計）は、３兆6,800億円と前年度比9.5％増となっております。

（出所：社団法人日本通信販売協会資料より当社作成）

② 当中間期の経営成績

（中間期）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円・単位未満切捨）

平成19年３月期

中間期

平成20年３月期

中間期
増減

金額 百分比（％） 金額 百分比（％） 金額 増減率（％）

売上高 8,450 100.0 15,264 100.0 6,813 80.6

売上総利益 3,566 42.2 6,665 43.7 3,099 86.9

営業利益 345 4.1 558 3.7 213 61.8

経常利益又は

経常損失（△）
△1,945 △23.0 445 2.9 2,390 －

中間純利益又は

中間純損失(△）
△2,183 △25.8 239 1.6 2,422 －

経営成績（中間期）総括 

当中間期における連結売上高は、引続きモバイル・コンテンツ事業での効果的なプロモーション戦略による主力コン

テンツの伸長や、前年下期より連結を開始した株式会社JIMOSの化粧品通販事業を主とするコマース事業の収益貢献に

加え、広告事業における収益の立ち上がりも進んだことから、15,264百万円と対前年同期比6,813百万円増（80.6%増)

の大幅な増加となり、中間期ベースで過去最高を更新いたしました。

　営業利益につきましては、モバイル・コンテンツ事業の売上高増加と売上総利益率の改善、及びコマース事業の新規

連結による売上総利益の増加要因等に加え、広告投資効率の改善や、のれん定額償却の減少要因等もあり、558百万円

と対前年同期比213百万円増（61.8％増）となりました。

　また、当社の関連会社であった株式会社JIMOSに係る持分法による投資損失の計上により、大幅な経常損失及び中間

純損失を計上した前年同期に比し、当中間期については、経常利益は445百万円、中間純利益は239百万円の計上となり

ました。

 （ご参考）

１株当たり中間純利益 ＲＯＥ ＥＢＩＴＤＡ

平成20年３月期 中間期 825.56円 3.4％ 1,037百万円

 (注）ＥＢＩＴＤＡ：営業利益＋減価償却費＋のれん定額償却費
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 事業の種類別セグメント売上高

 （単位：百万円・単位未満切捨）

事業種別

平成19年３月期

中間期

平成20年３月期

中間期
増減

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 増減率（％）

モバイル・コンテンツ事業 5,739 67.9 6,183 40.5 444 7.7

コマース事業 154 1.8 6,044 39.6 5,889 ―

ソリューション事業 1,229 14.6 1,415 9.3 185 15.1

広告事業 69 0.8 615 4.0 546 783.5

投資事業 143 1.7 ― ― △143 ―

海外事業 1,113 13.2 1,004 6.6 △108 △9.7

合計 8,450 100.0 15,264 100.0 6,813 80.6

イ モバイル・コンテンツ事業　　

モバイル・コンテンツ事業は、引続き効果的なプロモーション戦略により、『江原啓之スピリチュアルメッセー

ジ』等の主力コンテンツを中心に堅調に推移し、売上高は6,183百万円と対前年同期比444百万円増（7.7%増）となり、

中間期過去最高を更新いたしました。新規コンテンツの投入に加え、既存コンテンツでは、『鏡リュウジ恋占術』に

おけるプレミアム会員コースの提供等、サービスの追加による新たな課金設定を行うことにより、今後のユーザー一

人当たり売上高の向上策も実施いたしました。 

ロ コマース事業　　　

コマース事業は、前年下期より連結を開始した株式会社JIMOSの化粧品通販事業や、同社子会社によるアウトレッ

ト商品販売の収益を主として、売上高は6,044百万円と対前年同期比5,889百万円増となり、大幅に伸長いたしました。

特に化粧品通販事業につきましては、株式会社JIMOSのコンタクトセンターが、当中間期に社団法人企業情報化協会

主催の平成19年度「優秀カスタマーサポート表彰制度」における通信販売企業では初めてとなる“Best Customer 

Support of The Year ２００７”優秀賞を受賞いたしました。 

　また、モバイルコマースにおいては、当中間期にスタイライフ株式会社や当社子会社である株式会社サイバードの

他、ベンチャーキャピタル等からの出資によりファッションコマースの新会社「株式会社ナッティ」を設立いたしま

した。当社グループは、今後、同社に対する集客・プロモーション支援の提供により当該事業売上の一定割合を獲得

しつつ、同社顧客を当社グループのモバイルプラットフォームへ誘導し、収益化を図ってまいります。

ハ ソリューション事業

ソリューション事業は、モバイルサイトの安定的な開発・運用収益に加え、株式会社JIMOSにおけるクライアント

企業向け通販支援事業や、ＥＣサイト開発を主とする同社子会社の新たな収益連結等により、売上高は1,415百万円

と対前年同期比185百万円増(15.1%増)となりました。

ニ 広告事業

広告事業は、ナショナルクライアント等からの出稿によるモバイル広告販売の拡大に加え、クライアント企業向け

通販広告代理業のさらなる寄与もあり、売上高は、615百万円と対前年同期比546百万円増(783.5%増)となりました。

今後は、広告事業の推進に当たり、当社グループが各事業を通じて獲得した会員の定着化を図ることで構築してきた

プラットフォームの強化と、新しく生み出されるメディアにおける各種広告の露出機会を会員に提供することにより、

当該事業を既存事業に続く収益獲得の柱として育成していく予定です。

ホ 投資事業

当中間期における投資事業の売上高計上はありませんでしたが、子会社の株式会社サイバード・インベストメン

ト・パートナーズの運営・管理による「サイバード・プラスモバイル・ファンド」を通じ、新たに３社への出資を

行った結果、現在、８社に対して投資を行っております。

へ 海外事業

北米コンテンツプロバイダーである連結子会社Airborne Entertainment Inc.の収益により、海外事業の売上高は、

1,004百万円となりました。現地における端末の高機能化が進み、３Ｇ系の動画コンテンツやゲームコンテンツ等の

急速な成長を背景に、同子会社も市場ニーズへの対応に向けた３Ｇ系動画コンテンツの開発やモバイルによるＢｔ

ｏＢ事業等の高付加価値サービスの提供に注力しております。
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 ③当期の見通し

当中間期の連結業績は、前述のとおり堅調に推移しており、当下期におきましても、主力事業であるモバイル・コン

テンツ事業での効果的なプロモーションの実施等や、コマース事業における化粧品通販事業での広告投資効率の重視と

収益性の高い商材の継続的投入、また、広告事業におけるメディア価値の増大と販売体制の強化等により、引続き堅調

な業績推移を見込んでおります。

　これらにより、当期連結業績の見通しにつきましては、売上高32,000百万円、営業利益1,200百万円、経常利益1,000

百万円、当期純利益550百万円を見込んでおり、期初(平成19年５月22日付）に発表いたしました当期の見通しに、現時

点での変更はありません。

　なお、当社は当社グループにおける純粋持株会社であり、当社の個別業績には投資判断上の有意性は乏しいと考えら

れることから、個別業績予想の発表は行っておりません。

(2) 財政状態に関する分析

① 資産・負債・純資産の状況

当中間期末の資産合計は22,555百万円となり、負債合計は7,222百万円となりました。

純資産につきましては、中間純利益計上による増加の他、為替換算調整勘定の増加等もあり、前期末に比し、516百

万円増の15,332百万円となりました。

　また、当第１四半期に、当社単体の過年度に生じた欠損について資本剰余金による補填を実施したことから、当中

間期末の資本剰余金は前期末に比し大幅に減少し、一方、利益剰余金の減少幅も縮小いたしました。

平成19年３月期

中間期

平成20年３月期

中間期

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日）

自己資本比率（％） 61.8 63.8

時価ベースの自己資本比率（％） 124.4 53.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 5.8 10.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 4.3 1.6

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

　（注）１　株式時価総額は当中間連結会計期間末株価終値に発行済株式総数を乗じて算出しております。

２　キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は中間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すべての負債を対象としています。
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② 借入金・社債（平成19年９月30日現在)

イ 株式会社サイバードホールディングス

 （単位：千円・単位未満切捨）

借入先 借入金額

三菱東京ＵＦＪ銀行（外貨）（注） 1,715,651

三井住友銀行（外貨）（注） 574,565

合計 2,290,216

 　（注）平成19年９月30日現在の仲値レート＠114.91円にて換算しております。

ロ Airborne Entertainment Inc.

 （単位：千円・単位未満切捨）

借入先 借入金額

 Wellington Financial（注） 231,916

合計 231,916

　（注）平成19年６月30日現在の仲値レート＠123.31円にて換算しております。

（単位：千円・単位未満切捨）

社債 社債残高

 2006年度新株予約権付社債　　（注） 390,952

 2007年度新株予約権付社債　　（注） 550,332

合計 941,285

　（注）平成19年６月30日現在の仲値レート＠123.31円にて換算しております。

ハ 株式会社エスクルー

 （単位：千円・単位未満切捨）

借入先 借入金額

 東京都民銀行 19,563

三井住友銀行 81,932

三菱東京ＵＦＪ銀行 50,014

西武信用金庫 687

合計 152,196
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③ 連結キャッシュ・フローの状況

当中間期末の現金及び現金同等物残高は5,068百万円となり、対前年同期末比で3,256百万円増加（179.8％増）とな

り、前期末比では、95百万円減少（1.9％減）となりました。当中間期における各キャッシュ・フローの状況及び要因

は以下のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期は、税金等調整前中間純利益417百万円に加え、減価償却費やのれん償却額、及び各種引当金増減額の非

資金費用490百万円を計上の一方、未払金や法人税の支払い等により、営業活動によるキャッシュ・フローは165百

万円の増加（前年同期は274百万円の増加）となりました。なお、当第１四半期における営業キャッシュ・フローは、

主に法人税等の支払い344百万円の影響により322百万円の減少となりましたが、当第２四半期は、487百万円の増加

となっております。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期は、グループでのソフトウェア取得による支出、及び海外子会社における余剰資金の短期投資（現地大

手銀行保証付）による有価証券の取得等を主とし、投資活動によるキャッシュ・フローは666百万円の減少（前年同

期は2,589百万円の減少）となりました。　 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期は、海外子会社の社債発行による収入を主として、財務活動によるキャッシュ・フローは381百万円の増

加（前年同期は2,431百万円の増加）となりました。 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題として位置付けております。利益配分につきましては、経営

成績及び財政状態をみながら、また一方で将来に備えた内部留保充実の必要性を勘案して決定することを基本方針とし

ております。当期につきましても、継続性・安定性をも鑑み、株主の皆様への利益配分の一環といたしまして、１株に

つき年間配当167円を予定しております。

  なお、当社は、平成19年10月31日開催の当社取締役会において、株式会社ＣＪホールディングスによる当社株式等の

取得を目的とした公開買付けの実施（平成19年11月１日～平成19年12月13日）について、賛同の意を表明する旨を決議

しておりますが、上記の利益配分に関する基本方針及び当期の配当については、当該公開買付けの成立を前提としては

おりません。
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(4) 事業等のリスク

① モバイル・コンテンツ事業に関するリスク 　

イ 外部委託先への情報提供の依存

当連結グループは、外部委託先からの情報提供に依存したコンテンツを有しておりますが、取引条件を含め、

情報提供先との関係が必ずしも現状通りに保たれるという保証はありません。

ロ 特定取引先への依存

当連結グループは、ＮＴＴドコモのｉモード、ＫＤＤＩのＥＺｗｅｂ、ソフトバンクモバイルのYahoo!ケータ

イに複数コンテンツを提供しておりますが、現状ではＮＴＴドコモに対する売上が、他移動体通信事業者に対す

るものよりも高くなっております。従いまして、移動体通信事業者、特にＮＴＴドコモの方針変更または事業動

向によって、当連結グループの事業戦略及び経営成績が悪影響を受ける可能性があります。

ハ コンテンツの陳腐化

当連結グループが提供するコンテンツは、技術革新や消費者嗜好の変化の影響を受けるため、必ずしもライフ

サイクルが長いとは言えず、投下資本を回収できない可能性があります。

ニ 人気コンテンツへの依存

当連結グループは、数多くの有料コンテンツを配信しております。しかしながら、コンテンツ売上の内、一部

の人気コンテンツからの売上が占める割合が比較的大きいため、これらの人気コンテンツに不具合が生じたり、

競争環境に変化が生じたりした場合は、会員数の減少等の要因により、当連結グループの事業戦略及び経営成績

が悪影響を受ける可能性があります。

ホ モバイル・コンテンツ事業を取り巻く事業環境の変化

当連結グループのモバイル・コンテンツ事業を取り巻く環境は、質の高い無料コンテンツの増加、携帯フルブ

ラウザーの導入、ワンセグ放送の開始、モバイル・バーチャル・ネットワーク・オペレーターの事業化など、大

きな変革期を迎えております。これらが競争環境に与える影響には予想し得ない要素もあり、当連結グループの

事業戦略及び経営成績が悪影響を受ける可能性があります。

② コマース事業に関するリスク

イ 主力商品群への依存

当連結グループは、「MACCHIALABEL（マキアレイベル）」シリーズ以外の商品の企画・販売についても積極的

に推進してまいりますが、「MACCHIALABEL（マキアレイベル）」シリーズは継続購入による売上割合も高く、今

後とも当該コマース事業の売上高に占める同ブランドの割合は高く維持されるものと考えております。そのため

消費者の趣味嗜好が変化した場合や、何らかの事由による同ブランドに対する信用低下等による売上高の減少に

より、当連結グループの事業戦略及び経営成績が悪影響を受ける可能性があります。

ロ 商品の企画開発上におけるリスク

当連結グループのコマース事業で扱うプライベートブランド商品の多くは、顧客の要望や製造業者等から収集

した情報に基づいて企画し、もしくは外部製造業者等が企画したもので、当該製造業者等が当連結グループの要

望を取り入れながら最終的な仕様を作成し、当連結グループにおいて商品化を決定しております。当該プライベー

トブランド商品が顧客のニーズに合わず市場に受け入れられない場合や競合商品等の発売により競争力が相対的

に低下した場合には、当連結グループの事業戦略及び経営成績が悪影響を受ける可能性があります。

ハ 商品仕入先の集中によるリスク

当連結グループは、取扱商品の全てを製造業者等から仕入れておりますが、特定の仕入先からの仕入割合が高

くなっております。商品毎に仕入先を１社としているため、売上割合の高い商品の仕入先が仕入先の上位を占め

ております。このため、仕入先との急な契約解消、天災等による仕入先の生産設備への被害など不測の事態によ

りこれらの仕入先から円滑な商品供給を受けることができなくなり、速やかに代替先を見つけることができない

場合には、当連結グループの事業戦略及び経営成績が悪影響を受ける可能性があります。

ニ 品質管理上のリスク

当連結グループは、取扱商品の全てを製造業者等から仕入れております。当連結グループは化粧品・食品（健

康食品を含む）の品質維持及び向上のため、品質管理基準を設け、各製造業者等に対して同基準に準拠して製造

するよう要請するとともに、当連結グループ内に設置する品質管理部門において、製造業者等の品質管理体制の

評価や製造業者等が発行する品質検査書の確認等を行っております。

また、化粧品・食品（健康食品を含む）の品質管理をより充実したものとするため、製造業者等とは別の第三

者機関による品質検査を受けております。なお、プライベートブランドの化粧品については、平成17年４月より

連結子会社である株式会社ドクターズバイオ研究所による品質検査を受けております。

このように、当連結グループは品質管理体制の充実を図っておりますが、異物混入等の不測の事態により、商

品に対する顧客の信頼が著しく低下した場合には、当連結グループの事業戦略及び経営成績が悪影響を受ける可

能性があります。
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ホ 還元水の特許に関するリスク

「MACCHIALABEL（マキアレイベル）」シリーズの「アクティブミクロンウォータープラス」及び「プロテクト

バリア」など一部の化粧品には「還元水」が使用されており、この「還元水」は、久保田昌治氏及び株式会社ナ

チュラルが特許を出願しているものです。当連結グループは、当該特許の専用実施権の許諾を受けて「還元水を

用いた化粧水または化粧品」を製造・販売する独占的な権利を有する旨の契約を締結しております。しかしなが

ら、当該特許が登録されていない現状においては、類似商品が製造・販売される可能性があり、また、当該特許

が登録されたとしても、当該特許の効力が及ばない類似商品が製造・販売される可能性も否定できず、その場合

には、当連結グループの事業戦略及び経営成績が悪影響を受ける可能性があります。

③ その他の事業に関するリスク

イ ソリューション事業

当該事業の置かれている市場は、無数の競合企業が犇めき合い、品質の向上を強く求められる一方で激しい価

格競争が行われております。このため、将来の収益性が現時点と比較して著しく低下する可能性は否定できませ

ん。また、納品したプログラムに重大なバグが発見された場合は、訴訟に発展する可能性もあり、その場合には

当連結グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

ロ 広告事業

当連結グループにおける広告事業は事業の歴史も浅く、当該事業におけるビジネスモデルはいまだ発展途上に

あります。競合他社や関連事業者の参入、あるいは市場の急激な変化や成長の不確実性により、当該事業におい

て予想していた売上及び利益が計上できない可能性があります。

ハ 投資事業

市場には数多くの投資事業運営会社が存在する一方でポテンシャルの高い投資案件が少ない環境下、案件の発

掘及び投資の実行は容易ではなく、その結果調達資金を全て投資できない恐れがあり、また十分な企業評価を行っ

ているにも関わらず、想定利回りを確保できない可能性があります。

ニ 海外事業

海外事業は、カナダに拠点を置くAirborne Entertainment Inc.の運営がその中心的活動であることから、当連

結グループより当該企業に取締役として人材を派遣することにより一定レベルのコントロールとガバナンスを確

保しております。しかしながら、当該国における経済、政治、法律、文化、ビジネス慣習、競合企業の存在、為

替、その他様々なカントリーリスク等によって、当連結グループの事業戦略及び経営成績が悪影響を受ける可能

性があります。

また、事前調査の予想を越える事象が発生した場合には、当該企業への投資が計画通りに回収できず、当連結

グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 技術対応の遅れに関するリスク

当連結グループが事業を展開するモバイル・インターネットを始めとするインターネット・ビジネス業界では、技

術分野における進歩及び変化が著しく、当連結グループの事業展開においても市場の求める技術の適時投入が不可欠

であります。しかしながら、何らかの要因により当該変化への対応が遅れた場合、当連結グループの事業が悪影響を

受ける可能性があります。

⑤ システムダウンに関するリスク

当連結グループが展開する事業は、ネットワークを通じてユーザー・お客様に24時間体制でサービスを提供してお

りますが、自然災害や不慮の事故によりデータセンター等で障害が発生した場合には、当連結グループのサービスを

提供することが困難となり、当連結グループだけでなくユーザー・お客様や移動体通信事業者ほか協業者に対してさ

まざまな損害をもたらすことになります。 

また、ウイルスを用いた侵害行為や、当連結グループの管理し得ないシステム障害が発生する可能性も否定できま

せん。

⑥ 財政状態および四半期業績の変動

当連結グループは、モバイル・コンテンツ事業、コマース事業、ソリューション事業、広告事業、投資事業、海外

事業を軸として、今後更なる事業拡大を図っていく方針としておりますが、モバイル・インターネット・ビジネス業

界を始めとする当連結グループを取り巻くビジネス環境は変化が激しく、当連結グループにおけるそれぞれの事業自

体も小規模であることから、四半期ごとに業績が大きく変動する可能性があります。また、当連結グループの経営方

針の変更等により当初予定していた通りにキャッシュ・フローを生まない場合、以降の経営に悪影響が及ぶ可能性が

あります。
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⑦ 資金調達に関するリスク

当連結グループは、事業戦略、財政状態、金融市場環境及び調達手段のバランス等を考慮し、資金調達を実施して

おります。現状金融機関等との関係は良好で、必要資金は問題なく調達できておりますが、将来においても常に適宜

必要額を調達できる保証はありません。

⑧ 投融資に関するリスク

当連結グループは、各事業において今後更なる事業拡大を図っていく方針であり、企業買収、子会社設立、合弁事

業の展開、設備投資などを行うことが考えられます。これらには様々なリスクがあり、既存の投融資先を含めて、全

ての投融資額を回収できる保証はありません。

⑨ 関係会社との関係におけるリスク

当連結グループには、完全子会社ではない出資先も存在しており、当該出資先と当連結グループ間において利益相

反や利害の不一致が起こることで、管理上の問題に発展する可能性があり、またグループ全体の収益性に悪影響を及

ぼす可能性があります。

⑩ 競合に関するリスク

当連結グループが展開しているいずれの事業領域においても、競合企業及び近い将来競合となり得る潜在的競合企

業が多数存在しております。既存の競合企業及び新規参入者によって、益々市場における競争が激化し、それにより

当社の経営成績が悪影響を受ける可能性があります。

⑪ 規制に関わるリスク

当連結グループの事業に関連する主な法的規制としては、ＩＴ基本法、特定商取引に関する法律、薬事法、食品衛

生法、不当景品類及び不当表示防止法などが挙げられます。当連結グループでは、これら法的規制の遵守を徹底して

おりますが、事業者を規制対象とする現行法令・条例の適用と新法令・条例の制定の状況によっては事業活動範囲が

狭まることや監督官庁の監視、検査が厳しくなることが考えられます。また、事業者間における自主的なルール等が、

当連結グループの事業活動を阻害する可能性があります。その結果、現在提供しているサービスの低下を招くことに

より、当連結グループの事業や業績において悪影響を及ぼす可能性があります。

⑫ 人材確保および組織体制等に関わるリスク

当連結グループでは、グループを取り巻く関連市場の拡大とそれに伴う事業拡大に応じて人的・組織的または物的

な体制の拡充を図ってまいりますが、これらを必要な時に適宜確保できる保証はありません。逆に人的・組織的増強

が行われた場合でも、人員確保に伴う費用が増加して収益性の悪化を招き、経営成績が悪影響を受ける可能性があり

ます。

⑬ 知的財産権に関するリスク

当連結グループは、第三者の知的所有権を侵害することのないよう事業活動を行っておりますが、予期せぬところ

で第三者の知的所有権を侵害する可能性があります。

また、特許権、実用新案権、商標権、著作権等の知的所有権が、当連結グループの事業においてどのように適用さ

れるか想定するのは困難であり、今後当連結グループの事業分野における第三者の特許等が成立した場合、またグルー

プの事業分野において認識していない特許等が既に成立している場合、当該第三者より損害賠償及び使用差止め等の

訴えを起こされる可能性、並びに当該特許に関する対価（ロイヤリティ）の支払等が発生する可能性があります。こ

の結果、当連結グループのビジネスの停止、もしくは業績に悪影響を与える可能性があります。

⑭ 訴訟等に関するリスク

当連結グループは、法的危機管理に対処する体制を社内に整えておりますが、不測の事態により、訴訟を受ける可

能性があります。訴訟の内容及び金額によっては当連結グループの経営に影響を及ぼす可能性があります。下記はそ

の一例です。

・モバイル・コンテンツ事業において、当連結グループもしくは移動体通信事業者側のサーバー・ダウン等により

ユーザーまたは移動体通信事業者に損失をもたらした場合

・コマース事業において、商品の瑕疵により消費者に損害を与えた場合、及び取引上のトラブルが発生した場合

・受託開発、コンサルティング、キャンペーンサポートなどの事業において、当連結グループの責による納期遅延、

システムの不具合等により、顧客に損失をもたらした場合
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⑮ 個人情報管理上のリスク

当連結グループは、事業の特性上、多数の個人情報を保有しております。そのため、 当連結グループは、日本工業

規格「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項JIS Q 15001」及び「情報サービス産業 個人

情報保護ガイドライン[第三版]」に基づいて個人情報保護に関する規程の制定をはじめ、社内管理体制の整備を図っ

ているほか、役職員に対して定期的に勉強会を実施しております。また、財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）

及び社団法人情報サービス産業協会（JISA）からプライバシーマーク制度の認定を受けております。このように、個

人情報が外部に漏洩しないよう管理体制の整備に努めておりますが、不測の事態により個人情報が外部に漏洩した場

合は、信用低下による売上減少や損害賠償費用などにより、当連結グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑯ その他

イ 株式価格の変動について

当社の株式の流動性は、必ずしも高いとは言えません。従いまして、株価変動リスクが相対的に高く、株価の

大幅な変動が当連結グループの財務活動に何らかの影響を与える可能性があります。

ロ ディスクロージャーについて

社内情報伝達の遅れなどにより、重要情報の適時開示ができない可能性があります。その場合、株式の売買停

止など、何らかの処分を受ける可能性があります。
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２．企業集団の状況
(1) 事業の内容（平成19年９月30日現在）

当連結グループは、株式会社サイバードホールディングス、及び連結子会社15社（株式会社サイバード、株式会社

JIMOS、株式会社エスクルー、株式会社サイバード・インベストメント・パートナーズ、CYB INVESTMENT INC.、他10

社)より構成されており、モバイル・コンテンツ事業、コマース事業、ソリューション事業、広告事業、投資事業、海

外事業の６つの事業を展開しております。 

① モバイル・コンテンツ事業

インターネット接続が可能な携帯電話向けの有料コンテンツを、主に国内移動体通信事業者を通じて提供して

おります。

② コマース事業

ダイレクトマーケティング（通信販売事業）の展開により、主に自社ブランドの化粧品、健康食品、酒類等を

地域情報誌や新聞への広告掲載、折込広告を中心とした広告宣伝によって販促し、自社コールセンターを通して

受注・発送までを行っております。また、株式会社アウトレットプラザにより家電製品等の小売、及び卸売業務

も行っております。さらには、携帯電話を活用したモバイルコマース事業において、新設会社「株式会社ナッ

ティ」（注１）への出資と集客・プロモーション支援等を通じ、F0～F1（注２）層向けのファッション系Ｅコマー

スの展開等により、拡大を図っております。

 （注１）株式会社サイバード（出資比率14.9%）、スタイライフ株式会社（同率14.9%）、及びベンチャーキャピタ

ル等（同率70.2％）により、主にファッション系Ｅコマース事業展開を目的として平成19年９月に設立さ

れております。

 　　 （注２）F0：19歳以下の女性、F1：20～34歳の女性

③ ソリューション事業

企業に対するモバイル・インターネット利用に関するコンサルティング、モバイルサイト構築の企画・開発・

運用、携帯電話を活用したソリューション提供等により、コンサルティング料、企画・開発・運用費を受け取る

等のビジネスを行っております。また、通信販売に関する支援事業の他、EC（電子商取引）サイトを構築するソ

フトウェアの開発・販売、及びそれに伴うシステム構築のサービス等も行っております。

④ 広告事業

顧客属性に即したターゲティングメールやサイトを利用するモバイル広告商品の開発・販売、及び他社の通信

販売支援における広告代理業を行っております。

⑤ 投資事業

株式会社サイバード・インベストメント・パートナーズの運営・管理により、「サイバード・プラスモバイル・

ファンド」を組成し、26億円の資金を基に運用しております。

⑥ 海外事業

連結子会社CYB INVESTMENT INC.が85％のシェアを保有するAirborne Entertainment Inc.により、北米地域に

おけるモバイル・コンテンツ配信事業を展開しております。

 

(2) 主な関係会社（平成19年９月30日現在）

会社名 グループにおける主な事業分野 資本金 当社出資比率

株式会社サイバード

モバイル・コンテンツ事業

350百万円  100.0％ソリューション事業

 広告事業

株式会社JIMOS
コマース事業

350百万円  100.0％
ソリューション事業

株式会社エスクルー
モバイル・コンテンツ事業

35百万円  53.6％
コマース事業

株式会社サイバード・インベストメン
ト・パートナーズ

投資事業 220百万円  100.0％

CYB INVESTMENT INC.（注）１ 海外事業 4,581USD  100.0％

（注）１　同社の子会社であるAirborne Entertainment Inc.は当社の間接所有割合85%の連結子会社となります。 

２　上記各社の出資により、当社は上記５社に加え、間接所有の関係会社を合わせ、合計15社の連結子会社を有

しております。
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(3) グループ系統図（平成19年９月30日現在）

　各事業セグメントにおける主な関係会社とその事業系統を記載しております。

 一般ユーザー及びクライアント企業 
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販
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【モバイル・コンテンツ事業】 【ソリューション事業】 【広告事業】 
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経営指導 
シェアードサービス等 

経営指導 
シェアードサービス等 

【コマース事業】 【投資事業】 【海外事業】 
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情
報
・ 

サ
ー
ビ
ス 

情
報
・ 

サ
ー
ビ
ス 

サービスの流れ 
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３．経営方針
（1）会社の経営の基本方針

① 経営の基本方針

当連結グループは、「ヒトを想うチカラ」を経営理念に掲げ、one to oneの通信環境に「ヒト＋モバイル」でお

客様ひとりひとりとつながり続ける『one to only oneプラットフォーム』を創造し、喜びと感動を提供し続ける、

「社会になくてはならない企業」へ進化することを経営の基本方針としております。 

また、以下の５つの項目をキーワードとして事業に邁進しております。 

 イ 顧客志向に基づく商品・サービスの提供 

 ロ 事業シナジーを創出する効果的なグループ経営の実現 

 ハ 徹底した選択と集中による経営資源の効率的配分 

 ニ 継続的に収益を生み出せる確固たる事業構造の構築 

 ホ 経営の透明性・信頼性を担保し、且つ継続的な事業成長を支えるコーポレート・ガバナンス体制の確立

② 投資単位の引下げに関する基本方針

株式投資単位の引下げは、株式市場での流動性を高め、より広範な投資家の参加を促す観点から有効な施策であ

ると認識し、適宜見直していくことを基本方針としております。

 

（2）目標とする経営指標

当連結グループはキャッシュ・フローを重視した経営を進めております。一方、継続的な事業成長を計る観点より

売上高成長率・利益成長率を、また事業の収益性を計る観点より自己資本利益率（ＲＯＥ）を、それぞれ重視する代

表的な経営指標として定め、これらの指標の向上による企業価値の最大化を中長期的に目指してまいります。

 

（3）中長期的な会社の経営戦略

当連結グループは、「経営の基本方針」に基づき、個人、企業を含む全ての顧客に対して「one to only one」の商

品・サービスを提供し続けることにより、更なる成長を目指してまいります。 

当連結グループは、各種メディアを通じて創り上げた『one to only oneプラットフォーム 』を活用し、会員顧客

のさまざまな生活シチュエーションにおけるニーズや属性に応じた商品・サービスを提供することで、快適な生活を

サポートします。 

また会員顧客のニーズや属性に応じた商品・サービスの提供から得たノウハウを活用し、さまざまなメディアを連

携させ、興味の喚起から購買・利用まで効率的に消費者を誘導可能にするソリューション・サービスを顧客企業に提

供します。　

 

（4）会社の対処すべき課題

当連結グループを取り巻く市場動向、競合状況、顧客ニーズ等の経営環境は、急速なスピードで常に変化を続けて

おります。このような変化の激しい事業環境下において当連結グループでは、更なる成長を実現する鍵として以下の

事項を経営課題として重視しております。

① 収益力の更なる強化

当連結グループは、平成18年10月に当社と株式会社JIMOSとの持株会社体制への移行による経営統合を果たし、

両社それぞれの強みであった「モバイルコミュニケーション」と「ヒューマンコミュニケーション」を融合させる

ことで確立する『one to only one プラットフォームの創造』を中長期ビジョンと定めて事業運営を行っておりま

す。

この中長期ビジョンの実現に向け、モバイル・コンテンツ事業、コマース事業、ソリューション事業、海外事業

におきましては、更なる競争力の向上による収益力の強化を目指してまいります。また広告事業、投資事業等の新

規事業におきましては、事業基盤の早期確立による収益化を図ってまいります。更にグループ全体として経営統合

後の安定的な事業オペレーションを実現しつつ、効率的なグループ運営を目指してまいります。

② 成長を支える内部管理体制の充実

当連結グループは、従来より内部管理体制の強化を経営の重要課題として位置付けておりましたが、経営統合に

よる事業基盤の大幅な拡大により、内部管理体制の更なる強化を図ってまいります。具体的には、明確な経営指標

に基づく連結経営管理システムの構築、より厳格な投資基準による事業投資に対する意思決定メカニズムの確立、

執行役員制度の強化、各種委員会の設置、人事制度の安定運用、個人情報管理体制の強化、リスク管理及びコンプ

ライアンス体制の強化等、様々な施策を実施してまいります。
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（5）内部管理体制の整備・運用状況

① 親会社等に関する事項

親会社等はありません。

② 内部管理体制の整備・運用状況

当社は執行役員制度を採用しており、取締役会で決定された業務執行はグループＣＥＯの指揮命令のもと各業務

担当執行役員が責任と権限を委譲され、それぞれの担当業務を遂行しております。

経営管理上の主要な機関・機能は次のとおりであります。

イ 取締役会

取締役会は２名の社外取締役を含む６名で構成されております。毎月開催される定時取締役会のほか、必要に

応じて臨時取締役会も開催され、経営上の重要な意思決定や業務執行に対する監督を行っております。

ロ 監査役会

監査役会は常勤監査役１名を含む社外監査役３名で構成されております。監査役会は毎月開催され、経営の妥

当性・効率性・コンプライアンスに関して幅広く意見交換・審議・検証し、適宜経営に対して助言や提言を行っ

ております。

ハ 経営会議

グループ全体の戦略策定や主要事項の決議・報告などの目的で、執行役員８名で構成するグループ経営会議を

原則隔週１回開催しております。

ニ 全社管理

各種規程・規則等の遵守及び適正な運用を目的として、下記管理部門により、社内への内部牽制が適切かつ合

理的に機能するよう運営されております。

管理本部　　施設、印章、株式管理、法務に関する指導等及び情報セキュリティ管理等

財務本部　　予算、資金、経理規程管理等

人事本部　　人事、採用、労務管理等

ホ リスクマネジメント委員会

リスクマネジメント委員会を設置し、当委員会は代表取締役社長を委員長として、想定リスクの予防及び不測

の事態発生時における損害の最小化をミッションとしております。

リスクマネジメント活動としては、当連結グループ全体としてのリスクの洗出し、対応策の検討、実施、監視

活動などに取り組んでおります。リスクマネジメントとして、とりわけ平成17年４月に施行された個人情報保護

法への対応、及び機密情報漏洩リスクへの対応のため、社内規則・マニュアルの整備や社内教育、啓発活動など

を通じ、情報管理体制の一層の強化に取り組んでおります。なお、主力事業を担う子会社の株式会社サイバード

及び株式会社JIMOSにおいて、「プライバシーマーク®」を取得しております。

へ 内部監査室

代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置しており、内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、法

令・諸規程等の遵守状況、内部統制・内部牽制の運用状況、また会計処理、資産管理の適格性等を対象とする遵

守性監査及び経営目的達成のための合理性、効率性を対象とする監査を定期的に実施しております。

ト 環境対応

環境問題にも積極的に取り組んでおります。名刺等の再生紙利用や廃紙の回収等に取り組んでおり、当中間期

に達成した二酸化炭素排出抑制量は1,281.47kg（森林伐採抑制量44.16本）となりました。また、空調の稼働時間

を細かく制御し、電力消費量の軽減に努めております。
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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
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 ※２  2,060,808   4,199,821   4,614,251  

２　受取手形及び売掛金 ※２  3,949,713   4,652,932   5,141,826  

３　有価証券   ―   1,627,279   764,243  

４　たな卸資産   11,092   935,683   921,217  

５　その他   768,157   741,630   542,866  

　　貸倒引当金   △25,185   △29,635   △39,343  

流動資産合計   6,764,586 40.8  12,127,711 53.8  11,945,062 52.9

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１、２  307,177 1.9  440,847 1.9  470,813 2.1

２　無形固定資産           

(1）ソフトウェア  599,658   1,026,401   887,282   

(2）のれん  5,917,427   6,199,196   6,144,710   

(3）その他  213,891 6,730,977 40.6 104,072 7,329,670 32.5 120,839 7,152,832 31.7

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  1,547,163   1,210,619   1,410,355   

(2）敷金保証金  454,274   679,311   655,112   

(3）その他  766,702   780,947   957,040   

　　貸倒引当金  ― 2,768,140 16.7 △14,057 2,656,820 11.8 △13,050 3,009,457 13.3

固定資産合計   9,806,295 59.2  10,427,337 46.2  10,633,103 47.1

資産合計   16,570,881 100.0  22,555,049 100.0  22,578,165 100.0
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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
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   1,666,526   1,863,917   2,409,710  

２　短期借入金   2,654,855   2,619,707   2,773,979  

３　一年以内償還予定の社債 ※２  ―   390,952   ―  

４　未払金   417,792   804,581   1,284,584  

５　未払法人税等   34,404   212,240   129,891  

６　賞与引当金   94,924   207,409   164,278  

７　販売促進引当金   ―   58,865   82,819  

８　その他   188,402   441,157   406,856  

流動負債合計   5,056,906 30.5  6,598,833 29.2  7,252,121 32.1

Ⅱ　固定負債           

１　社債 ※２  370,500   550,332   340,456  

２　長期借入金   104,733   54,621   100,093  

３　退職給付引当金   18,948   19,188   17,970  

４　その他   ―   ―   51,751  

固定負債合計   494,182 3.0  624,141 2.8  510,271 2.3

負債合計   5,551,088 33.5  7,222,975 32.0  7,762,392 34.4

　　（純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

 　１　資本金   5,503,317 33.2  5,503,317 24.4  5,503,317 24.4

 　２　資本剰余金   5,560,012 33.6  9,019,584 40.0  14,469,049 64.0

 　３　利益剰余金   △771,358 △4.7  △555,736 △2.5  △6,195,936 △27.4

 　　株主資本合計   10,291,971 62.1  13,967,165 61.9  13,776,430 61.0

 Ⅱ　評価・換算差額等           

 　１　その他有価証券
評価差額金

  10,316 0.0  2,411 0.0  15,597 0.1

 　２　為替換算調整勘定   △56,132 △0.3  413,550 1.9  138,720 0.6

評価・換算差額等
合計　　　　　

  △45,816 △0.3  415,962 1.9  154,318 0.7

 Ⅲ　新株予約権   3,555 0.0  65,894 0.3  15,848 0.1

 Ⅳ　少数株主持分   770,082 4.7  883,052 3.9  869,175 3.8

 　　純資産合計   11,019,793 66.5  15,332,073 68.0  14,815,773 65.6

 　　負債純資産合計   16,570,881 100.0  22,555,049 100.0  22,578,165 100.0
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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
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   8,450,215 100.0  15,264,049 100.0  23,571,145 100.0

Ⅱ　売上原価   4,884,096 57.8  8,598,281 56.3  12,868,382 54.6

売上総利益   3,566,119 42.2  6,665,767 43.7  10,702,763 45.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,221,017 38.1  6,107,489 40.0  9,915,951 42.1

営業利益   345,102 4.1  558,277 3.7  786,811 3.3

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  170   5,928   6,820   

２　受取助成金  ―   23,030   29,840   

３　持分法による投資利益  ―   ―   11,855   

４　その他  346 516 0.0 21,305 50,264 0.3 13,859 62,374 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  63,384   102,596   148,321   

２　為替差損  326,452   30,008   315,381   

３　持分法による投資損失  1,900,976   ―   1,908,341   

４　その他  ― 2,290,813 27.1 30,627 163,232 1.1 29,475 2,401,519 10.2

経常利益又は経常損失
（△）

  △1,945,195 △23.0  445,309 2.9  △1,552,333 △6.6

Ⅵ　特別利益           

１　投資有価証券売却益  ―   21,734   7,481   

２　関係会社株式売却益  ―   14,296   91,419   

３　持分変動利益  738   ―   ―   

４　販売促進引当金戻入益  ―   32,300   ―   

５　その他  ― 738 0.0 45 68,376 0.4 16,823 115,724 0.5

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※２ ―   2,168   46,976   

２　投資有価証券評価損  ―   81,886   36,047   

３　ソフトウェア評価損 ※３ 47,864   1,003   190,687   

４　のれん減損額 ※３ ―   ―   5,452,204   

５　その他  11,062 58,927 0.7 10,867 95,925 0.6 203,395 5,929,311 25.1

税金等調整前中間純利益又
は税金等調整前中間（当
期）純損失（△）

  △2,003,384 △23.7  417,760 2.7  △7,365,920 △31.2

法人税、住民税及び事業税  17,306   213,636   155,895   

過年度法人税等  40,844   ―   40,844   

法人税等調整額  98,650 156,801 1.8 △55,883 157,752 1.0 310,375 507,115 2.2

少数株主利益又は少数株主
損失（△）

  23,494 0.3  20,905 0.1  △42,423 △0.2

中間純利益又は中間（当
期）純損失（△）

  △2,183,680 △25.8  239,102 1.6  △7,830,611 △33.2
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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 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
5,451,700 5,508,395 1,450,860 12,410,956

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 51,616 51,616 ― 103,233

剰余金の配当　（注） ― ― △38,538 △38,538

中間純損失（△） ― ― △2,183,680 △2,183,680

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）
51,616 51,616 △2,222,218 △2,118,985

平成18年９月30日　残高

（千円）
5,503,317 5,560,012 △771,358 10,291,971

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）
2,829 10,592 13,422 ― 723,331 13,147,710

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 ― ― ― ― ― 103,233

剰余金の配当　（注） ― ― ― ― ― △38,538

中間純損失（△） ― ― ― ― ― △2,183,680

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）
7,486 △66,725 △59,238 3,555 46,751 △8,932

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
7,486 △66,725 △59,238 3,555 46,751 △2,127,917

平成18年９月30日　残高

（千円）
10,316 △56,132 △45,816 3,555 770,082 11,019,793

 　（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 株主資本合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
5,503,317 14,469,049 △6,195,936 13,776,430

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 ― △48,367 ― △48,367

資本剰余金から利益剰余金へ振替 ― △5,401,097 5,401,097 ―

中間純利益 ― ― 239,102 239,102

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）
― △5,449,464 5,640,199 190,735

平成19年９月30日　残高

（千円）
5,503,317 9,019,584 △555,736 13,967,165

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19年３月31日　残高

（千円）
15,597 138,720 154,318 15,848 869,175 14,815,773

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △48,367

資本剰余金から利益剰余金へ振替 ― ― ― ― ― ―

中間純利益 ― ― ― ― ― 239,102

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）
△13,185 274,829 261,643 50,045 13,876 325,565

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△13,185 274,829 261,643 50,045 13,876 516,300

平成19年９月30日　残高

（千円）
2,411 413,550 415,962 65,894 883,052 15,332,073
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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 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
5,451,700 5,508,395 1,450,860 12,410,956

連結会計年度中の変動額

株式交換 ― 8,909,037 ― 8,909,037

新株の発行 51,616 51,616 ― 103,233

新規連結に伴う増加額 ― ― 224,330 224,330

新規連結に伴う減少額 ― ― △1,977 △1,977

剰余金の配当　（注） ― ― △38,538 △38,538

当期純損失（△） ― ― △7,830,611 △7,830,611

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）
51,616 8,960,653 △7,646,796 1,365,473

平成19年３月31日　残高

（千円）
5,503,317 14,469,049 △6,195,936 13,776,430

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）
2,829 10,592 13,422 ― 723,331 13,147,710

連結会計年度中の変動額

株式交換 ― ― ― ― ― 8,909,037

新株の発行 ― ― ― ― ― 103,233

新規連結に伴う増加額 ― ― ― ― ― 224,330

新規連結に伴う減少額 ― ― ― ― ― △1,977

剰余金の配当　（注） ― ― ― ― ― △38,538

当期純損失（△） ― ― ― ― ― △7,830,611

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
12,768 128,127 140,895 15,848 145,844 302,589

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
12,768 128,127 140,895 15,848 145,844 1,668,062

平成19年３月31日　残高

（千円）
15,597 138,720 154,318 15,848 869,175 14,815,773

 　（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

    

１　税金等調整前中間純
利益・中間（当期）
純損失（△）

 △2,003,384 417,760 △7,365,920

２　減価償却費  253,436 310,411 574,095

３　のれん償却額  188,137 168,779 545,212

４　補償損失引当金の減
少額

 ― ― △17,283

５　販売促進引当金の増
加額・減少額（△）

 ― △23,954 14,527

６　貸倒引当金の減少額  △4,720 △8,700 △13,583

７　賞与引当金の増加額  30,953 43,130 59,672

８　退職給付引当金の増
加額・減少額（△）

 △3,378 1,217 △4,434

９　受取利息及び受取配
当金

 △170 △5,928 △7,212

10　支払利息  63,384 102,596 148,321

11　持分法による投資損
失

 1,900,976 ― 1,896,486

12　のれん減損額  ― ― 5,452,204

13　投資有価証券売却益  ― △21,734 △7,481

14　関係会社株式売却益  ― △14,296 △91,419

15　投資有価証券評価損  ― 81,886 36,047

16　固定資産除却損  ― 2,168 46,976

17　ソフトウェア評価損  47,864 1,003 190,687

18　持分変動利益（△）  △738 ― ―

19　売上債権の増加額
（△）・減少額

 88,533 508,928 △331,369

20　たな卸資産の増加額
（△）・減少額

 12,107 △14,465 △93,025

21　仕入債務の増加額・
減少額（△）

 73,744 △555,619 467,659

22　未払金の減少額  △259,898 △487,377 △88,764

23　その他  258,587 △30,077 297,460

小計  645,435 475,728 1,708,856
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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）

24　利息及び配当金の受
取額

 170 6,291 8,744

25　持分法適用会社から
の配当金の受取額

 17,333 ― 17,333

26　利息の支払額  △63,881 △104,075 △144,561

27　法人税等の支払額  △324,198 △212,423 △361,660

営業活動による
キャッシュ・フロー

 274,858 165,520 1,228,712

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　定期預金の純増減額  △629 ― 270,870

２　有形固定資産の取得
による支出

 △68,546 △33,621 △101,239

３　無形固定資産の取得
による支出

 △208,288 △367,122 △672,267

４　無形固定資産の売却
による収入

 7,000 ― 7,000

５　有価証券の取得によ
る支出

 ― △327,497 ―

６　投資有価証券の取得
による支出

 ― △280,080 ―

７　投資有価証券の売却
による収入

 50,665 372,069 497,196

８　関係会社株式の売却
による収入

 ― 38,774 ―

９　連結子会社株式の追
加取得による支出

 △2,310,438 ― △2,310,438

10　敷金保証金の差入れ
による支出

 △3,249 △80,981 △18,701

11　敷金保証金回収によ
る収入

 300 9,562 36,713

12　その他  ※２、３ △56,544 2,131 △288,481

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △2,589,730 △666,767 △2,579,347
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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）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　短期借入れによる収
入

 2,680,438 225,879 2,980,438

２　短期借入金の返済に
よる支出

 △290,006 △300,000 △459,290

３　長期借入れによる収
入

 30,000 ― 80,000

４　長期借入金の返済に
よる支出

 △57,137 △69,140 △57,137

５　社債発行による収入  ― 573,495 ―

６　社債償還による支出  △25,000 ― △25,000

７　株式の発行による収
入

 103,233 ― 103,233

８　少数株主の株式引受
による払込額

 25,000 ― 445,000

９　配当金の支払額  △34,762 △48,302 △55,350

10　その他  ― ― △135,568

財務活動による
キャッシュ・フロー

 2,431,765 381,931 2,876,325

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △3,077 23,715 △13,268

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額・減少額（△）

 113,816 △95,599 1,512,422

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,697,936 5,164,251 1,697,936

Ⅶ　株式交換による現金及
び現金同等物の増加額

 ― ― 1,953,893

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 1,811,752 5,068,652 5,164,251
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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　　９社

連結子会社の名称

ギガフロップス株式会社

アクシスソフト株式会社

CYB INVESTMENT INC.

Airborne Entertainment 

Inc.

Cellus U.S.A.,INC. 

株式会社プラスモバイルコ

ミュニケーションズ

株式会社サイバード・イン

ベストメント・パートナー

ズ

株式会社サイバードモバイ

ルキャスティング 

サイバード・プラスモバイ

ル・ファンド投資事業有限

責任組合

(1）連結子会社の数　15社

連結子会社の名称

株式会社サイバード

株式会社JIMOS 

ギガフロップス株式会社 

CYB INVESTMENT INC.

Airborne Entertainment 

Inc.

 　　　Cellus U.S.A.,INC. 

株式会社プラスモバイルコ

ミュニケーションズ

株式会社サイバード・イン

ベストメント・パートナー

ズ

株式会社サイバードモバイ

ルキャスティング 

サイバード・プラスモバイ

ル・ファンド投資事業有限

責任組合

株式会社アウトレットプラ

ザ

株式会社ドクターズバイオ

研究所

株式会社コマースニジュウ

イチ

ＪＤＭ投資事業組合

株式会社エスクルー

(1）連結子会社の数　15社

連結子会社の名称

株式会社サイバード

株式会社JIMOS 

ギガフロップス株式会社 

CYB INVESTMENT INC.

Airborne Entertainment 

Inc.

 　　　Cellus U.S.A.,INC. 

株式会社プラスモバイルコ

ミュニケーションズ

株式会社サイバード・イン

ベストメント・パートナー

ズ

株式会社サイバードモバイ

ルキャスティング 

サイバード・プラスモバイ

ル・ファンド投資事業有限

責任組合

株式会社アウトレットプラ

ザ

株式会社ドクターズバイオ

研究所

株式会社コマースニジュウ

イチ

ＪＤＭ投資事業組合

株式会社エスクルー

　連結子会社のうち、株式会社

JIMOSは、持分法適用関連会社であ

りましたが、平成18年10月１日に

株式交換により株式所有割合が

100％となり連結の範囲に含めてお

ります。それにより同社の連結子

会社でありました、株式会社アウ

トレットプラザ、株式会社ドクター

ズバイオ研究所、株式会社コマー

スニジュウイチ、ＪＤＭ投資事業

組合につきましても連結の範囲に

含めております。株式会社サイバー

ドにつきましては、平成18年10月

２日の当社会社分割に伴い、株式

所有割合が100％となっており連結

の範囲に含めております。株式会

社エスクルーにつきましては、平

成18年11月30日に同社株式の

53.6％を取得したため、連結の範

囲に含めております。

　また、前連結会計年度において

連結の範囲に含めておりました、

アクシスソフト株式会社につきま

しては、株式の売却に伴い連結の

範囲より除外しております。ただ

し、平成18年４月１日から平成18

年12月31日（みなし売却日）まで

の同社の損益計算書及びキャッ

シュ・フロー計算書につきまして

は連結しております。

(2）主要な非連結子会社の名称等

　該当事項ありません。

(2）主要な非連結子会社の名称等

　同左

(2）主要な非連結子会社の名称等

　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　持分法の適用に関する事項 (1）持分法を適用した非連結子会

社はありません。

(1） 　　　  同左 (1）　　　　 同左

(2）持分法を適用した関連会社の

数　２社

(2）持分法を適用した関連会社は

ありません。

(2）持分法を適用した関連会社の

数　１社

持分法を適用した関連会社の

名称

株式会社ディムーブ

株式会社JIMOS

　前連結会計年度において持分法

を適用しておりました株式会社ディ

ムーブにつきましては、株式の売

却に伴い持分法の適用を除外して

おります。

持分法を適用した関連会社の

名称

株式会社ディムーブ

　株式会社JIMOSにつきましては、

平成18年10月１日に株式交換によ

り株式所有割合が100％となってお

ります。

　なお、平成18年９月30日までは

持分法を適用しております。

(3）持分法を適用しない関連会社

及び非連結子会社はありません。

(3）　　　　 同左 (3）　　　　 同左

(4）持分法を適用しない理由

該当事項ありません。

(4）持分法を適用しない理由

同左

(4）持分法を適用しない理由

同左

(5）持分法の適用の手続について

特に記載する必要があると認め

られる事項

　持分法適用会社のうち、株式

会社JIMOSの中間決算日は12月31

日であります。中間連結財務諸

表の作成にあたっては、同社の

直近の中間連結会計期間に係る

中間連結財務諸表を使用してお

ります。なお、中間連結決算日

との間に生じた重要な取引につ

いては、持分法適用上必要な調

整を行っております。

(5）持分法の適用の手続について

特に記載する必要があると認め

られる事項

　該当事項ありません。

(5）持分法の適用の手続について

特に記載する必要があると認め

られる事項

　株式会社JIMOSの持分法の適用

にあたって、株式会社JIMOSの決

算日は６月30日でありましたの

で、連結財務諸表作成にあたっ

ては、同社の直近の連結会計年

度に係る連結財務諸表を使用し

ております。

３　連結子会社の中間決算日

（事業年度）等に関する事

項

　連結子会社の内、CYB 

INVESTMENT INC.及び同社の連結子

会社であるAirborne 

Entertainment Inc.、Cellus 

U.S.A.,INC. 並びにサイバード・

プラスモバイル・ファンド投資事

業有限責任組合の中間決算日は、

いずれも６月30日であります。中

間連結財務諸表の作成に当たり、

CYB INVESTMENT INC.については同

日現在のCYB INVESTMENT INC.の中

間連結財務諸表を使用しておりま

す。なお、当中間連結決算日との

間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。

　また、サイバード・プラスモバ

イル・ファンド投資事業有限責任

組合については、中間連結決算日

において仮決算を行っております。

その他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。

　連結子会社の内、CYB 

INVESTMENT INC.及び同社の連結子

会社であるAirborne 

Entertainment Inc.、Cellus 

U.S.A.,INC.、サイバード・プラス

モバイル・ファンド投資事業有限

責任組合並びに株式会社コマース

ニジュウイチの中間決算日は、い

ずれも６月30日であり、ＪＤＭ投

資事業組合の中間決算日は４月30

日、株式会社エスクルーの中間決

算日は２月28日であります。中間

連結財務諸表の作成にあたり、

CYB INVESTMENT INC.、Airborne 

Entertainment Inc.、Cellus 

U.S.A.,INC.については、同日現在

の中間財務諸表を使用しており、

株式会社エスクルーについては、

同社決算日である８月31日現在の

財務諸表を使用しております。な

お、当中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

　また、サイバード・プラスモバ

イル・ファンド投資事業有限責任

組合、ＪＤＭ投資事業組合並びに

株式会社コマースニジュウイチに

ついては、中間連結決算日におい

て仮決算を行っております。その

他の連結子会社の中間決算日の末

日は、中間連結決算日と一致して

おります。

　連結子会社の内、CYB 

INVESTMENT INC.及び同社の連結子

会社であるAirborne 

Entertainment Inc.、Cellus 

U.S.A.,INC.、サイバード・プラス

モバイル・ファンド投資事業有限

責任組合並びに株式会社コマース

ニジュウイチの決算日は、いずれ

も12月31日であり、ＪＤＭ投資事

業組合の決算日は10月31日、株式

会社エスクルーの決算日は８月31

日であります。連結財務諸表の作

成にあたり、

CYB INVESTMENT INC.、Airborne 

Entertainment Inc.、Cellus 

U.S.A.,INC.については、同日現在

の財務諸表を使用しており、株式

会社エスクルーについては、同社

中間決算日である２月28日現在の

財務諸表を使用しております。な

お、当連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。

　また、サイバード・プラスモバ

イル・ファンド投資事業有限責任

組合、ＪＤＭ投資事業組合並びに

株式会社コマースニジュウイチに

ついては、連結決算日において仮

決算を行っております。その他の

連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。
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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　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：

中間連結決算日の市場価

格に基づく時価法

（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：

同左

 

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

り算定しております。）

時価のないもの：

移動平均法による原価法

時価のないもの：

同左

時価のないもの：

同左

投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るもの）： 

組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書類を基

礎とし、持分相当額で取

り込む方法によっており

ます。 

投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみな

されるもの）： 

同左

投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項

により有価証券とみなされ

るもの）：

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

商品：

移動平均法による原価法

③　たな卸資産

商品：

主として移動平均法によ

る原価法

③　たな卸資産

商品：

同左

仕掛品：

個別法による原価法

仕掛品：

同左

仕掛品：

同左

 ――――― 貯蔵品：

最終仕入原価法

貯蔵品：

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

　定率法によっております。た

だし、建物（附属設備を除く）

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　　　　　　８～50年

器具及び備品　　５～６年

①　有形固定資産

　定率法によっております。た

だし、建物（附属設備を除く）

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　　　　　　３～50年

器具及び備品　　３～15年

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）

　定額法によっており、利用

可能期間は３～５年でありま

す。

②　無形固定資産

定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（３～５年）に基づ

く定額法を採用しております。

また、販売目的のソフトウェア

については、見積売上高に対す

る当期売上高の割合を乗じた額

と、見積有効年数（３年以内）

による定額法によって計算した

額のいずれか多い金額をもって

償却しております。

②　無形固定資産

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）

のれん

　所在地国の会計基準に基づ

く定額法（２～12年）によっ

ております。ただし、米国連

結子会社ののれんの内、識別

可能な無形固定資産以外の部

分については、米国財務会計

基準審議会基準書第142号の適

用により償却を行っておりま

せん。

のれん

同左 

のれん

同左 

(3）重要な繰延資産の処理方

法

①　新株発行費

支出時に全額費用として計上し

ております。

②　株式交付費

支出時に全額費用として計上し

ております。

 ―――――

②　株式交付費

同左

 ―――――

 ②　株式交付費

同左

(4）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、賞与支給

見込額に基づき計上しておりま

す。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、翌連結会

計年度の賞与支給見込額のうち、

当連結会計年度に帰属する部分

の金額を計上しております。

③　退職給付引当金

　一部の国内連結子会社につい

て、従業員に対する退職金の支

給に備えるため、当中間連結会

計期間末における退職給付債務

の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末日現在において発生

していると認められる額を計上

しております。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　一部の国内連結子会社につい

て、従業員に対する退職金の支

給に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

 ――――― ④　販売促進引当金

　一部の国内連結子会社につい

て、販売促進を目的とするポイ

ント制度に基づき、顧客に付与

したポイントの利用に備えるた

め、過去実績率に基づき将来利

用されると見込まれる額を計上

しております。

④　販売促進引当金

同左

(5）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

　外貨建金銭債権債務は中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

　なお、在外子会社の資産及び負

債は、当該会社の中間決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場より

円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めて計上して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は当連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

　なお、在外子会社の資産及び負

債は、当該会社の期末決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含めて計上し

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）

(6）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

(7）その他中間連結（連結）

財務諸表作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

(8）親会社と連結子会社の会

計処理基準の主要な差異

の概要

　連結子会社CYB INVESTMENT INC.

は米国法人であり、その中間連結

財務諸表は、米国会計基準に準拠

しております。なお、同社におけ

る連結子会社の資産及び負債の評

価は、部分時価評価法によってお

り、投資差額（のれん）につきま

しても、識別可能な無形固定資産

以外の部分については、米国財務

会計基準審議会基準書第142号の適

用により償却を行っておりません。

同左 　連結子会社CYB INVESTMENT INC.

は米国法人であり、その連結財務

諸表は、米国会計基準に準拠して

おります。なお、同社における連

結子会社の資産及び負債の評価は、

部分時価評価法によっており、投

資差額（のれん）につきましても、

識別可能な無形固定資産以外の部

分については、米国財務会計基準

審議会基準書第142号の適用により

償却を行っておりません。

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

　中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金及び随時引

き出し可能な預金、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 　連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金及び随時引き出

し可能な預金及び当連結会計年度

に新たに取得した容易に換金可能

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。
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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

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）

　貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等

　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。従来の方法によっ

た場合の資本の部の合計に相当する

金額は10,246,154千円であります。

なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、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、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。

 ――――― 　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。従来の「資本の

部」の合計に相当する金額は

13,930,748千円であります。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

関する会計基準等

　当中間連結会計期間より、「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、営業利益が、

3,555千円減少し経常損失及び税金

等調整前中間純損失が同額増加して

おります。

 ――――― 　当連結会計年度より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号　平成17

年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号

　平成18年５月31日）を適用してお

ります。これにより、営業利益は

15,848千円減少し、経常損失及び税

金等調整前当期純損失は同額増加し

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。

　企業結合に係る会計基準  ―――――  ―――――   当連結会計年度より、「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審

議会　平成15年10月31日）及び

「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年

12月27日　企業会計基準第７号）

並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会　最終

改正平成18年12月22日　企業会計

基準適用指針第10号）を適用して

おります。これに伴い、前連結会

計年度における連結貸借対照表上

無形固定資産に掲記していた「連

結調整勘定」は、当連結会計年度

より「のれん」として表示してお

ります。

　減価償却方法の変更  ――――― 　当中間連結会計期間より、法人税

法の改正に伴い、平成19年４月１日

以降取得の固定資産については、改

正法人税法に規定する償却方法に

よっております。この変更に伴う営

業利益、経常利益、税金等調整前中

間純利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。

 ―――――
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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）

（中間連結貸借対照表）

　当中間連結会計期間より、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき、営業権を「のれん」として表示しております。

 　―――――

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

290,669千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       232,771千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       237,123千円

※２　担保提供資産及び対応債務

　Airborne Entertainment Inc.において

社債284,181千円（2,466千USD）の担保と

して抵当に供しているものは、換金可能な

資産355,815千円（3,087千USD）でありま

す。

　株式会社JIMOSにおいて、営業保証金の

代用等として質権の設定をしているものは、

現金及び預金（定期預金）400千円であり

ます。

※２　担保提供資産及び対応債務

　Airborne Entertainment Inc.において

社債918,304千円（7,447千USD）の担保と

して抵当に供しているものは、換金可能な

資産1,419,298千円（11,510千USD）であり

ます。

　株式会社JIMOSにおいて、営業保証金の

代用等として質権の設定をしているものは、

現金及び預金（定期預金）400千円であり

ます。

※２　担保提供資産及び対応債務

　Airborne Entertainment Inc.において

社債320,461千円（2,690千USD）の担保と

して抵当に供しているものは、換金可能な

資産392,300千円（3,293千USD）でありま

す。

　株式会社JIMOSにおいて、営業保証金の

代用等として質権の設定をしているものは、

現金及び預金（定期預金）400千円であり

ます。

  ３　当座借越契約

　当社においては、運転資金の効率的な

調達のため、取引銀行４行と当座借越契

約を締結しております。

　当中間連結会計期間末における当座借

越契約に係る借入金実行残高等は次のと

おりであります。

  ３　当座借越契約

　当社においては、運転資金の効率的な

調達に備えるため、取引銀行２行と当座

借越契約を締結しております。

　当中間連結会計期間末における当座借

越契約に係る借入金実行残高等は次のと

おりであります。

　３　当座借越契約

　当社においては、運転資金の効率的な

調達に備えるため、取引銀行２行と当座

借越契約を締結しております。

　当連結会計年度末における当座借越契

約に係る借入金実行残高等は次のとおり

であります。

当座借越極度額 4,500,000千円

借入実行残高 100,000千円

当座借越極度額    2,500,000千円

借入実行残高    ―千円

差引額 2,500,000千円

当座借越極度額    2,500,000千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 2,200,000千円

 　――――― 　４　コミットメントライン契約

　当社においては、運転資金の効率的な

調達に備えるため、取引銀行２行と貸出

コミットメントライン契約を締結してお

ります。

　これら契約に基づく当中間連結会計期

間末における借入金実行残高等は次のと

おりであります。

　４　コミットメントライン契約

　当社においては、運転資金の効率的な

調達に備えるため、取引銀行２行と貸出

コミットメントライン契約を締結してお

ります。

　これら契約に基づく当連結会計年度末

における借入金実行残高等は次のとおり

であります。

コミットメントライ

ン契約の総額

   3,000,000千円

借入実行残高    1,715,651千円

差引額 1,284,348千円

コミットメントライ

ン契約の総額

3,000,000千円

借入実行残高 1,762,486千円

差引額 1,237,513千円

　５　偶発債務

　Airborne Entertainment Inc.の株式の

取得に際し、旧株主に対して剰余収益受

領権を付与しており、同社の2006年度業

績計画の達成状況に応じ、17百万USDを上

限として、その0％～100％分につき、付

加的な支払いを実施する予定です。

 　―――――  　―――――
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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主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 104,784千円

貸倒引当金繰入額 26,931千円

給与手当 725,470千円

賞与引当金繰入額 42,018千円

研究開発費 465,673千円

支払手数料 859,026千円

広告宣伝費 1,368,419千円

給与手当 1,263,609千円

賞与引当金繰入額 117,536千円

研究開発費 500,450千円

支払手数料 1,136,465千円

広告宣伝費  1,767,014千円

貸倒引当金繰入額       5,165千円

役員報酬 358,493千円

給与手当   2,089,981千円

福利厚生費      263,569千円

賞与引当金繰入額     167,950千円

旅費交通費      167,648千円

研究開発費      943,430千円

支払手数料   1,999,228千円

――――― ※２　固定資産除却損 ※２　固定資産除却損

建物 2,151千円

器具備品 16千円

ソフトウェア      889千円

建物      31,881千円

器具備品 14,205千円

――――― ※３　減損損失について ※３　減損損失について

 (1) 減損損失を認識した資産

 用途  種類 場所 

モバイルコン

テンツ事業関

連資産

ソフトウェア 東京都港区 

ソリューショ

ン事業関連資

産

ソフトウェア 東京都港区  

 (2) 減損損失の認識に至った経緯

ソフトウェアについては、取得時に検討

した事業計画において、当初想定してい

た収益が見込めなくなったことから減損

損失を認識しております。

 (3) 減損損失の金額

ソフトウェア 1,003千円 

 (4) 資産のグルーピングの方法

減損会計の適用にあたって事業の種類別

セグメントを基準に概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小単位によっ

て資産のグルーピングを行っております。

なお、自社利用のソフトウェア（コンテ

ンツ）については、コンテンツごとにグ

ルーピングを行っております。

 (5) 回収可能額の算定方法

事業用資産については、主として使用価

値に基づき算定しております。

 (1) 減損損失を認識した資産

 用途  種類 場所 

モバイルコン

テンツ事業関

連資産

ソフトウェア 東京都港区 

ソリューショ

ン事業関連資

産

ソフトウェア 東京都港区  

その他 のれん  ― 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯

ソフトウェアについては、取得時に検討

した事業計画において、当初想定してい

た収益が見込めなくなったことから減損

損失を認識しております。また、のれん

については、収益性は堅調に推移してお

りますが、今後の市場環境等を鑑み、保

守的見地から減損損失を認識しておりま

す。

 (3) 減損損失の金額

ソフトウェア 190,687千円 

 のれん 5,452,204千円 

 合計 5,642,892千円 

 (4) 資産のグルーピングの方法

同左

 (5) 回収可能額の算定方法

事業用資産については、主として使用価

値、のれんについては、第三者機関によ

り算定された株式価値を鑑み、算定して

おります。
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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） 230,767 627 ― 231,394

合計 230,767 627 ― 231,394

（注）普通株式の発行済株式総数の増加627株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加627株であります。

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）

平成14年新株予約権

(注)１
普通株式 900 ― 129 771 ―

平成15年新株予約権

(注)１
普通株式 4,446 ― 498 3,948 ―

平成16年新株予約権

(注)２
普通株式 4,503 ― 18 4,485 ―

ストックオプション

としての新株予約権
― ― ― ― ― 3,555

連結子会社  ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― 3,555

（注）１　平成14年新株予約権及び平成15年新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

２　平成16年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

配当に関する事項

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29日

定時株主総会
普通株式 38,538 167 平成18年３月31日 平成18年６月29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）

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 289,623 ― ― 289,623

合計 289,623 ― ― 289,623
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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）

 

 

 

 

 

 

 

平成14年新株予約権

(注)１
普通株式 771 ― 111 660 ―

平成15年新株予約権

(注)２
普通株式 3,888 ― 357 3,531 ―

平成16年新株予約権

(注)３
普通株式 4,335 ― 831 3,504 ―

平成17年新株予約権 普通株式 200 ― ― 200 ―

平成14年新株予約権

(注)４
普通株式 400.14 ― ― 400.14 ―

平成15年新株予約権

(注)４
普通株式 2,221.83 ― ― 2,221.83 ―

平成17年新株予約権

(注)４、５
普通株式 1,872 ― 11.7 1,860.3 ―

平成17年新株予約権

(注)４、５
普通株式 1,368.9 ― 830.7 538.2 ―

平成17年新株予約権

(注)６
普通株式 244.53 ― 58.5 186.03 ―

ストックオプション

としての新株予約権
― ― ― ― ― 65,894

連結子会社  ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― 15,301.4 ― 2,199.9 13,101.5 65,894

（注）１　平成14年の新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

２　平成15年の新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

３　平成16年の新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

４　平成17年の新株予約権の減少は、株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継したものであり、平成17年

の新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。なお、平成17年の新株予約権の数は、株式

会社JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したため、新株予約権１個につ

き目的となる株式数は10.53株であります。

５　平成17年の新株予約権の減少は、株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継したものであり、平成17年

の新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。なお平成17年の新株予約権の数は、株式会

社JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したため、新株予約権１個につき

目的となる株式数は1.17株であります。

６　平成17年の新株予約権は、株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継したものであり、平成17年の新株

予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。なお、平成17年の新株予約権の数は、株式会社

JIMOSの普通株式１株に対して、当社の普通株式1.17株の割合にて株式交換したため、新株予約権１個につき目

的となる株式数は1.17株であります。また、平成17年の新株予約権は権利行使期間の初日が到来しておりませ

ん。

配当に関する事項

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19年６月28日

定時株主総会
普通株式 48,367 167 平成19年３月31日 平成19年６月29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）

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）１ 230,767 58,856 ― 289,623

合計 230,767 58,856 ― 289,623

自己株式

普通株式（注）２、３ ― 26 26 ―

合計 ― 26 26 ―

（注）１　発行済株式の増加のうち、627株はストック・オプションの行使によるものであり、58,229株は株式交換による

ものであります。

２　自己株式の増加26株は、株式交換に伴う株式買取請求によるものであります。

３　自己株式の減少26株は、株式買取請求に応じた株式を市場にて売却したことによるものであります。

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14年新株予約権

（注）１
普通株式 900 ― 129 771 ―

平成15年新株予約権

（注）２
普通株式 4,446 ― 558 3,888 ―

平成16年新株予約権

（注）３
普通株式 4,503 ― 168 4,335 ―

平成17年新株予約権 普通株式 ― 200 ― 200 ―

平成14年新株予約権

（注）４、７
普通株式 ― 663.39 263.25 400.14 ―

平成15年新株予約権

（注）５、７
普通株式 ― 2,485.08 263.25 2,221.83 ―

平成17年新株予約権

（注）６、７
普通株式 ― 2,047.5 175.5 1,872 ―

平成17年新株予約権

（注）６、７
普通株式 ― 1,462.5 93.6 1,368.9 ―

平成17年新株予約権

（注）７
普通株式 ― 244.53 ― 244.53 ―

ストックオプション

としての新株予約権
― ― ― ― ― 15,848

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

 合計 ― 9,849 7,103 1,650.6 15,301.4 15,848

（注）１　平成14年新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

２　平成15年新株予約権の減少のうち498株は、新株予約権の行使によるもの、60株は新株予約権の消却によるもの

であります。

３　平成16年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

４　平成14年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

５　平成15年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

６　平成17年新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。

７　株式交換により株式会社JIMOSからその義務を承継した新株予約権であります。
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配当に関する事項

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29日

定時株主総会
普通株式 38,538 167 平成18年３月31日 平成18年６月29日

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28日

定時株主総会
普通株式 48,367 資本剰余金 167 平成19年３月31日 平成19年６月29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

現金及び預金勘定 2,060,808千円

預金期間が３ヶ月超の定

期預金
△249,056千円

現金及び現金同等物 1,811,752千円

現金及び預金勘定 4,199,821千円

預金期間が３ヶ月超の定

期預金
   △200,400千円

有価証券に含まれる現金

同等物
  1,069,230千円

現金及び現金同等物   5,068,652千円

現金及び預金勘定    4,614,251千円

有価証券 550,000千円

現金及び現金同等物   5,164,251千円

―――――  ――――― ※２　株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

（1）株式交換により新たに株式会社JIMOS

及び同社の連結子会社４社を連結した

ことに伴う、連結開始時の資産及び負

債の内訳は次のとおりであります。な

お、当該株式交換により増加した資本

剰余金は、8,909,037千円であります。

 　株式会社JIMOS及び同社の連結子会社４社

流動資産  4,116,415千円

固定資産    2,211,895千円

資産合計 6,328,310千円

流動負債 1,334,686千円

固定負債 19,724千円

負債合計 1,354,411千円

――――― ――――― ※３　株式の取得により新たに株式会社エス

クルー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会社

エスクルーの取得価額と株式会社エスク

ルーの株式取得のための支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。

 　株式会社エスクルー

流動資産 355,062千円

固定資産 70,721千円

投資差額（のれん） 136,528千円

流動負債 △252,517千円

固定負債 △148,132千円

少数株主持分 △11,662千円

株式会社エスクルー

の取得価額

150,000千円

株式会社エスクルー

の現金及び現金同等

物

△38,891千円

差引：株式会社エス

クルーの株式取得の

ための支出

111,108千円
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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）

　当連結グループは、携帯電話等を媒体としたコンテンツの提供及びコンテンツ提供システムの開発を主たる

事業としておりますが、当該事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高及び営業利益の合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。

 

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）

モバイル・コ

ンテンツ事業

 （千円）

コマース事業

 （千円）

ソリューショ

ン事業

 （千円）

広告事業

 （千円）

投資事業

 （千円）

海外事業

 （千円）

計

 (千円）

消去又は全社

 （千円）

連結

 （千円）

Ⅰ　売上高及び

営業損益
         

売上高          

(1）外部顧客に対す

る売上高

6,183,933

 

6,044,136

 

1,415,341

 

615,775

 

―

 

1,004,861

 

15,264,049

 

―

 

15,264,049

 

(2）セグメント間の

内部売上又は振

替高

― 6,000 8,213 ― ― ― 14,213  (14,213) ―

計 6,183,933 6,050,136 1,423,554 615,775 ― 1,004,861 15,278,262   (14,213) 15,264,049

営業費用 4,728,506 5,801,227 1,540,411 743,329 51,623 1,090,749 13,955,847 749,923 14,705,771

営業利益又は

営業損失（△）
1,455,427 248,908 △116,856 △127,553 △51,623 △85,887 1,322,415   (764,137) 558,277

　（注）１　事業区分の方法

事業内容の種類により区分しております。

２　各事業区分の事業内容

 事業区分 主要商品及び役務等

 モバイル・コンテンツ事業 インターネット対応携帯電話向けコンテンツサービス

 コマース事業 化粧品、健康食品、酒類、家電製品、ファッション等の通信販売、小売、卸売等 

 ソリューション事業
コンサルティング、モバイルサイト構築、通販支援事業、

ソフトウェアの開発・販売 、システム構築

 広告事業 モバイル広告の開発・販売、広告代理 

 投資事業 ファンドの運営・管理

 海外事業 北米地域におけるモバイルコンテンツ配信事業 

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、1,137,019千円であり、その主な

ものは、当社グループの管理部門に係る費用であります。

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の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、

固定資産の減価償却方法を変更しております。これによるセグメント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）

モバイル・コ

ンテンツ事業

 （千円）

コマース事業

 （千円）

ソリューショ

ン事業

 （千円）

広告事業

 （千円）

投資事業

 （千円）

海外事業

 （千円）

計

 (千円）

消去又は全社

 （千円）

連結

 （千円）

Ⅰ　売上高及び

営業損益
         

売上高          

(1）外部顧客に対す

る売上高

12,047,341

 

6,191,407

 

2,750,712

 

256,695

 

148,606

 

2,176,382

 

23,571,145

 

―

 

23,571,145

 

(2）セグメント間の

内部売上又は振

替高

― ― 1,636 103 ― ― 1,740 (1,740) ―

計 12,047,341 6,191,407 2,752,349 256,799 148,606 2,176,382 23,572,886 (1,740) 23,571,145

営業費用 9,050,311 6,164,369 3,090,236 368,802 139,842 2,532,713 21,346,276 1,438,057 22,784,334

営業利益又は

営業損失（△）
2,997,030 27,037 △337,887 △112,002 8,763 △356,331 2,226,609 (1,439,798) 786,811

　（注）１　事業区分の方法

事業内容の種類により区分しております。

２　各事業区分の事業内容

 事業区分 主要商品及び役務等

 モバイル・コンテンツ事業 インターネット対応携帯電話向けコンテンツサービス

 コマース事業 化粧品、健康食品、酒類、家電製品、ファッション等の通信販売、小売、卸売等 

 ソリューション事業
コンサルティング、モバイルサイト構築、通販支援事業、

ソフトウェアの開発・販売 、システム構築

 広告事業 モバイル広告の開発・販売、広告代理 

 投資事業 ファンドの運営・管理

 海外事業 北米地域におけるモバイルコンテンツ配信事業 

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、1,439,798千円であり、その主な

ものは、当社グループの管理部門に係る費用であります。

４　当社は、従来、携帯電話等を媒体としたコンテンツの提供及びコンテンツ提供システムの開発を主たる事業

としており、平成18年10月１日の株式会社JIMOSとの経営統合を契機に当連結会計年度から、事業区分名称を

「モバイル・コンテンツ事業」に変更し、新たに「コマース事業」「ソリューション事業」「広告事業」「投

資事業」「海外事業」の５事業区分を追加いたしました。

５　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方針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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用

は、15,848千円増加し、経常損失及び税金等調整前当期純損失は同額増加しております。
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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）

 
日本

（千円）
北米

（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 7,336,858 1,113,356 8,450,215 ―  8,450,215

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ―  ―

計 7,336,858 1,113,356 8,450,215 ―  8,450,215

 営業費用 6,908,933 1,196,180 8,105,113 ―  8,105,113

 営業利益又は営業損失(△） 427,925 △82,823 345,102 ―  345,102

  （注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　北米に属する国は米国及びカナダであります。

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）

　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。

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）

日本
（千円）

北米
（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 21,394,763 2,176,382 23,571,145 － 23,571,145

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,740 － － (1,740) －

計 21,396,503 2,176,382 23,572,886 (1,740) 23,571,145

営業費用 18,813,563 2,532,713 21,346,276 1,438,057 22,784,334

営業利益又は営業損失(△） 2,582,940 △356,331 2,226,609 (1,439,798) 786,811

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　北米に属する国は米国及びカナダであります。

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）

 北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,113,356 1,113,356

Ⅱ　連結売上高（千円）  8,450,215

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％） 13.2 13.2

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）

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

 (開示の省略）

  リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項に関しては、

中間決算短信における開示の重要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 44,280.12円 49,661.55円 48,099.59円

１株当たり中間純利益又は

中間（当期）純損失（△）
△9,440.84円 825.56円    △30,073.51円

潜在株式調整後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

純利益については、中間純損失

が計上されているため記載して

おりません。

 

823.77円
潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、当期純損失

が計上されているため記載して

おりません。

　（注）１株当たり中間純利益又は１株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定上の基礎は以下のとおりです。

 
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株当たり中間純利益又は

中間（当期）純損失（△）（千円）
   

中間純利益又は

中間（当期）純損失（△）（千円）
△2,183,680 239,102 △7,830,611

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間純利益又は

中間（当期）純損失（△）（千円）
△2,183,680 239,102 △7,830,611

普通株式の期中平均株式数（株） 231,301 289,623 260,382

    

潜在株式調査後１株当たり当期純利益    

 当期純利益調整額（千円） ― ― ―

 普通株式増加数（株） ― 631 ―

 （うち新株予約権（株）） （―） （631） （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後1株当たり当期純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要

――――― 新株予約権７種類（新株予約権

の目的となる株式の数　9,350

株）

 

Airborne Entertainment Inc.の

新株予約権の概要は、下記のと

おりであります。

ESOP-2004
129,176個

(129,176株)

ESOP-2005
899,000個

(899,000株)

 

社債と同時に割り当てた新株予

約権の概要

新株予約権の

発行個数及び

株数

81,634個

( 81,634株) 

株式の発行

価格 
0.0005USD 

株式発行総額 40.81USD 

新株予約権の

付与割合(%)
0.0 

新株予約権の

行使期間
株式公開後５年間 

―――――
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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．当社は、平成18年11月17日開催の

当社取締役会において、シンジケー

ション形式リボルビング・クレジッ

ト・ファシリティを導入につき決議

いたしました。

シンジケーション形式リボルビン

グ・クレジット・ファシリティにつ

いて 

当社はシンジケーション形式リボ

ルビング・クレジット・ファシリ

ティの導入を次のとおり行いました。

（1）
目的及び資金

使途 

平成18年11月17日付で、

運転資金等の機動的かつ

効率的な調達を目的とし

ております。

（2）

アレンジャー

及びエージェ

ント

株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行

（3） 参加金融機関 株式会社みずほ銀行

（4） 借入極度額 30億円

（5） 契約期間
平成18年11月17日～平成

19年11月16日

２．当社は、平成18年11月22日開催の

当社取締役会において、株式会社エ

スクルーの普通株式の取得により、

同社を子会社化することにつき決議

いたしました。

（1）取得の目的

株式会社エスクルーをモバイル

コマース事業を担う戦略子会社に

位置付け、中核事業会社である株

式会社サイバード、株式会社ＪＩ

ＭＯＳとのグループ間シナジーを

早期創出することにより、モバイ

ルコマース事業を一気に加速させ

るべく推進いたします。

１．株式会社ＣＪホールディングス

（以下「公開買付者」という。）に

よる当社株式及び新株予約権の公開

買付けについて

当社は、平成19年10月31日開催の

取締役会において、公開買付者によ

る当社株式及び新株予約権の取得を

目的とした公開買付けの実施につい

て、賛同の意を表明することを決議

し、平成19年11月１日付けをもって

金融商品取引法第27条の10に基づく

意見表明報告書を提出いたしました。

（1）公開買付者の概要

①商号
株式会社ＣＪホールディング

ス 

②主な事業内容

公開買付者は、各種事業を営

む会社の株式を所有すること

により、当該会社の事業活動

を支配・管理することを主た

る事業の内容としております。

③設立年月日 平成19年10月１日

④本店所在地
東京都千代田区麹町一丁目７

番地

⑤代表者の役

職・氏名
代表取締役　吉沢　正道

⑥資本金の額
金10万円（平成19年10月31日

現在）

⑦大株主構成及

び持株比率

Longreach Capital 

Partners 1,L.P.、

LONGREACH HOLDINGS 

IRELAND、及びLongreach GP 

Commitment L.P. 100%

⑧公開買付者と

当社の関係等

資本関係

公開買付者は、

当社株式１株を

保有しておりま

す。

人的関係
該当事項はあり

ません。 

取引関係
該当事項はあり

ません。

 関連当事

者への該当

状況

該当事項はあり

ません。

１．資本準備金の減少

当社は、平成19年６月28日に開催

の第９回定時株主総会において、下

記のとおり資本準備金の額の減少に

ついて決議いたしました。

（1）資本準備金の額の減少の目的

平成19年３月期に生じた欠損の

補填と剰余金の配当原資の確保、

及び今後の機動的な資本政策に備

えることを目的としております。

（2）資本準備金の額の減少の要領

資本準備金の額

12,045,032,870円のうち、

10,669,203,485円をその他資本

剰余金に振り替え、減少後の資本

準備金の額を1,375,829,385円と

いたします。

（3）資本準備金の額の減少の日程

①取締役会

決議日

平成19年５月22日

②債権者異

議申述公

告

平成19年５月23日

③債権者異

議申述最

終期日

平成19年６月25日

④定時株主

総会決議

日

平成19年６月28日

⑤効力発生

日

平成19年６月28日

２．買収防衛プラン継続に伴う新株予

約権無償割当てに関する事項の決定

の取締役会への委任

平成19年６月28日開催の当社第９

期定時株主総会において、当社の持

続的な成長という目的を達成し、事

業活動を通じた継続的な企業価値の

向上を実現し、これに反する買収か

ら株主の利益を守るための合理的な

手段として、新たな買収防衛プラン

の導入に伴い新株予約権無償割当て

の決定の取締役会への委任を決議い

たしました。
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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）取得内容

平成18年11月30日

 取得日 平成18年11月30日

 取得株数 3,750株 

 取得金額 150,000千円 

 所有割合(％) 53.6% 

（3）取得する子会社の概要

商号 株式会社エスクルー 

代表者
代表取締役社長兼CEO　正岡

　賢

本店所在地 東京都渋谷区

設立年月日 平成11年10月20日

主な事業内容

モバイル公式コンテンツの企

画・製作・運営・コンサル

ティング、各種システム構築、

webアプリケーション開発、

webサイト企画・開発、webサ

イト運営・管理・保守、web

デザイン業務、各web系サイ

トコンサルティング

事業年度の末日 ８月31日

従業員数 48名(契約社員含む)

主な事業所 本店所在地に同じ

発行済株式総数 7,000株

（4）取得する子会社の規模 

平成18年８月期

売上高 1,533百万円 

経常利益 7百万円 

総資産額 485百万円 

純資産額 71百万円 

資本金の額 35百万円 

（2）当該公開買付けに関する意見の

内容、根拠及び理由

①当該公開買付けに関する意見の

内容

当社は、平成19年10月31日開

催の取締役会において、公開買

付者による当社株式及び新株予

約権の取得を目的とした公開買

付け（以下「本公開買付け」と

いう。）の実施について、本公

開買付けを含む当社を非公開化

させるための一連の取引（以下

「本取引」という。）が当社の

経営基盤を強化し、今後の中長

期的な企業価値の向上に資する

ものであるとともに、本公開買

付けの買付価格その他の諸条件

は妥当であることから、当社株

主に対して合理的な価格により

売却機会を提供するものである

と判断し、本公開買付けに賛同

の意を表明する旨を決議いたし

ました。したがって、当社は、

当社の株主及び新株予約権者の

皆様に対し、本公開買付けに応

募することを推奨いたします。

②本公開買付けに賛同する根拠及

び理由

当社は、平成10年９月に、主

にインターネット接続が可能な

携帯電話向けのモバイル・コン

テンツを、国内移動体通信事業

者を通じて提供するモバイルコ

ンテンツプロバイダーとして設

立され、当該事業を通じて培っ

たノウハウや技術を活かし、ソ

リューション事業やモバイルコ

マース事業等も展開してまいり

ました。また、平成18年10月に

は、会社分割制度により、既存

の当社事業を新設会社である株

式会社サイバード（以下「サイ

バード」という。）に承継させ、

同時に、主に化粧品通販事業を

展開する株式会社JIMOS（以下

「JIMOS」という。）との経営

統合をも果たすことで、サイ

バードとJIMOSを子会社とする

グループにおける持株会社とな

りました。当社グループは、経

営統合後、サイバードの強みで

ある「モバイルコミュニケー

ション」と、JIMOSの強みであ

る

本プランの概要

本プランは、当社株式の一定数以

上の取得につき所定の手続に従うこ

とを要請するとともに、かかる手続

に従わない取得がなされる場合や、

かかる手続に従った場合であっても

当該取得が当社の企業価値および株

主の皆様の共同の利益に反するもの

であると判断される場合には、かか

る取得に対する対抗策として新株予

約権を株主の皆様に無償で割り当る

ものです。

新株予約権の要項

（1）割当対象株主

当社取締役会が公告した日（以

下「割当期日」という。）におけ

る最終の株主名簿または実質株主

名簿に記載または記録された株主

（ただし、当社を除く。）に対し、

その保有株式１株につき新株予約

権１個の割合で、新株予約権を割

り当てる。

（2）発行する新株予約権の総数

割当期日の最終の当社普通株式

の発行済株式総数（当社の保有す

る当社普通株式の数を控除す

る。）と同数とする。

（3）新株予約権の目的である株式の

種類および数

・新株予約権の目的である株式の

種類

新株予約権の目的である株式の

種類は当社普通株式とする。

・新株予約権の目的である株式の

数

新株予約権１個の目的である株

式の数（以下「対象株式数」と

いう。）は１株とする。

ただし、(4)により、対象株式

数が調整される場合には、新株予

約権の目的である株式の総数は調

整後対象株式数に応じて調整され

る。
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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）

「ヒューマンコミュニケーショ

ン」を融合させることで確立す

る、他に追随を許さない「one 

to only oneプラットフォーム

の創造」を目指し、モバイル・

コンテンツ事業、コマース事業、

ソリューション事業等を運営し

てまいりました。

モバイル・コンテンツ事業に

おきましては、モバイル・コン

テンツ市場のパイオニアとして

モバイルユーザーに対してユ

ニークで様々なコンテンツを提

供してまいりました。また、コ

マース事業におきましても、中

核をなす化粧品通販事業の主力

商品である美容液ファンデー

ションにおいて同市場内売上高

１位を達成する等（株式会社富

士経済による調査発表）、顧客

より高い評価を得ております。

この結果、当社グループは、モ

バイル・コンテンツ事業やコ

マース事業において、これらの

市場の成長を上回るペースで業

績を向上させてまいりました。

また、当社グループは、これら

の市場は今後とも一定程度の成

長が期待できるものと考えてお

ります。

一方、昨今のモバイルイン

ターネット市場の多様化とさら

なる拡大、とりわけモバイル広

告市場においては、平成23年ま

での平均年間成長率が26.9%と

高い成長率が予測されており、

当該予測期間の中でも、特に平

成19年は前年比42.5%と最も著

しい成長が予測されております

（株式会社電通総研による調査

発表）。このような背景からも

同市場の急速な拡大が見込める

中、当社グループは中長期的な

企業価値向上を目指す観点より、

今こそその事業環境の変化によ

り生じる成長機会に迅速に対応

し、事業戦略の遂行を加速させ

る時期であると強く考えており

ます。

（4）新株予約権の目的である株

式の数の調整

当社が、新株予約権の割当期日

後、当社株式の分割もしくは併合、

合併または会社分割を行う場合、

それらの条件等を勘案し、適宜対

象株式数の調整を行うものとする。

対象株式数の調整を行うときは、

当社は、あらかじめその旨及びそ

の事由、調整前の対象株式数、調

整後の対象株式数及びその適用の

日その他必要な事項を各新株予約

権者に書面により通知または定款

に定める方法により公告する。た

だし、適用の日の前日までに前記

の通知または公告を行うことがで

きないときは、適用の日以降速や

かにこれを行う。

（5）新株予約権の払込金額

無償とする。

（6）新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額

新株予約権１個の行使に際して

出資される財産（金銭とする。）

の価額（以下「行使価額」とい

う。）は、１円とする。新株予約

権１個の行使に際して払込をなす

べき額は、行使価額に割当株式数

を乗じた額とする。

（7）新株予約権の行使期間

新株予約権の割当期日から120

日以内の期間で当社取締役会が定

める期間とする。ただし、(9)に

基づき当社が新株予約権を取得す

る場合には、当該取得日の前日ま

でとし、行使期間の最終日が銀行

営業日でない場合にはその翌銀行

営業日を最終日とする。
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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）

当社グループは、かかる中長

期的な成長実現の達成のため、

モバイルインターネット市場に

おけるビジネスモデルの拡張や、

コマース事業において競争が激

化する化粧品通販事業でのマー

ケティング力の強化を目指して

いますが、そのためには、短期

的な足元の業績に左右されない

一定程度の先行投資が必要と判

断しております。

具体的には、当社グループは

これまでの各事業を通じて獲得

した会員の定着化を図ることで

構築してきたプラットフォーム

を、さらに斬新で魅力的な新

サービスを提供することによっ

てより一層の拡充を促し、従来

以上にメディア価値の高いプ

ラットフォームの創造を目指し

ます。また、コマース会員数の

増加や会員のアクティブ化を図

るため、積極的な広告宣伝戦略

の展開、新製品の投入によるプ

ロダクトポートフォリオの強化、

既存製品のリニューアル等を実

施していきます。

当社グループは、構築を進め

る新たなプラットフォームを強

化し、新しく生み出されるメ

ディアにおける各種広告の露出

機会を会員に提供することによ

り、広告事業を既存事業に続く

収益獲得の柱として育成してい

く予定です。また、当該プラッ

トフォーム上の会員を、既存の

モバイル・コンテンツ事業、コ

マース事業、及びソリューショ

ン事業等に還流することにより、

既存事業収益力の増大を図り、

さらに各事業において獲得した

会員のプラットフォーム内での

循環を図ることにより、事業間

シナジーを追求し、収益機会の

最大化を目指していきます。

当社グループは、上記記載の

ような中長期的な観点で企業価

値の向上を達成するため、市場

環境が整いつつあるこのタイミ

ングが経営資源投下の大きな機

会と捉えています。そのために

は足元の短期的な業績の変動に

左右されることなく、新たなプ

ラットフォーム事業の確立のた

めの体制の整備とアクションを

実行することが急務であると判

断いたしました。

（8）新株予約権の行使の条件 

①本要項において、次の語句は、

別段の定めのない限り以下に定

める意味を有するものとする。

ａ.「特定株式保有者」とは、

Ⅰ.当該買付者等が保有者とし

て保有しまたは保有すること

となる当社の株券等に係る株

券等保有割合の合計

Ⅱ.当該買付者等が公開買付者

として所有しまたは所有する

事となる当社の株券等及び当

該公開買付者の特別関係者が

所有する当社の株券等に係る

株券等所有割合の合計のいず

れかが、20％を超える買付者

等をいう。ただし、以下の者

を除く。

ⅰ.当社または当社の子会社

（財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則

第８条第３項に定義され

る。）または関連会社（財

務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則第８

条第５項に定義される。）

ⅱ.不注意で、または当社を

支配する意図がないのに特

定株式保有者となった者と

当社取締役会が認めた者で、

かつ、特定株式保有者と

なった後10日以内（ただし、

当社取締役会はこの期間を

延長できる。）にその保有

する株券等を処分等するこ

とにより特定株式保有者で

はなくなった者

ⅲ.当社による自己株式の取

得その他の理由により、自

己の意思によることなく、

当社の特定株式保有者に

なった者であると当社取締

役会が認めた者（ただし、

その後、自己の意思により

当社の株券等を新たに所得

した場合を除く。）
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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）

かかる中長期的な観点で企業

価値の向上策を実行するための

新たなプラットフォーム事業の

確立や既存のモバイル・コンテ

ンツ事業やコマース事業強化の

ための体制の整備とアクション

を実行するには、短期的には業

績の成長鈍化が生じる懸念や、

中長期にわたり利益の変動性が

高まるリスクがあり、株主の期

待に沿えない可能性があります。

例えば、広告事業の本格的な収

益化に向けたプラットフォーム

構築のための大規模な投資を実

施すれば、一時的なコスト増加

やキャッシュ・フローの悪化を

招き、短期的な業績への影響が

予想されます。また、コマース

事業の競争力向上のための広告

投資を拡大しても、同様に業績

への影響が予想されます。

以上述べてまいりました観点

に鑑みて、当社の代表取締役社

長である堀主知ロバートは、慎

重に検討を行い、当社の中長期

的な視点に立った事業戦略を実

行し、かかる戦略実行に伴い不

可避的に発生する上記のような

リスクを当社の一般株主の皆様

に負って頂くことを回避すると

ともに、当社の企業価値の更な

る向上を速やかに実現するため

には、柔軟かつ迅速な経営戦略

の実現が可能となるマネジメン

ト・バイアウト（MBO）の手法

による非公開化を行うことが最

善であると判断いたしました。

なお、公開買付者及びロング

リーチファンドを含むロング

リーチグループは、当社の中長

期的な視点にたった事業戦略の

実行に対して、国内のみならず、

グローバルな視点から当社の成

長及び競争力強化と企業価値向

上に資するパートナーとして、

経営陣との緊密な協業体制を構

築することを表明しております。

ｂ.「保有」とは、証券取引法第

27条の23第４項に規定する保有

をいう。

ｃ.「保有者」とは、証券取引法

第27条の23第１項に規定する保

有者をいい、同条第３項に基づ

き保有者とみなされる者を含む。

ｄ.「公開買付者」とは、証券取

引法第27条の３第２項に規定す

る公開買付者をいう。

ｅ.「保有者かつ公開買付者」と

は、保有者が同時に公開買付者

である場合の当該保有者をいう。

ｆ.「共同保有者」とは、証券取

引法第27条の23第５項に規定す

る共同保有者をいい、同条第６

項に基づき共同保有者とみなさ

れる者を含む。

ｇ.「特別関係者」とは、証券取

引法第27条の２第７項に規定す

る特別関係者をいう。ただし、

同項第１号に掲げる者について

は、発行者以外の者による株券

等の公開買付けの開示に関する

内閣府令第３条第１項で定める

者を除く。

ｈ.「株券等保有割合」とは、証

券取引法第27条の23第４項に規

定する株券等保有割合をいう。

ｉ.「敵対的性質が類型的に存し

ない者」とは、

Ⅰ.当社または当社の子会社

（財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則第８

条第３項に定義される。）ま

たは関連会社（財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関

する規則第８条第５項に定義

される。）

株式会社サイバードホールディングス（4823）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 46 －



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）

当社といたしましても、公開

買付者による当社の完全子会社

化により、上記のような中長期

的な視点にたった事業戦略を実

行することに伴い不可避的に発

生するリスクを当社の一般株主

の皆様に負って頂くことを回避

しつつ、柔軟かつ迅速な当社の

中長期的な視点にたった事業戦

略の実行が可能となることから、

公開買付者が当社の完全子会社

化を実現するために実施する本

公開買付けは、当社にとっても

最善であると判断いたしました。

（3）本公開買付け後の組織再編等の

方針（いわゆる二段階買収に関す

る事項）

本公開買付けが成立した場合、

公開買付者は当社の発行済株式総

数の３分の２以上の株式を取得す

ることになりますが、本公開買付

けで当社の全株式（自己株式を除

く。）を取得できなかった場合に

は、公開買付者は、以下の方法に

より、当社を100％子会社化する

予定です。

具体的には、本公開買付けが成

立した後に、公開買付者は、本公

開買付けの決済日以降の日を基準

日として、①当社の発行する全て

の普通株式に全部取得条項を付す

こと、及び②当社の当該株式の全

部取得と引換えに別個の当社株式

を交付すること、以上①及び②を

付議議案に含む株主総会及び①を

付議議案に含む普通株主による種

類株主総会の開催を当社に要請す

る意向を有しており、当社はかか

る要請に応じて株主総会及び普通

株主による種類株主総会を開催す

ることを検討しております。

公開買付者は、本公開買付けが

成立した場合には当社の総議決権

の３分の２以上を保有することに

なる予定であり、上記の株主総会

及び普通株主による種類株主総会

において上記各議案に賛成する予

定です。上記各手続が実行された

場合には、当社の発行する全ての

普通株式は全部取得条項が付され

た上で、全て当社に取得されるこ

ととなり、当社の株主には当該取

得の対価として別個の当社株式が

交付されることとなりますが、当

社の株主で交付されるべき当該当

社株式の数が１株に満たない端数

となる株主に対しては、法令の手

Ⅱ.不注意で、または当社を支

配する意図がないのに特定株

式保有者となった者と当社取

締役会が認めた者で、かつ、

特定株式保有者となった後10

日以内（ただし、当社取締役

会はこの期間を延長でき

る。）にその保有する株券等

を処分等することにより特定

株式保有者ではなくなった者

Ⅲ.当社による自己株式の取得

その他の理由により、自己の

意思によることなく、当社の

特定株式保有者になった者で

あると当社取締役会が認めた

者（ただし、その後、自己の

意思により当社の株券等を新

たに取得した場合を除く。）

Ⅳ.当社の特定株式保有者と

なったとしても当社の企業価

値及び株主共同の利益に反し

ないと当社取締役会が認めた

者（当社取締役会は、いつで

もこれを認めることができる。

また、一定の条件の下に当社

の企業価値及び株主共同の利

益に反しないと当社取締役会

が認めた場合には、当該条件

が満たされている場合に限

る。）

のいずれかに該当する者をいう。

ｊ.「買付け等」とは、証券取引

法第27条の２第１項に規定する

買付け等をいう。

ｋ.「株券等」とは、証券取引法

第27条の23第１項に規定する株

券等をいう。ただし、証券取引

法第27条の２第１項に規定する

株券等を除く。
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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）

続に従い、当該端数の合計数を売

却することによって得られる金銭

が交付されることになります。な

お、当該端数の合計数の売却価格

については、本公開買付価格を基

準として算定される予定ですが、

算定の時点が異なることから、こ

の金額が本公開買付価格と異なる

ことがあり得ます。また、全部取

得条項が付された当社の普通株式

の取得の対価として交付する当社

株式の数は届出書提出日現在未定

でありますが、当社が公開買付者

の100％子会社となるよう、本公

開買付けに応募されなかった公開

買付者以外の当社の株主に対し交

付しなければならない当社株式の

数が１株に満たない端数となるよ

う決定する予定です。

上記①及び②の手続きに関連す

る少数株主の権利保護を目的とし

た会社法上の規定として、(i)上

記①の普通株式に全部取得条項を

付す旨の定款変更を行うに際して

は、会社法第116条及び第117条そ

の他の関係法令の定めに従って、

株主がその有する株式の買取請求

を行うことができる旨が定められ

ており、また、(ii)上記②の全部

取得条項が付された株式の全部取

得が株主総会において決議された

場合には、会社法第172条その他

の関係法令の定めに従って、当該

株式の取得の価格の決定の申立て

を行うことができる旨が定められ

ております。

なお、これらの(i)又は(ii)の

方法による１株当たりの買取価格

及び取得価格は、最終的には裁判

所が判断することになるため、本

公開買付価格と異なることがあり

得ます。これらの方法による請求

又は申立てを行うにあたっては、

その必要手続等に関しては株主各

位において自らの責任にて弁護士

等にご確認され、ご判断いただく

こととなります。

②以下に定める者は新株予約権を

行使することができない。

特定株式保有者、その共同保

有者、その特別関係者もしくは

これらの者から新株予約権を取

得した者（ただし、取得につき

当社取締役会の承認を得た者を

除く。）またはこれらの者が実

質的に支配し、これらの者に実

質的に支配されもしくはこれら

の者が共同して支配し、これら

の者と共同して行動する者と当

社取締役会が判断した者

③適用ある法令上、当該法令の管

轄地域に所在する者が所定の手

続の履行もしくは所定の条件

（一定期間の行使禁止、所定の

書類の提出等を含む。）の充足

またはその双方（以下「現地法

手続要件」と総称する。）なく

して新株予約権を行使した場合

には法令に違反または抵触する

ことになるときには、当該管轄

地域に所在する者は、当該手続

または条件がすべて履行または

充足されたことを立証した場合

に限り、新株予約権を行使する

ことができる。ただし、当該管

轄地域に所在する者が新株予約

権を行使するために当社が履行

または充足することが必要とさ

れる手続または条件については、

当社はこれを履行または充足す

る義務は負わない。また、当該

管轄地域に所在する者が新株予

約権を行使することが法令上認

められない場合には、当該管轄

地域に所在する者は、新株予約

権を行使することができないも

のとする。
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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）

なお、①当社の発行する全ての

普通株式に全部取得条項を付し、

②当該株式の全部取得と引換えに

別個の当社株式を交付するという

上記方法については、関連法令に

ついての当局の解釈等の状況並び

に本公開買付け後の公開買付者の

株式所有割合及び公開買付者以外

の当社株主の当社株式の保有状況

等によって、それと同等の効果を

有する他の方法を実施する可能性

があります。但し、その場合でも、

公開買付者以外の当社の株主に対

しては、最終的に現金を交付する

方法の採用を予定しております。

この場合における当該当社株主に

交付する金銭の額についても、本

公開買付けの買付価格を基準とし

て算定する予定ですが、算定の時

期が異なることから、この金額が

本公開買付けの買付価格と異なる

ことがあり得ます。

（4）上場廃止となる見込みがある旨

及び上場廃止を目的とする公開買

付けに賛同する理由

公開買付者は、本公開買付けに

おいて買付けを行う株券等の数に

上限を設定していないため、本公

開買付けの結果、ジャスダック証

券取引所の株券上場廃止基準に該

当した場合、当社の株券は、所定

の手続を経て上場廃止となる可能

性があります。また、当該基準に

該当しない場合でも、公開買付者

は、本公開買付けの終了後に、上

記「（3）本公開買付け後の組織

再編等の方針」に従い、当社を完

全子会社化することを予定してお

りますので、その場合には当社の

株券は上場廃止になります。上場

廃止後は、当社株券をジャスダッ

ク証券取引所において取引するこ

とはできません。

④上記③にかかわらず、米国に所

在する者は、

Ⅰ.当社に対し、自らが米国

1933年証券法ルール501

（a）に定義する適格投資家

（accredited investor）で

あることを表明かつ保証し、

かつ

Ⅱ.その保有する新株予約権の

行使の結果取得する当社普通

株式の転売を株式会社ジャス

ダック証券取引所における普

通取引（ただし、事前の取決

めに基づかず、かつ事前の勧

誘を行わないものとする。）

によってのみこれを行うこと

を誓約した場合に限り、新株

予約権を行使することができ

るものとする。当社は、かか

る場合に限り、当該米国に所

在する者が新株予約権を行使

するために当社が履行または

充足することが必要とされる

米国1933年証券法レギュレー

ションD及び米国州法に係る

手続または条件を履行または

充足するものとする。

なお、米国における法令の変

更等の理由により、米国に所

在する者が上記Ⅰ及びⅡを充

足しても米国証券法上適法に

新株予約権の行使をすること

ができないと当社取締役会が

認める場合には、米国に所在

する者は、新株予約権を行使

することができないものとす

る。

⑤上記②ないし④の規定に従い、

新株予約権者が新株予約権を行

使することができない場合で

あっても、当社は、当該新株予

約権者に対して、損害賠償責任

その他の一切の責任を負わない

ものとする。

⑥各新株予約権の一部行使はでき

ないものとする。
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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）

（5）株式会社ＣＪホールディングス

による当社株式の公開買付けの概

要

①買付け等をする株券等の種類

普通株式及び新株予約権

②買付け等の期間

Ⅰ.届出当初の期間

平成19年11月１日（木）から

平成19年12月13日（木）まで

（30営業日）

Ⅱ.公告日

 平成19年11月１日（木）

Ⅲ.対象者の請求に基づく延長

の可能性の有無

 該当事項はありません。

③買付け等の価格　

Ⅰ.株券

１株につき 金60,000円 

Ⅱ.新株予約権

ａ.第１回新株予約権

ｂ.第２回新株予約権

ｃ.第３回新株予約権

ｄ.第４回新株予約権

ｅ.JIMOS新株予約権①

ｆ.JIMOS新株予約権②

ｇ.JIMOS新株予約権③

ｈ.JIMOS新株予約権④

ⅰ.JIMOS新株予約権⑤

すべて１個につき金１円

②買付け等の価格算定の基礎

Ⅰ.株券

公開買付者は、買付価格の

決定にあたり、公開買付者の

フィナンシャル・アドバイ

ザーで第三者算定人でもある

日興シティグループ証券に対

し、対象者の株式価値の算定

を依頼し、日興シティグルー

プ証券より株式価値算定書を

取得しています。

（9）当社による新株予約権の取得

・当社は、新株予約権の行使期間

の開始日の前日までの間いつでも、

新株予約権を取得することが適切

であると当社取締役会が判断する

場合には、当社取締役会が定める

日をもって、無償で新株予約権全

部を取得することができる。

・当社は、会社法第274条第１項

及び第２項に規定される当社取締

役会の決定により、（7）の新株

予約権の行使期間が終了する時ま

での間で当社取締役会が定める日

において、新株予約権１個につき

対象株式数の当社普通株式と引換

えに、（8）に従い新株予約権を

行使することができる者の新株予

約権を取得することができる。

（10）新株予約権の行使または当社

による取得により新たに当社株式

を取得した場合の当該株主の株主

総会における議決権行使

当社が定める基準日後に、新株

予約権の行使または当社による新

株予約権の取得によって、新たに

当社株式を取得した場合の当該株

主は、株主総会において議決権を

行使できるものとする。

（11）新株予約権の譲渡に関する事

項

新株予約権を譲渡により取得す

るには当社取締役会の承認を要す

るものとする。

なお、譲渡人が日本国外に所在

する者であって、(8)の③及び④

の規定により新株予約権を行使す

ることができない者であるときは、

当社取締役会は、以下の事由等を

勘案して上記承認をするか否かを

決定するものとする。
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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）

公開買付者は、この算定結

果を基に、各評価手法を比較

検討し、買付価格の決定にあ

たっては、市場株価法に加え、

対象者の企業価値や今後の事

業戦略を適切に反映すること

ができる将来に亘る収益力に

基づくDCF法による株式価値評

価を考慮するとともに、対象

者株式は同業他社と比較して

出来高が相対的に低く、株価

が必ずしも本来の株式価値を

反映しているとは限らない可

能性があるため、類似公開企

業乗数比較法による株式価値

評価をも併せて考慮すべきと

判断しています。そして、対

象者の第三者委員会及び対象

者の代表取締役社長であり大

株主である堀氏とそれぞれ別

個に行った協議・交渉の結果

や、対象者による本公開買付

けへの賛同の可否、及び本公

開買付けの見通し等も踏まえ、

既存株主に対して対象者株式

の株価に十分なプレミアムを

付した買付価格を提示するこ

とが相当であると判断し、平

成19年10月31日に、本公開買

付価格を１株当たり60,000円

とすることを決定いたしまし

た。

　なお、本公開買付価格は、

平成19年10月30日までのジャ

スダック証券取引所における

対象者株式の終値の過去１ヶ

月間の単純平均値49,026円(小

数点以下四捨五入)に対して約

22.38％、過去３ヶ月間の単純

平均値42,606円(小数点以下四

捨五入)に対して約40.83％、

過去６ヶ月間の単純平均値

45,564円（小数点以下四捨五

入）に対して約31.68％のプレ

ミアムを加えた価格でありま

す。

①当該管轄地域に所在する者によ

る新株予約権の全部または一部

の譲渡に関し譲渡人により譲受

人が作成し署名または記名捺印

した確認書（下記②ないし④に

ついての表明保証条項、補償条

項および違約金条項を含む。）

が提出されていること

② 譲渡人及び譲受人が(8)の②に

定める者に該当しないこと

③ 譲受人が当該管轄地域に所在せ

ず、当該管轄地域に所在する者

のために譲受しようとしている

者ではないこと

④ 譲受人が上記②及び③に定める

いずれかの者のために譲受しよ

うとしている者ではないこと

(12）合併、会社分割、株式交換また

は株式移転の場合における新株

予約権の交付及びその条件

新株予約権の無償割当てに係る

取締役会決議において当社取締

役会が決定する。

(13）新株予約権証券の不発行

新株予約権証券は、発行しない。

(14）新株予約権の行使により新株を

発行する場合における増加する

資本金及び資本準備金

新株予約権の行使により当社普

通株式を発行する場合における

増加する資本金は、行使価額の

全額とし、資本準備金は増加し

ないものとする。

(15）新株予約権の行使請求及び払込

の方法

新株予約権を行使しようとする

ときは、所定の行使請求書（行

使に係る新株予約権の内容及び

数、新株予約権を行使する日等

の必要事項並びに株主自身が新

株予約権の行使条件を充足する

こと等についての表明保証条項、

補償条項その他の誓約文言を含

む当社所定の書式によるものと

する。）に必要事項を記載して

これに記名捺印した上、必要に

応じて別に定める新株予約権の

行使に要する書類並びに会社法、

証券取引法及びその関連法規

（日本証券業協会及び本邦証券

取引所の定める規則等を含
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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）

Ⅱ.新株予約権

すべての新株予約権におい

て、１株当たりの行使価格が、

本公開買付けの普通株式１株

当たりの買付価格を上回って

おります。

 しかしながら、新株予約権

は対象者又は対象者の子会社

の取締役、監査役並びに従業

員に対するストックオプショ

ンとして発行されたものであ

り、①新株予約権者は、権利

行使時において対象者又は対

象者の子会社の取締役、監査

役若しくは従業員等の地位に

あることを要するものとされ

（任期満了による退任、定年

による退職の場合を除く）、

また、②新株予約権者は対象

者との新株予約権割当契約書

に基づき、新株予約権の譲渡、

担保権設定、質入その他の処

分は認められておりません。

そのため、公開買付者は、本

公開買付けにより当該新株予

約権を買付けたとしても、こ

れを行使できないと解される

ことから、上記のとおり、新

株予約権の買付価格を１個当

たり１円と決定いたしました。

⑤買付予定の株式等の数

普通株式 203,282株

（注1）応募株券等の総数が「買

付予定の株式等の数」に満たな

い場合は、応募株券等の全部の

買付けを行いません。

（注2）応募株券等の総数が「買

付予定の株式等の数」以上の場

合には、応募株券等の全部の買

付け等を行います。

む。）上その時々において要求

されるその他の書類（以下「添

付書類」という。）を(7)に定め

る期間中に払込取扱場所に提出

し、かつ、当該行使に係る新株

予約権の行使価額全額に相当す

る金銭を払込取扱場所に払い込

むことにより行われるものとす

る。

(16）新株予約権行使の効力発生時期

等

新株予約権の行使の効力は、

(15)の行使請求書及び添付書類が

行使請求受付場所に到達し、かつ

行使に係る新株予約権の行使価額

全額に相当する金銭が指定口座に

入金された時に生じるものとする。

(17）法令の改正等

新株予約権の無償割当て後、法

令の制定、改正または廃止により、

本要項の条項に修正を加える必要

が生じた場合においては、当該制

定、改正または廃止の趣旨及び文

言を勘案の上、本要項の条項を合

理的に読み替えるものとする。
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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）

⑥買付け等による株券等所有割合

の異動

Ⅰ.買付け等前における公開買

付者の所有株券等に係る議決

権の数

１個

（買付け等前における株券等

所有割合0.00％）

Ⅱ.買付予定の株券等に係る議

決権の数

203,282個

（買付け等後における株券等

所有割合66.67％）

（注）「買付予定の株券等に係る

議決権の数」は、本公開買付け

における買付予定数203,282株

に係る議決権の数です。

⑦買付代金

12,196,920,000円

（注）買付代金は、買付価格

（60,000円）で買付予定数

（203,282株）を買い付けた場

合の見積額を記載しています。

⑧公開買付代理人

日興シティグループ証券株式

会社

なお、公開買付代理人は、その

事務の一部を再委託するために

以下の復代理人を選任しており

ます。

日興コーディアル証券株式会社
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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
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 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  685,315   1,085,486   1,656,633  

２　売掛金  3,077,714   ―   ―  

３　たな卸資産  4,609   276   ―  

４　関係会社短期貸付金  2,414,747   129,000   2,526,736  

５　その他  379,258   603,765   721,416  

　　貸倒引当金  △25,185   ―   ―  

流動資産合計  6,536,460 42.8  1,818,528 10.3  4,904,786 28.0

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産  233,483 1.5  213,532 1.2  260,847 1.5

２　無形固定資産          

(1）ソフトウェア 395,833   171,875   35,666   

(2）ソフトウェア仮勘定 83,522   4,751   ―   

(3）その他 1,167 480,523 3.2 1,167 177,794 1.0 1,167 36,833 0.2

３　投資その他の資産          

(1）投資有価証券 7,077,288   35,250   149,558   

(2）関係会社株式 ―   11,506,250   11,200,900   

(3）その他の関係会社有
価証券

―   100,000   100,000   

(4）関係会社長期貸付金 ―   2,921,716   304,500   

(5）敷金保証金 419,337   545,224   506,550   

(6）その他 526,491 8,023,117 52.5 344,232 15,452,674 87.5 58,975 12,320,484 70.3

固定資産合計  8,737,124 57.2  15,844,001 89.7  12,618,165 72.0

資産合計  15,273,584 100.0  17,662,529 100.0  17,522,952 100.0
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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
要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 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  1,313,060   ―   ―  

２　短期借入金  2,449,747   2,290,216   2,652,736  

３　未払金  293,497   108,269   158,651  

４　未払法人税等  18,388   5,785   6,580  

５　賞与引当金  81,210   27,215   33,068  

６　その他  55,376   53,502   79,073  

流動負債合計  4,211,280 27.6  2,484,988 14.1  2,930,111 16.7

負債合計  4,211,280 27.6  2,484,988 14.1  2,930,111 16.7

          

 　　（純資産の部）          

 Ⅰ　株主資本          

　 １　資本金  5,503,317 36.0  5,503,317 31.1  5,503,317 31.4

 　２　資本剰余金          

　　（1）資本準備金 3,135,995   1,375,829   12,045,032   

　　（2）その他資本剰余金 2,424,016   7,643,755   2,424,016   

 　　　　資本剰余金合計  5,560,012 36.4  9,019,584 51.1  14,469,049 82.6

 　３　利益剰余金          

 　 （1）その他利益剰余
　　　　 金

         

　　　　繰越利益剰余金 △4,581   620,779   △5,401,097   

 　　　 利益剰余金合計  △4,581 △0.0  620,779 3.5  △5,401,097 △30.8

 　　株主資本合計  11,058,748 72.4  15,143,681 85.7  14,571,269 83.2

 Ⅱ　新株予約権  3,555 0.0  33,859 0.2  21,571 0.1

 　　純資産合計  11,062,304 72.4  15,177,541 85.9  14,592,841 83.3

 　　負債純資産合計  15,273,584 100.0  17,662,529 100.0  17,522,952 100.0
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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
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 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益  6,567,211 100.0  1,806,057 100.0  7,885,939 100.0

Ⅱ　売上原価  4,072,787 62.0  ― ―  4,072,787 51.6

売上総利益  2,494,424 38.0  1,806,057 100.0  3,813,151 48.4

Ⅲ　事業費並びに販売費
及び一般管理費

 2,040,943 31.1  1,142,679 63.3  3,283,609 41.7

営業利益  453,480 6.9  663,378 36.7  529,542 6.7

Ⅳ　営業外収益  94,942 1.5  93,051 5.2  182,170 2.3

Ⅴ　営業外費用  346,262 5.3  73,578 4.1  440,631 5.6

経常利益  202,160 3.1  682,851 37.8  271,080 3.4

Ⅵ　特別損失  1,998,112 30.4  52,086 2.9  7,295,554 92.5

税引前中間純利益又は
税引前中間（当期）純
損失（△）

 △1,795,951 △27.3  630,765 34.9  △7,024,473 △89.1

法人税、住民税及び事
業税

4,336   9,985   22,411   

過年度法人税等 46,875   ―   46,875   

法人税等調整額 99,796 151,008 2.3 ― 9,985 0.5 249,716 319,003 4.0

中間純利益又は中間
（当期）純損失(△)

 △1,946,960 △29.6  620,779 34.4  △7,343,476 △93.1
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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

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

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）
5,451,700 3,084,379 2,424,016 5,508,395 1,980,917 1,980,917 12,941,012

中間会計期間中の変動額

新株の発行 51,616 51,616 ― 51,616 ― ― 103,233

剰余金の配当　（注） ― ― ― ― △38,538 △38,538 △38,538

中間純損失（△） ― ― ― ― △1,946,960 △1,946,960 △1,946,960

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）
51,616 51,616 ― 51,616 △1,985,498 △1,985,498 △1,882,265

平成18年９月30日　残高

（千円）
5,503,317 3,135,995 2,424,016 5,560,012 △4,581 △4,581 11,058,748

 

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）
240,138 240,138 ― 13,181,152

中間会計期間中の変動額

新株の発行 ― ― ― 103,233

剰余金の配当　（注） ― ― ― △38,538

中間純損失（△） ― ― ― △1,946,960

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△240,138 △240,138 3,555 △236,583

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△240,138 △240,138 3,555 △2,118,848

平成18年９月30日　残高

（千円）
― ― 3,555 11,062,304

 　（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

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

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）
5,503,317 12,045,032 2,424,016 14,469,049 △5,401,097 △5,401,097 14,571,269

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 ― ― △48,367 △48,367 ― ― △48,367

資本準備金の取崩 ― △10,669,203 10,669,203 ― ― ― ―

その他資本剰余金の取崩 ― ― △5,401,097 △5,401,097 5,401,097 5,401,097 ―

中間純利益 ― ― ― ― 620,779 620,779 620,779

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）
― △10,669,203 5,219,739 △5,449,464 6,021,876 6,021,876 572,412

平成19年９月30日　残高

（千円）
5,503,317 1,375,829 7,643,755 9,019,584 620,779 620,779 15,143,681

新株予約権 純資産合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
21,571 14,592,841

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 ― △48,367

資本準備金の取崩 ― ―

その他資本剰余金の取崩 ― ―

中間純利益 ― 620,779

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
12,288 12,288

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
12,288 584,700

平成19年９月30日　残高

（千円）
33,859 15,177,541
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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

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

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）
5,451,700 3,084,379 2,424,016 5,508,395 1,980,917 1,980,917 12,941,014

事業年度中の変動額

新株の発行 51,616 51,616 ― 51,616 ― ― 103,233

株式交換 ― 8,909,037 ― 8,909,037 ― ― 8,909,037

剰余金の配当　（注） ― ― ― ― △38,538 △38,538 △38,538

当期純損失（△） ― ― ― ― △7,343,476 △7,343,476 △7,343,476

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）
51,616 8,960,653 ― 8,960,653 △7,382,014 △7,382,014 1,630,255

平成19年３月31日　残高

（千円）
5,503,317 12,045,032 2,424,016 14,469,049 △5,401,097 △5,401,097 14,571,269

 

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）
240,138 240,138 ― 13,181,152

事業年度中の変動額

新株の発行 ― ― ― 103,233

株式交換 ― ― ― 8,909,037

剰余金の配当　（注） ― ― ― △38,538

当期純損失（△） ― ― ― △7,343,476

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△240,138 △240,138 21,571 △218,566

事業年度中の変動額合計

（千円）
△240,138 △240,138 21,571 1,411,688

平成19年３月31日　残高

（千円）
― ― 21,571 14,592,841

 　（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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６．四半期連結財務諸表等
(1) 四半期連結貸借対照表

 

区分

平成19年３月期　第２四半期
平成18年９月30日現在

平成20年３月期　第２四半期
平成19年９月30日現在

増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金  2,060,808   4,199,821    

２　受取手形及び売掛金  3,949,713   4,652,932    

３　有価証券  ―   1,627,279    

４　たな卸資産  11,092   935,683    

５　その他  768,157   741,630    

　　貸倒引当金  △25,185   △29,635    

流動資産計  6,764,586 40.8  12,127,711 53.8 5,363,125 79.3

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産  307,177 1.9  440,847 1.9 133,669 43.5

２　無形固定資産         

（1）ソフトウエア 599,658   1,026,401     

（2）のれん 5,917,427   6,199,196     

（3）その他 213,891 6,730,977 40.6 104,072 7,329,670 32.5 598,692 8.9

３　投資その他の資産         

（1）投資有価証券 1,547,163   1,210,619     

（2）敷金保証金 454,274   679,311     

（3）その他 766,702   780,947     

　　貸倒引当金 ― 2,768,140 16.7 △14,057 2,656,820 11.8 △111,319 △4.0

固定資産計  9,806,295 59.2  10,427,337 46.2 621,042 6.3

資産合計  16,570,881 100.0  22,555,049 100.0 5,984,167 36.1
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区分

平成19年３月期　第２四半期
平成18年９月30日現在

平成20年３月期　第２四半期
平成19年９月30日現在

増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金  1,666,526   1,863,917    

２　短期借入金  2,654,855   2,619,707    

３　一年以内償還予定の社債  ―   390,952    

４　未払金  417,792   804,581    

５　未払法人税等  34,404   212,240    

６　賞与引当金  94,924   207,409    

７　販売促進引当金  ―   58,865    

８　その他  188,402   441,157    

流動負債計  5,056,906 30.5  6,598,833 29.2 1,541,926 30.5

Ⅱ　固定負債         

１　社債  370,500   550,332    

２　長期借入金  104,733   54,621    

３　退職給付引当金  18,948   19,188    

固定負債計  494,182 3.0  624,141 2.8 129,959 26.3

負債合計  5,551,088 33.5  7,222,975 32.0 1,671,886 30.1

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  5,503,317 33.2  5,503,317 24.4 ― ―

２　資本剰余金  5,560,012 33.6  9,019,584 40.0 3,459,572 62.2

３　利益剰余金  △771,358 △4.7  △555,736 △2.5 215,621 ―

株主資本合計  10,291,971 62.1  13,967,165 61.9 3,675,193 35.7

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差額金  10,316 0.0  2,411 0.0 △7,904 △76.6

２　為替換算調整勘定  △56,132 △0.3  413,550 1.9 469,683 ―

評価・換算差額等合計  △45,816 △0.3  415,962 1.9 461,778 ―

Ⅲ　新株予約権  3,555 0.0  65,894 0.3 62,338 ―

Ⅳ　少数株主持分  770,082 4.7  883,052 3.9 112,969 14.7

純資産合計  11,019,793 66.5  15,332,073 68.0 4,312,280 39.1

負債純資産合計  16,570,881 100.0  22,555,049 100.0 5,984,167 36.1
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(2) 四半期連結損益計算書

  

区分

平成19年３月期　第２四半期
自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日

平成20年３月期　第２四半期
自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日

増減

金額（千円） 百分比（％） 金額（千円） 百分比（％） 金額（千円） 増減率（％）

売上高 4,418,822 100.0 7,608,197 100.0 3,189,375 72.2

売上原価 2,517,862 57.0 4,325,052 56.8 1,807,190 71.8

売上総利益 1,900,959 43.0 3,283,144 43.2 1,382,184 72.7

販売費及び一般管理費 1,593,309 36.0 3,063,008 40.3 1,469,699 92.2

営業利益 307,650 7.0 220,135 2.9 △87,514 △28.5

営業外収益 512 0.0 33,219 0.4 32,706 ―

営業外費用 1,945,700 44.1 94,320 1.2 △1,851,380 ―

経常利益又は経常損失（△） △1,637,537 △37.1 159,034 2.1 1,796,572 ―

特別利益 738 0.0 20,179 0.2 19,441 ―

特別損失 58,927 1.3 39,473 0.5 △19,454 △33.0

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

△1,695,727 △38.4 139,740 1.8 1,835,467 ―

法人税、住民税及び事業税 13,617 0.3 22,204 0.3 8,587 63.1

過年度法人税等 40,844 0.9 ― ― △40,844 △100.0

法人税等調整額 98,650 2.2 △84,544 △1.1 △183,195 ―

少数株主利益 64,499 1.5 16,943 0.2 △47,556 △73.7

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,913,338 △43.3 185,136 2.4 2,098,475 ―
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前四半期連結会計期間（自　平成18年７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 株主資本合計

平成18年６月30日　残高（千円） 5,503,317 5,560,012 1,141,980 12,205,310

当四半期連結会計期間中の変動額

当四半期純損失（△） ― ― △1,913,338 △1,913,338

株主資本以外の項目の当四半期連結

会計期間中の変動額（純額）
    

当四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― △1,913,338 △1,913,338

平成18年９月30日　残高（千円） 5,503,317 5,560,012 △771,358 10,291,971

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６月30日　残高（千円） 6,199 △10,727 △4,528 6,601 682,114 12,889,498

当四半期連結会計期間中の変動額

当四半期純損失（△） ― ― ― ― ― △1,913,338

株主資本以外の項目の当四半期連結

会計期間中の変動額（純額）
4,117 △45,405 △41,288 △3,045 87,968 43,633

当四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）
4,117 △45,405 △41,288 △3,045 87,968 △1,869,705

平成18年９月30日　残高（千円） 10,316 △56,132 △45,816 3,555 770,082 11,019,793
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当四半期連結会計期間（自　平成19年７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 株主資本合計

平成19年６月30日　残高（千円） 5,503,317 9,067,951 △789,240 13,782,028

当四半期連結会計期間中の変動額

資本準備金から利益準備金へ振替 ― △48,367 48,367 ―

当四半期純利益 ― ― 185,136 185,136

株主資本以外の項目の当四半期連結

会計期間中の変動額（純額）
    

当四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）
― △48,367 233,503 185,136

平成19年９月30日　残高（千円） 5,503,317 9,019,584 △555,736 13,967,165

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19年６月30日　残高（千円） 46,620 43,011 89,632 59,575 865,710 14,796,946

当四半期連結会計期間中の変動額

資本準備金から利益準備金へ振替 ― ― ― ― ― ―

当四半期純利益 ― ― ― ― ― 185,136

株主資本以外の項目の当四半期連結

会計期間中の変動額（純額）
△44,209 370,538 326,329 6,318 17,341 349,990

当四半期連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△44,209 370,538 326,329 6,318 17,341 535,127

平成19年９月30日　残高（千円） 2,411 413,550 415,962 65,894 883,052 15,332,073
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

区分

平成19年３月期　第２四半期
自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日

平成20年３月期　第２四半期
自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　税金等調整前四半期純利益・純損失（△） △1,695,727 139,740

２　減価償却費 83,335 164,645

３　のれん償却額 94,068 85,702

４　販売促進引当金の増加額 ― 2,845

５　貸倒引当金の減少額 △4,720 △23,299

６　賞与引当金の増加額 59,699 97,645

７　退職給付引当金の増加額・減少額（△） △2,372 666

８　受取利息及び受取配当金 △166 △4,714

９　支払利息 49,785 45,012

10　持分法による投資損失 1,874,525 ―

11　投資有価証券売却益 ― △21,734

12　投資有価証券評価損 ― 31,577

13　固定資産除却損 ― 2,151

14　ソフトウェア評価損 47,864 1,003

15　持分変動利益（△） △738 ―

16　売上債権の増加額（△）・減少額 △130,102 380,565

17　たな卸資産の減少額 27,704 141,831

18　仕入債務の増加額・減少額（△） 106,619 △240,915

19　未払金の減少額 △105,620 △314,049

20　その他 160,597 △95,605

小計 564,753 393,068

21　利息及び配当金の受取額 166 5,374

22　持分法適用会社からの配当金の受取額 17,333 ―

23　利息の支払額 △50,279 △42,666

24　法人税等の支払額 △40,327 131,906

営業活動によるキャッシュ・フロー 491,645 487,683
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区分

平成19年３月期　第２四半期
自　平成18年７月１日
至　平成18年９月30日

平成20年３月期　第２四半期
自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　定期預金の純増減額 △251 ―

２　有形固定資産取得による支出 △22,498 △18,634

３　無形固定資産取得による支出 △91,439 △209,971

４　無形固定資産売却による収入 7,000 ―

５　有価証券の取得による支出 ― △280,422

６　投資有価証券の取得による支出 ― △280,080

７　投資有価証券の売却による収入 ― 372,069

８　連結子会社株式の追加取得による支出 △2,310,438 ―

９　敷金保証金差入れによる支出 ― △69,060

10　敷金保証金回収による収入 300 270

11　その他 △13,864 11,543

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,431,191 △474,285

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期借入れによる収入 2,430,438 20,630

２　短期借入金の返済による支出 △270,000 ―

３　長期借入れによる収入 30,000 ―

４　長期借入金の返済による支出 △27,597 △33,320

５　社債発行による収入 ― 60,373

６　社債償還による支出 △25,000 ―

７　少数株主の株式引受による払込額 25,000 ―

８　配当金の支払額 3,820 △20,167

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,166,661 27,516

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,161 14,084

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 223,954 54,999

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期首残高 1,587,797 5,013,652

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,811,752 5,068,652
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７．四半期個別財務諸表
　(1) 四半期貸借対照表

区分

平成19年３月期　第２四半期
平成18年９月30日現在

平成20年３月期　第２四半期
平成19年９月30日現在

増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１　現金及び預金  685,315   1,085,486     

２　売掛金  3,077,714   ―     

３　たな卸資産  4,609   276     

４　関係会社短期貸付金  2,414,747   129,000     

５　その他  379,258   603,765     

　　貸倒引当金  △25,185   ―     

流動資産計  6,536,460 42.8  1,818,528 10.3  △4,717,931 △72.2

Ⅱ　固定資産          

１　有形固定資産  233,483 1.5  213,532 1.2  △19,951 △8.5

２　無形固定資産          

（1）ソフトウエア 395,833   171,875      

（2）ソフトウエア仮勘定 83,522   4,751      

（3）その他 1,167 480,523 3.2 1,167 177,794 1.0  △302,729 △63.0

３　投資その他の資産          

（1）投資有価証券 7,077,288   35,250      

（2）関係会社株式 ―   11,506,250      

(3）その他の関係会社
有価証券

―   100,000      

(4）関係会社長期貸付金 ―   2,921,716      

（5）敷金保証金 419,337   545,224      

（6）その他 526,491 8,023,117 52.5 344,232 15,452,674 87.5  7,429,557 92.6

固定資産計  8,737,124 57.2  15,844,001 89.7  7,106,876 81.3

資産合計  15,273,584 100.0  17,662,529 100.0  2,388,945 15.6
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区分

平成19年３月期　第２四半期
平成18年９月30日現在

平成20年３月期　第２四半期
平成19年９月30日現在

増減

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
増減率
（％）

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１　買掛金  1,313,060   ―     

２　短期借入金  2,449,747   2,290,216     

３　未払金  293,497   108,269     

４　未払法人税等  18,388   5,785     

５　賞与引当金  81,210   27,215     

６　その他  55,376   53,502     

流動負債計  4,211,280 27.6  2,484,988 14.1  △1,726,292 △41.0

負債合計  4,211,280 27.6  2,484,988 14.1  △1,726,292 △41.0

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

 1　資本金  5,503,317 36.0  5,503,317 31.1  ― ―

 2　資本剰余金          

（1）資本準備金 3,135,995   1,375,829      

（2）その他資本剰余金 2,424,016   7,643,755      

資本剰余金合計  5,560,012 36.4  9,019,584 51.1  3,459,572 62.2

 3　利益剰余金          

（1）その他利益剰余金          

繰越利益剰余金 △4,581   620,779      

利益剰余金合計  △4,581 △0.0  620,779 3.5  625,360 ―

株主資本合計  11,058,748 72.4  15,143,681 85.7  4,084,932 36.9

Ⅱ　新株予約権  3,555 0.0  33,859 0.2  30,304 852.4

純資産合計  11,062,304 72.4  15,177,541 85.9  4,115,237 37.2

負債純資産合計  15,273,584 100.0  17,662,529 100.0  2,388,945 15.6
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　(2) 四半期損益計算書

  

区分

平成19年３月期　第２四半期
自　平成18年７月１日
至　平成19年９月30日

平成20年３月期　第２四半期
自　平成19年７月１日
至　平成20年９月30日

増減

金額（千円） 百分比（％） 金額（千円） 百分比（％） 金額（千円） 増減率（％）

営業収益 3,321,914 100.0 797,170 100.0 △2,524,744 △76.0

売上原価 2,080,915 62.6 ― ― △2,080,915 △100.0

売上総利益 1,240,999 37.4 797,170 100.0 △443,828 △35.8

事業費並びに販売費及び一般管理費 966,598 29.1 552,655 69.3 △413,942 △42.8

営業利益 274,401 8.3 244,514 30.7 △29,886 △10.9

営業外収益 59,943 1.8 50,084 6.3 △9,859 △16.4

営業外費用 36,534 1.1 36,985 4.7 451 1.2

経常利益 297,810 9.0 257,614 32.3 △40,196 △13.5

特別損失 1,998,112 60.2 1,777 0.2 △1,996,335 △99.9

税引前四半期純利益
又は税引前四半期純損失（△）

△1,700,301 △51.2 255,836 32.1 1,956,138 ―

法人税、住民税及び事業税 1,252 0.0 4,987 0.6 3,735 298.2

過年度法人税等 46,875 1.4 ― ― △46,875 △100.0

法人税等調整額 99,796 3.0 ― ― △99,796 △100.0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,848,226 △55.6 250,848 31.5 2,099,074 ―
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８．その他
　(1) 株式の状況（平成19年９月30日現在）

　発行可能株式総数

824,988株

　発行済株式の総数

289,623株

　株主数

19,193名

　大株主

株主名
当社への出資状況 当社の大株主への出資状況

持株数（株） 議決権比率（％） 持株数（株） 出資比率（％）

小村　富士夫 32,303 11.15 － －

堀　主知ロバート 26,854 9.27 － －

株式会社リクルート 25,300 8.73 － －

オムロン株式会社 10,800 3.72 － －

バイエリッシュフェラインスバンクアーゲー

カスタマーアカウント（常任代理人　株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行）

10,000 3.45 － －

岩井　陽介 8,616 2.97 － －

株式会社らうむず 8,043 2.77 － －

日本テレビ放送網株式会社 7,500 2.58 － －

株式会社イマジカ・ロボットホールディングス 7,050 2.43 － －

立石　知雄 3,704 1.27 － －

　株主分布状況

区分
株式の状況

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取引

業者
その他の法人

外国法人等
（個人含む）

個人・その他 計

株主数（名） － 4 22 181 38 18,948 19,193

所有株式数（株） － 2,111 2,719 69,346 16,957 198,490 289,623

株式数比率（％） － 0.73 0.94 23.94 5.85 68.53 100.00

　少数特定者持株数 141,584株 （48.88％）

（１～10位持株合計＋11位以下役員持株数）   

　浮動株数 89,981株 （31.06％）

（50株未満保有株主の保有株数）   

　役員持株数 36,884株 （12.73％）

　会社が保有する自己株式の数

　該当事項はありません。

　連結会社及び持分法を適用した非連結子会社並びに関連会社が保有する会社の株式の数

　該当事項はありません。
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　(2) 経営陣及び従業員の状況

 ① 経営陣（平成19年10月１日現在）

地位 氏名 管掌部門、及び兼務状況または主な職業

代表取締役社長兼グループＣＥＯ 堀　主知ロバート  海外事業管掌

取締役兼上席執行役員 中島　謙一郎 株式会社サイバード執行役員副社長兼ＣＳＯ

取締役兼上席執行役員 細田　洋平
コマース事業管掌

株式会社JIMOS代表取締役社長

取締役 岩井　陽介  

社外取締役 澤田　宏之

 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社代表

取締役

株式会社サイバード・インベストメント・パートナー

ズ取締役

株式会社グロービス取締役

アルゼ株式会社取締役

株式会社リヴァンプ取締役

学校法人国際大学理事

社外取締役 北畠　光弘

伊藤忠商事株式会社理事

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社理事

株式会社ＡＱインタラクティブ監査役

上席執行役員 川田　敦昭
国内モバイル事業管掌

株式会社サイバード代表取締役社長

執行役員 山下　伸一郎 人事本部・情報システム室管掌

執行役員 岸谷　靖治 管理本部・広報室管掌

執行役員 永守　秀章 経営戦略本部管掌、ＩＲ担当役員

執行役員 安田　博祐 財務本部管掌、情報開示担当役員

常勤監査役 青木　敏彦

株式会社サイバード監査役

株式会社JIMOS監査役

株式会社サイバード・インベストメント・パートナー

ズ監査役

監査役 竹山　正久

株式会社竹山会計総合研究所代表取締役

ユニオンソフト株式会社取締役

竹山正久公認会計士・税理士事務所所長

監査役 佐藤　武志

佐藤武志税理士事務所所長

株式会社ドクターズバイオ研究所監査役

株式会社アウトレットプラザ監査役

株式会社コマースニジュウイチ監査役

株式会社平和監査役

② 従業員の状況（平成19年９月30日現在）

従業員数（名）

モバイル・コンテンツ事業 131  

コマース事業 185  

海外事業 98  

その他事業 275  

全社（共通） 112  

合 計 801  

（注）「全社（共通）」の人員数は、当連結グループの管理部門の人員数であり、当社（サイバードホールディングス）

の従業員数66名を含んでおります。

　(3) 主な事業所

本社　　　　　東京都港区六本木六丁目10番１号
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（添付資料）サイバード自社IPコンテンツ一覧 2007.9.30現在

コンテンツ名 料金 開始時期 数 コンテンツ名 料金 開始時期 数 コンテンツ名 料金 開始時期 数 コンテンツ名 料金 開始時期 数

着信メロディ CooｌSound \105/\315 2000/6/1 1 CoolSound \315 2000/11/1 1 CoolSound \105/\315 2000/12/4 1

TFM着信メロディ \105/\315 2001/12/3 1 TFM着信メロディ \105/\32 \315/\26 2001/10/23 1 TFM着信メロディ \105/\32 \315/\26 2001/9/3 1

携声つくろっ♪ \210 2002/5/7 1 CoolSound Real \11/\32/\53/\74/\105/\210/\315 2003/11/20 1 携声つくろっ♪ \210 2001/12/3 1

SOUL TRAIN \315 2003/10/6 1 SOUL TRAIN \300 2004/6/3 1 SOUL TRAIN \315 2004/5/12 1

CoolSound Real \105/\210/\315 2004/2/16 1 CoolSound Full 2005/4/14 1 CoolSound Real \105 2004/6/16 1

CoolSound RB 1曲105円 2005/7/28 1 CoolSound Full 2005/8/17 1

5 6 6 0

待受画面 Cool Screen \105 2000/2/1 1 着キャラ！ \100/\200 2000/2/1 1 着キャラ！ \105/\210 1999/12/10 1

プリネット \315 2000/5/1 1 プリネット \315 2000/9/20 1 プリネット \315 2000/8/1 1

着キャラ！ \105/\0 2000/8/1 1 @着キャラ便利時計 \210 2001/7/12 1 デジタル所さん3Dタウン \210 2002/1/15 1

待受つくろっ♪ \210 2000/10/2 1 Cool Screen \315 2006/1/26 1 Cool Screen \315 2006/2/15 1

ART☆Graphix α \210 2001/1/26 1

さーぱら。 \315 2002/12/16 1

howzy!きせかえ \315（無料ﾏｲﾒﾆｭｰ登録） 2007/3/19 1

7 4 4 0

キャラクター デジタル所さん \315 2002/8/5 1 犬夜叉 \315 2003/3/19 1 犬夜叉 \315 2003/3/3 1

きかんしゃﾄｰﾏｽ \210/\315 2002/12/2 1 名探偵コナン \210 2003/7/3 1 名探偵コナン \210 2003/5/14 1

犬夜叉 \315 2003/3/17 1 ケータイハム太郎とっとこむ \315 2003/11/20 1 ケータイハム太郎とっとこむ \315 2003/11/4 1

名探偵コナン \210/\0 2003/4/21 1 きかんしゃﾄｰﾏｽ \315 2005/12/22 1 きかんしゃﾄｰﾏｽ \315 2006/1/18 1

ケータイハム太郎とっとこむ \315 2003/11/4 1 結界師 \315 2007/6/21 1

結界師 \315 2007/5/21 1

6 5 4 0

ゲーム ロボ☆ロボ \315 2000/5/1 1 ミニゲー☆天国！50 \315 2001/8/16 1 R-TYPE完全版 \525 2004/12/15 1 カンタン☆Game!遊び放題 2005/11/25 1

懸賞パズラー \315 2000/11/6 1 懸賞パズラー \315 2001/12/13 1 懸賞パズラー \315 2005/11/1 1

＠バカゲー！ \315/\0 2002/3/4 1 ロボ☆ロボ \315 2002/12/19 1 格ゲー★ペンタリウム \525 2006/2/1 1

ミニゲー☆天国 \315 2002/11/5 1 ミニゲー☆天国！ 2007/3/14 1

4 3 4 1

占い/診断 鏡リュウジ恋占術 \210 1999/12/1 1 あなたの値段？DX \210/\52 2001/7/5 1 鏡リュウジ恋占術 \210 1999/12/10 1

細木数子六星占術 \315 2003/10/6 1 鏡リュウジ恋占術 \210 2001/7/10 1 なんでも診断 \315 1999/12/10 1

江原啓之スピリチュアルメッセージ \315 2004/12/20 1 スーパー巨匠占い～本当の運命～ \210 2001/12/12 1 マドモアゼル愛・愛の星占い \210 2000/9/1 1

細木数子六星占術 \315 2003/12/4 1 細木数子六星占術 \315 2003/11/12 1

江原啓之スピリチュアルメッセージ \315 2005/1/13 1 江原啓之スピリチュアルメッセージ \315 2004/12/15 1

3 5 5 0

趣味 いぬ・ねこのきもち \210/\0 2000/1/4 1 いぬ・ねこのきもち \210 2004/1/15 1 釣りキング \315 2003/1/15 1

釣りキング \315 2000/5/1 1 Mr.マリックのちょい魔術 \315 2006/4/27 1 オートレースモバイル \315 2006/4/3 1

Mr.マリックのちょい魔術 \315 2006/3/20 1 オートレースモバイル \315 2006/7/20 1 Mr.マリックのちょい魔術 \315 2006/5/1 1

オートレースモバイル \315 2006/7/18 1

4 3 3 0

映画/芸能 スターダストWEB \315 2000/2/1 1 釣りキング \315 2000/9/13 1 モバイルタカラヅカ \315 2001/11/1 1

モバイルタカラヅカ \315/\180/\0 2001/1/22 1 即効映画検索 \315 2001/12/4 1 即効映画検索 \315 2003/12/1 1

即効映画検索 \315/\0 2002/10/7 1 モバイルタカラヅカ \315 2003/8/7 1 スターダストWEB \315 2004/12/1 1

CoolSound DANCE BUSTA!! \315 2007/8/20 1 スターダストWEB \315 2004/12/2 1

CoolSound DANCE BUSTA!! \315 2007/9/20 1

4 5 3 0

スポーツ なみある？ \315 1999/2/22 1 なみある？ \315 2003/3/19 1 なみある？ \315 2004/4/14 1

アルビレックス新潟 \315 2006/3/6 1 アルビレックス新潟 \315 2006/9/7 1 アルビレックス新潟 \315 2006/7/12 1

2 2 2 0

ショッピング ゲースト！ \0 2000/2/1 1

ワイン・ワイン \315 2000/6/1 1

T2GO \0 2004/9/6 1

3 0 0 0

情報 ITmedia \315 2002/12/2 1 ITmedia \315 2003/1/16 1 ITmedia \315 2003/3/3 1

プラスモバイルforEdy-Style \0 2005/10/20 1

1 2 1 0

ポータル Cybird Style \0 2002/6/17 1 Cybird Style \0 2002/10/23 1

1 1 0 0

コミュニケーション @AJA \300 2000/2/1 1 @AJA恋愛★ナビ \315 2000/9/1 1

0 1 1 0

小計

40 37 33 1

合計

111

（注）一部のコンテンツについてはグループ内関係会社に移管しております。 （注）一部のコンテンツについてはグループ内関係会社に移管しております。 （注）一部のコンテンツについてはグループ内関係会社に移管しております。
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