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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 4,013 △8.3 △295 － △284 － △433 －

19年３月期第３四半期 4,374 － 285 － 286 － 156 －

19年３月期 5,982 － 494 － 496 － 275 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 △7,246 46 － －

19年３月期第３四半期 2,615 46 2,568 58

19年３月期 4,605 71 4,526 30

(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

20年３月期第３四半期 5,179 4,287 82.2 71,117 01

19年３月期第３四半期 6,091 4,625 74.9 76,401 24

19年３月期 6,403 4,762 73.3 78,364 16

(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

20年３月期第３四半期 △80 △341 △109 1,885

19年３月期第３四半期 648 △1,661 － 2,322

19年３月期 1,021 △1,950 9 2,416

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

20年３月期 0 00 0 00 0 00 －  

20年３月期（予想） － －  －  0 00 0 00

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

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,024 0.7 33 △93.3 41 △91.7 △279 － △4,660 49
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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）四半期連結財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　中間連結財務諸表作成基準

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　無

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。

５．個別業績の概要（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 2,818 △16.8 △125 － △103 － △466 －

19年３月期第３四半期 3,388 46.5 383 224.0 391 306.0 240 155.8

19年３月期 4,638 － 550 － 561 － 327 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年３月期第３四半期 △7,785 45

19年３月期第３四半期 4,031 18

19年３月期 5,489 83

(2）個別財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第３四半期 4,828 4,299 89.0 71,812 64

19年３月期第３四半期 5,831 4,667 80.0 78,170 31

19年３月期 6,094 4,764 78.2 79,598 87

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

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,028 △13.2 42 △92.4 64 △88.6 △413 － △6,898 86

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能は情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予定数値と異なる場合があります。

尚、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当第３四半期における我が国の経済は、米国のサブプライムローン問題の世界的な影響を受け円高が進む一方で年末

の東証株価も下落する等、企業収益の拡大と個人消費の推移に微妙な影響を与える問題が顕在化してきました。

　携帯電話加入契約数は、平成19年12月末には前年同期比5.9％増の１億52万となり市場規模の成熟化の傾向は見られる

ものの、第３世代移動通信サービス(３G)対応の携帯電話契約数は堅調に拡大し、前年同期比31.8％増の8,330万に達し

ました（出所：社団法人電気通信事業者協会）。

　このような状況下で、エンタテインメントセグメントにおきましては、株式会社フジテレビジョンとの協業案件であ

る「CXアーティストNUDE」にて引続き新規インディーズサイトを立上げ、また新たに連結子会社の株式会社ジェイ・マー

チと共に株式会社サンケイリビング新聞社とSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）事業のクロスメディア展

開に関する業務提携を進める等の将来への布石を打ちました。さらに株式会社ジェイ・マーチを通じて引続きマーケティ

ング事業や広告事業を積極展開してまいりました。その結果、エンタテインメントセグメントの売上高は1,968百万円

（前年同期比85.2%）、営業利益は162百万円（前年同期比30.4%）となりました。

　メディアセグメントにおきましては、引続きEPG事業における課金収入並びにロイヤリティ収入が拡大しております。

また連結子会社の株式会社NANOぴあで更に九州、広島、栃木等の各エリア版「デートぴあ」の出版とモバイルサイトの

開設、Mook本の「大人の旅物語・伊豆箱根」が出版される等、各地域でのクロスメディア事業を本格展開して参りまし

た。しかし、当第３四半期に納入予定であったKDDI株式会社向ワンセグアプリの売上が第４四半期に延びたことから、

メディアセグメントの売上高は2,045百万円（前年同期比99.0％）、営業損失は116百万円(前年同期の営業利益は80百万

円)となりました。

　以上の結果、当第３四半期における連結売上高は4,013百万円（前年同期比91.7％）となりましたが、株式会社NANOぴ

あの先行経費や当社内での各新規事業の立上げ先行経費の影響により、連結経常損失が284百万円(前年同期の連結経常

利益は286百万円)、連結第３四半期純損失は433百万円（前年同期の連結純利益は156百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第３四半期連結会計期間末における総資産は、5,179百万円となり前連結会計年度末比1,224百万円の減少となりま

した。その主な要因は、売掛金の回収が進んだことから売上債権が396百万円減少したこと、有形・無形固定資産が減価

償却等により373百万円減少したこと等によるものであります。

  なお、純資産は4,287百万円となり、自己資本比率は82.2％と8.9ポイント改善いたしました。

  当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は売上債権の減少等による増加はあった

ものの、預り金の減少及び有形・無形固定資産の取得による支出等により、前連結会計年度末に比べ531百万円減少し、

当第３四半期連結会計期間末には1,885百万円となりました。

  当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

  （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動より使用した資金は、80百万円となりました。

 　　 これは、売上債権の減少420百万円、減価償却費402百万円、のれん償却額181百万円及び減損損失273百万円等の発

　　　生があったものの、税金等調整前第３四半期純損失629百万円の発生、仕入債務の減少125百万円、預り金の減少

　　　393百万円及び法人税等の支払215百万円等があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は341百万円となりました。

　これは、有形固定資産売却による収入100百万円があったものの、有形・無形固定資産の取得による支出454百万円

　があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は109百万円となりました。

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

　よるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

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

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

の変化が引き続き予想されます。

　モバイルコンテンツ配信分野では、従来型のキャリア公式サイトの利用と共に、一般サイトの利用者増加やSNSの増加、

携帯電話と放送、雑誌が連動したクロスメディア型コンテンツのニーズも高まると予想されています。また地上デジタ

ル放送「ワンセグ」の視聴可能携帯電話利用者が引き続き急速に普及していることから、今後、携帯電話と放送とが連
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動するコンテンツ等のニーズも継続して高まると思われます。

　このような状況下でエンタテインメントセグメントにつきましては、既存サイトの充実に取り組むと共に、株式会社

ジェイ・マーチと共に新規事業となるSNS事業のクロスメディア展開の早期立上げを推進してまいります。

　メディアセグメントにおいては、プリインストールアプリの増加によるロイヤリティ収入・開発受託収入と有料会員

数の増加を引き続き図ると共に、資産の入替えを進め株式会社NANOぴあと共同で新たなタレントのスケジュール情報検

索サイトである「タレントスケジュール」といった新規事業の早期立上げを進めます。また、株式会社NANOぴあを通じ

て、引き続き各地域においてタウン情報誌の出版及びモバイルサイトと連携したクロスメディア事業を推進してまいり

ます。

　以上により、業績見通しにつきましては、現時点では平成19年10月29日に公表した平成20年３月期修正通期業績予想

に変更はありません。

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）

　　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成18年12月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   2,322,628   1,885,325   2,416,371  

２. 売掛金   1,489,704   1,184,003   1,580,018  

３．たな卸資産   79,186   218,940   175,444  

４．その他   143,924   203,827   123,840  

貸倒引当金   △3,179   △4,540   △2,826  

流動資産合計   4,032,263 66.2  3,487,557 67.3  4,292,847 67.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）工具器具及び備品  112,231   53,149   88,920   

(2）その他  31,169 143,400  27,045 80,194  30,484 119,405  

２．無形固定資産           

(1）のれん  932,313   669,543   876,253   

(2) ソフトウェア  517,816   359,350   547,537   

(3）その他  164,244 1,614,374  188,383 1,217,277  127,708 1,551,500  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  68,000   159,500   199,000   

(2）その他  233,441 301,441  234,608 394,108  240,870 439,870  

固定資産合計   2,059,216 33.8  1,691,580 32.7  2,110,776 33.0

資産合計   6,091,480 100.0  5,179,137 100.0  6,403,624 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   667,734   658,759   770,926  

２．預り金   320,740   －   426,798  

３．返品調整引当金   116,708   37,720   39,053  

４．その他   360,577   192,500   404,203  

流動負債合計   1,465,760 24.1  888,980 17.2  1,640,982 25.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期未払金   －   2,433   －  

固定負債合計   － －  2,433 0.0  － －

負債合計   1,465,760 24.1  891,413 17.2  1,640,982 25.6

           

 （純資産の部）           

 Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,765,325 29.0  1,770,425 34.2  1,770,225 27.6

２．資本剰余金   2,203,137 36.2  2,208,237 42.6  2,208,037 34.5

３．利益剰余金   593,837 9.7  278,971 5.4  712,773 11.2

株主資本合計   4,562,300 74.9  4,257,633 82.2  4,691,035 73.3

Ⅱ　少数株主持分   63,420 1.0  30,090 0.6  71,606 1.1

純資産合計   4,625,720 75.9  4,287,723 82.8  4,762,642 74.4

負債純資産合計   6,091,480 100.0  5,179,137 100.0  6,403,624 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,374,959 100.0  4,013,572 100.0  5,982,863 100.0

Ⅱ　売上原価   2,472,698 56.5  2,659,565 66.3  3,314,612 55.4

売上総利益   1,902,261 43.5  1,354,007 33.7  2,668,251 44.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,617,061 37.0  1,649,390 41.1  2,174,078 36.3

営業利益又は営業損
失（△）

  285,199 6.5  △295,383 △7.4  494,172 8.3

Ⅳ　営業外収益           

　１．受取利息  1,004   3,208   2,151   

　２．受取配当金  －   100   －   

　３．付加価値税還付金  －   8,032   －   

　４．その他  59 1,064 0.0 501 11,842 0.3 75 2,226 0.0

Ⅴ　営業外費用           

　１．支払利息  －   78   －   

　２．為替差損  －   435   －   

　３．その他  － － － － 513 0.0 183 183 0.0

経常利益又は経常損
失（△）

  286,264 6.5  △284,054 △7.1  496,216 8.3

Ⅵ　特別利益           

　１．持分変動利益  － － － 23,715 23,715 0.6 － － －

Ⅶ　特別損失           

  １．固定資産除却損 ※２ －   56,701   13   

　２．減損損失 ※３ －   273,449   －   

　３．投資有価証券評価損  － － － 39,500 369,650 9.2 17,800 17,813 0.3

税金等調整前第３四
半期（当期）純利益
又は税金等調整前第
３四半期純損失
（△）

  286,264 6.5  △629,989 △15.7  478,402 8.0

法人税、住民税及び
事業税

 132,207   5,177   212,660   

法人税等調整額  18,964 151,171 3.4 △78,526 △73,348 △1.8 3,528 216,188 3.6

少数株主損失   21,089 0.5  122,839 3.1  12,903 0.2

第３四半期（当期）
純利益又は第３四半
期純損失（△）

  156,182 3.6  △433,802 △10.8  275,117 4.6
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

   前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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

第３四半期連結会計期間中の変動

額

第３四半期純利益   156,182 156,182  156,182

連結子会社の決算期変更に伴う

増減額
  △21,100 △21,100 84,509 63,409

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）

    △21,089 △21,089

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
－ － 135,082 135,082 63,420 198,502

平成18年12月31日　残高（千円） 1,765,325 2,203,137 593,837 4,562,300 63,420 4,625,720

   当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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

第３四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行 200 199  400  400

第３四半期純損失   △433,802 △433,802  △433,802

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）

    △41,516 △41,516

第３四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
200 199 △433,802 △433,402 △41,516 △474,918

平成19年12月31日　残高（千円） 1,770,425 2,208,237 278,971 4,257,633 30,090 4,287,723

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

株主資本
少数株主持分 純資産合計 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額

  新株の発行 4,900 4,899  9,800  9,800

当期純利益   275,117 275,117  275,117

連結子会社の決算期変更に伴う

増減額 
  △21,100 △21,100 84,509 63,409

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
    △12,903 △12,903

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
4,900 4,899 254,017 263,817 71,606 335,424

平成19年３月31日　残高（千円） 1,770,225 2,208,037 712,773 4,691,035 71,606 4,762,642
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

  至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

  至　平成19年12月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年４月１日

  至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前第３四半期（当期）純
利益又は税金等調整前第３四半期純
損失（△）

 286,264 △629,989 478,402

減価償却費  313,701 402,184 449,688

減損損失   － 273,449 －

のれん償却額  168,179 181,979 224,239

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △787 1,713 △1,140

返品調整引当金の増加額
（△減少額） 

 116,260 △1,332 38,605

受取利息及び受取配当金  △1,004 △3,308 △2,151

支払利息  － 78 －

持分変動利益  － △23,715 －

固定資産除却損  － 56,701 －

投資有価証券評価損  － 39,500 17,800

売上債権の減少額（△増加額）  △374,189 420,785 △464,503

たな卸資産の増加額  △75,504 △42,923 △173,820

仕入債務の増加額（△減少額）  214,385 △125,085 317,577

預り金の増加額（△減少額）  32,604 △393,952 138,662

その他  △30,376 △23,782 △2,022

小計  649,532 132,300 1,021,337

利息及び配当金の受取額  1,004 3,257 2,151

利息の支払額  － △78 －

法人税等の支払額  △2,290 △215,555 △2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー  648,247 △80,075 1,021,198

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △135,764 △190,131 △142,244

有形固定資産の売却による収入  － 100,000 －

無形固定資産の取得による支出  △457,199 △263,969 △590,927

投資有価証券の取得による支出  △44,000 － △192,800

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入

 － 12,950 －

敷金の差入による支出  △74,623 － △74,623

営業譲受による支出
 

※２ △950,000 － △950,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,661,586 △341,151 △1,950,594
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前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

  至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

  至　平成19年12月31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     

 　　 長期借入金の返済による支出  － △214,983 －

      株式の発行による収入  － 400 9,800

　　　少数株主の払込による収入  － 105,200 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  － △109,382 9,800

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － △435 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △1,013,339 △531,045 △919,596

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

Ⅶ　連結子会社の決算期変更に伴う現金
及び現金同等物の増加額

 220,874 － 220,874

Ⅷ　現金及び現金同等物の第３四半期末
（期末）残高

※１ 2,322,628 1,885,325 2,416,371
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　　１社

連結子会社の名称

株式会社NANOぴあ

 

 

 

 

 

 

(2) 非連結子会社の名称

    該当事項はありません。

(1) 連結子会社の数　　　２社

 　 連結子会社の名称

　  株式会社NANOぴあ

 　 株式会社ジェイ・マーチ

 　 上記のうち株式会社ジェイ・マ

　　ーチについては、平成19年４月

　　３日の持分取得に伴い、当第３

　　四半期連結会計期間より連結の

　　範囲に含めることといたしまし

　　た。

(2) 非連結子会社の名称

　 　　　　　 同左

(1) 連結子会社の数　　　１社

 　 連結子会社の名称

　  株式会社NANOぴあ

 　 

 

 

 

 

 

(2) 非連結子会社の名称

　 　　　　同左

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用会社はありません。 同左  　　　　　同左

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項

　連結子会社の第３四半期決算日は

第３四半期連結決算日と一致してお

ります。

　なお、当第３四半期連結会計期間

より、株式会社NANOぴあの決算日を

２月10日から３月31日に変更いたし

ております。

　この変更による影響額につき、第

３四半期連結株主資本等変動計算書

では平成18年２月11日から同年３月

31日までの期間にかかる利益剰余金

減少額21,100千円及び少数株主持分

増加額84,509千円を「連結子会社の

決算期変更に伴う増減額」として表

示しております。また、第３四半期

連結キャッシュ・フロー計算書では、

同期間にかかる現金及び現金同等物

の増加額220,874千円を「連結子会社

の決算期変更に伴う現金及び現金同

等物の増加額」として表示しており

ます。

　連結子会社の第３四半期決算日は

第３四半期連結決算日と一致してお

ります。

　

　連結子会社の決算日は連結決算日

と一致しております。

　なお、当連結会計年度より株式会

社NANOぴあの決算日を２月10日から

３月31日に変更しております。

　この変更による影響額につき、連

結株主資本等変動計算書では平成18

年２月11日から同年３月31日までの

期間にかかる利益剰余金減少額

21,100千円及び少数株主持分増加額

84,509千円を「連結子会社の決算期

変更に伴う増減額」として表示して

おります。また、連結キャッシュ・

フロー計算書では、同期間にかかる

現金及び現金同等物の増加額220,874

千円を「連結子会社の決算期変更に

伴う現金及び現金同等物の増加額」

として表示しております。

４．会計処理基準に関する事

項

  

  (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①　有価証券

　　　その他有価証券

　　　　時価のないもの

　　　　　移動平均法による原価法

　　　　を採用しております。 

  (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法   

①　有価証券

　　　その他有価証券

　　　　時価のないもの

同左

  (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法  

①　有価証券

　　　その他有価証券

　　　　時価のないもの

　　　　　　　同左 

 ②　たな卸資産

　　　商品

　　　　移動平均法による原価法を

　　　採用しております。 

 　　　仕掛品

 　　　 個別法による原価法を採用

  しております。

②　たな卸資産

　　　商品

同左

 

 　　　仕掛品

同左

②　たな卸資産

　　　商品 

　　　　　　　同左 

 

　　　仕掛品

同左
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (2）重要な減価償却資産の減価償

  却の方法

   ①　有形固定資産

　　　定率法を採用しております。

　　　ただし、建物については定額

　　法によっております。

　　　なお、主な耐用年数は次のと

　　おりであります。

　　建物　　　　　　　３年～18年

　　工具器具及び備品　２年～15年

　　　　　　

(2）重要な減価償却資産の減価償

  却の方法

   ①　有形固定資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償

  却の方法

   ①　有形固定資産

　　　　　　　同左 

 

 

 

 

 

 ②　無形固定資産

　　　定額法を採用しております。

　　　のれんについては、５年間で

　　均等償却しております。

　　　なお、自社利用のソフトウェ

　　アについては、社内における見

　　込利用可能期間（２年～５年）

　　に基づいております。

②　無形固定資産

同左

　

②　無形固定資産

同左

　　　

   (3）重要な引当金の計上基準

 　①　貸倒引当金

　　　債権の貸倒れによる損失に備

　　えるため、一般債権については

　　貸倒実績率により、貸倒懸念債

　　権等特定の債権については個別

　　に回収可能性を勘案し、回収不

　　能見込額を計上しております。

   ②　返品調整引当金

 　 　 出版物の返品による損失に備

　　 えるため、出版事業に係る売掛

　　 金残高に対して、一定期間の返

　　 品実績率に基づく損失見込額を

　　 計上しております。

　 　（追加情報）

　　　 当第３四半期連結会計期間よ

　　 り、連結子会社において新たに

     出版事業を開始したことに伴い

     計上したものであります。 

  (3）重要な引当金の計上基準

 　①　貸倒引当金

同左

 

 

 

 

   ②　返品調整引当金

　 　  出版物の返品による損失に備

　　 えるため、出版事業に係る売掛

　　 金残高に対して、一定期間の返

　　 品実績率に基づく損失見込額を

　　 計上しております。

  (3）重要な引当金の計上基準

 　①　貸倒引当金

 　　　　　　 同左

 

 

 

 

 

  ②　返品調整引当金

　　　 出版物の返品による損失に備

　　 えるため、出版事業に係る売掛

　　 金残高に対して、一定期間の返

　　 品実績率に基づく損失見込額を

     計上しております。 

　 　（追加情報）

　　　 当連結会計年度より、連結子

     会社において新たに出版事業を

     開始したことに伴い計上したも

     のであります。

   (4）重要なリース取引の処理方法

     リース物件の所有権が借主に移

   転すると認められるもの以外のフ

　 ァイナンス・リース取引について

　 は、通常の賃貸借取引に係る方法

　 に準じた会計処理によっておりま

　 す。

  (4）重要なリース取引の処理方法

同左

  (4）重要なリース取引の処理方法

同左

   (5）その他四半期連結財務諸表作

　　成のための基本となる重要な事

    項　  

　　消費税等の会計処理　   

　　　消費税及び地方消費税の会計

　　処理は税抜方式によっておりま

　　す。 

  (5）その他四半期連結財務諸表作

　　成のための基本となる重要な事

　　項

　　消費税等の会計処理　 

同左

  (5）その他連結財務諸表作成のた

    めの基本となる重要な事項

　  

　　消費税等の会計処理　 

　　　　　　　同左

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

同左 同左
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）   

　当第３四半期連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

4,562,300千円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間における四

半期連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正により、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成しております。

──── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）   

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

4,691,035千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照

表の純資産の部については、連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

   ――─

 

 

　前第３四半期連結会計期間末では区分掲記しておりました「預り金」

（当第３四半期連結会計期間末残高34,150千円）は、負債純資産の合

計額の100分の５以下となったため、当第３四半期連結会計期間末では

流動負債の「その他」に含めて表示することにいたしました。
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年12月31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

　　　　　　　　　　　　　　356,782千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 　　　　　　　　　　　　　 262,852千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　384,901千円

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

　　　目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

　　　目及び金額は次のとおりであります。 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

　　　目及び金額は次のとおりであります。 

給与手当  　 493,092千円

支払手数料     306,973 

のれん償却額     168,179   

給与手当  　  550,322千円

支払手数料      271,269 

のれん償却額      181,979

給与手当     680,525千円

支払手数料     411,943

のれん償却額 　　224,239

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

　　　 あります。

建物附属設備  　 　3,136千円

工具器具及び備品  　　16,266

ソフトウェア      22,298

ソフトウェア仮勘定      15,000

 ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりで

　　　 あります。

工具器具及び備品  　　　  13千円

 ※３             ───  ※３　減損損失

       当第３四半期連結会計期間において、

     以下の資産グループについて減損損失を

     計上いたしました。

場所 用途 種類

本　 社

(東京都港区)
事業用資産 

工具器具

及び備品

 ソフトウェア

－ －  のれん

  (1) 減損損失の認識に至った経緯

 　　 事業用資産についてはサイト運営に関す

　　る業務受託契約の変更に伴う収益性の低下

　　等により、のれんについては営業譲受時の

　　事業計画において想定していた収益が見込

　　めなくなったことにより、資産又は資産グ

　　ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額

　　し、当該減少額を減損損失として特別損失

　　に計上しております。

  (2) 減損損失の内訳　

 　　 工具器具及び備品　 　　40,598千円

　　　ソフトウェア　　　　　  3,362

　　　のれん                229,488

  (3) グルーピングの方法

 　　 事業用資産については管理会計上の事業

　　部単位ごとにグルーピングしております。

  (4) 回収可能価額の算定方法　

 　　 事業用資産は、主に正味売却価額により

　　測定し、正味売却価額は売却予定価額に基

　　づいて算定しております。

　　　また、のれんは使用価値により測定し、

　　使用価値は将来キャッシュ・フローを

　　8.7％で割り引いて算定しております。

 ※３                 ───
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株式
数（株）

当第３四半期連結会計
期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計
期間減少株式数（株）

当第３四半期連結会計
期間末株式数（株）

発行済株式

普通株式　（注） 19,905 39,810 － 59,715

合計 19,905 39,810 － 59,715

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

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株式
数（株）

当第３四半期連結会計
期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計
期間減少株式数（株）

当第３四半期連結会計
期間末株式数（株）

発行済株式

普通株式　（注） 59,862 6 － 59,868

合計 59,862 6 － 59,868

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加６株は、ストック・オプションの行使に伴う新株の発行によるものでありま

　　　 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）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株式
数（株）

当連結会計年度増加株
式数（株）

当連結会計年度減少株
式数（株）

当連結会計年度末株式
数（株）

発行済株式

普通株式　（注） 19,905 39,957 － 59,862

合計 19,905 39,957 － 59,862

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

　　　 トック・オプションの行使に伴う新株の発行による増加147株であります。
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  （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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第３四半期末残

　　　高と第３四半期連結貸借対照表に掲記

　　　されている科目の金額との関係

 （平成18年12月31日現在）

※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残

　　　高と第３四半期連結貸借対照表に掲記

　　　されている科目の金額との関係

（平成19年12月31日現在）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

　　　貸借対照表に掲記されている科目の金

　　　額との関係

（平成19年３月31日現在）

 現金及び預金勘定 2,322,628千円 

 現金及び現金同等物 2,322,628千円 

 現金及び預金勘定 1,885,325千円 

 現金及び現金同等物 1,885,325千円 

 現金及び預金勘定 2,416,371千円 

 現金及び現金同等物 2,416,371千円 

 ※２　　　　　　　───  　※２　　　　　　―――　 ※２　営業譲受けにより増加した資産の主

　　　な内訳 

 　　 営業の譲受けにより増加した資産の主

　　な内訳は次のとおりであります。

 流動資産 56,000千円 

 営業権 1,120,000　　 

 資産合計 1,176,000千円 

 前期の支払額 226,000　　 

 差引 950,000千円 

（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

第３四
半期末
残高相
当額
(千円)

工具器具及び
備品 

4,950 4,537 412

合計 4,950 4,537 412

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

第３四
半期末
残高相
当額
(千円)

工具器具及び
備品 

3,652 456 3,195

合計 3,652 456 3,195

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

工具器具及び
備品 

4,950 4,846 103

合計 4,950 4,846 103

(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 443千円

１年超 －

合計 443千円

１年内 870千円

１年超 2,361

合計 3,231千円

１年内 111千円

１年超 －

合計 111千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 1,006千円

減価償却費相当額 928

支払利息相当額 29

支払リース料 612千円

減価償却費相当額 559

支払利息相当額 81

支払リース料 1,342千円

減価償却費相当額 1,237

支払利息相当額 33

(4）減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額

　　　を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　　　リース料総額とリース物件の取得価額

　　　相当額との差額を利息相当額とし、各

　　　期への配分方法については、利息法に

　　　よっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前第３四半期連結会計期間末（平成18年12月31日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券（非上場株式） 68,000

当第３四半期連結会計期間末（平成19年12月31日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券（非上場株式） 159,500

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券（非上場株式） 199,000

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）、当第３四半期連結会計期間（自　

平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

において、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）において、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 　　 当連結会計年度において存在したストックオプションの内容

平成16年その１
ストック・オプション

平成16年その２
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　　３名

当社従業員　　47名
当社従業員　　８名

当社取締役　　１名

当社従業員　　15名　　

株式の種類別のストック・オ

プションの数
普通株式   　388株 普通株式　　　32株 普通株式　  　90株

付与日 平成17年２月10日 平成17年３月25日 平成17年７月29日

権利確定条件

　付与日（平成17年２月10

日）以降、権利確定日（平成

19年１月18日）まで継続して

勤務していること。 

　付与日（平成17年３月25

日）以降、権利確定日（平成

19年１月18日）まで継続して

勤務していること。  

　付与日（平成17年７月29

日）以降、権利確定日（平成

19年６月22日）まで継続して

勤務していること。  

対象勤務期間
 自　平成17年２月10日

 至　平成19年１月18日

 自　平成17年３月25日

 至　平成19年１月18日

 自　平成17年７月29日

 至　平成19年６月22日

権利行使期間

　 権利確定後平成23年１月

 31日まで。ただし、権利確

 定後退職した場合は、退職

 の日まで。

 同左

 

 

 

  権利確定後平成23年６月22

日まで。ただし、権利確定後

退職した場合は、退職の日ま

で。 

権利行使価格 （円） 66,667 66,667 123,334

付与日における公正な評価単

価（円） 
－ － －
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(6）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

 
エンタテインメ

ント事業
（千円）

メディア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,309,382 2,065,577 4,374,959 － 4,374,959

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 2,309,382 2,065,577 4,374,959 － 4,374,959

営業費用 1,775,244 1,985,111 3,760,355 329,404 4,089,759

営業利益 534,138 80,465 614,604 (329,404) 285,199

（注）１．事業区分の方法

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

　　　２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要なサービス

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

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

　　　３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は329,404千円であり、その主なものは

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

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

 
エンタテインメ

ント事業
（千円）

メディア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,968,476 2,045,096 4,013,572 － 4,013,572

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 1,968,476 2,045,096 4,013,572 － 4,013,572

営業費用 1,805,992 2,161,255 3,967,248 341,708 4,308,956

営業利益（又は営業損失） 162,483 △116,158 46,324 (341,708) △295,383

（注）１．事業区分の方法

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

　　　２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要なサービス

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

 コミュニティサイトの運営及びリサーチ・マーケティング事業

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

 業

　　　３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は341,708千円であり、その主なもの

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

 
エンタテインメ

ント事業
（千円）

メディア事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

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

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

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

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

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

（注）１．事業区分の方法

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

　　　２．各区分に属する主要なサービス

事業区分 主要なサービス

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

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

 業

　　　３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は459,529千円であり、その主なものは

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

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

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

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

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

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

 当第３四半期連結会計期間
 （自　平成19年４月１日
 至　平成19年12月31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 76,401.24円

１株当たり第３四半期

純利益金額
2,615.46円

潜在株式調整後１株当

たり第３四半期純利益

金額

2,568.58円

１株当たり純資産額 71,117.01円

１株当たり第３四半期

純損失金額 
7,246.46円

  なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、潜在

株式は存在するものの１株当たり第３

四半期純損失であるため記載しており

ません。

１株当たり純資産額 78,364.16円

１株当たり当期純利益

金額 
4,605.71円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額

 

 4,526.30円

　当社は、平成18年４月１日付で普通

株式１株につき３株の株式分割を行っ

ております。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、以下のとおりとなります。

前連結会計年度

 １株当たり純資産額 　74,139.13円

 

 　前連結会計年度については、連結

 損益計算書を作成していないため、

 １株当たり当期純利益金額、潜在株

 式調整後１株当たり当期純利益金額

 及びこれらの算定上の基礎に関する

 記載を省略しております。
 

　当社は、平成18年４月１日付で普通

株式１株につき３株の株式分割を行っ

ております。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、以下のとおりとなります。

前連結会計年度

 １株当たり純資産額 　74,139.13円

 

 　前連結会計年度については、連結

 損益計算書を作成していないため、

 １株当たり当期純利益金額、潜在株

 式調整後１株当たり当期純利益金額

 及びこれらの算定上の基礎に関する

 記載を省略しております。
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　（注）１株当たり第３四半期（当期）純利益金額又は１株当たり第３四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり

第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日)

当第３四半期連結会計期間 
 (自　平成19年４月１日
 至　平成19年12月31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株当たり第３四半期（当

期）純利益金額又は１株当た

り第３四半期純損失金額

   

第３四半期（当期）純利益

又は第３四半期純損失

（△）（千円）

156,182 △433,802 275,117

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第３四半期

（当期）純利益又は第３四

半期純損失（△）（千円）

156,182 △433,802 275,117

期中平均株式数（株） 59,715 59,864 59,734

    

潜在株式調整後１株当たり第３

四半期（当期）純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益

調整額（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） 1,090 － 1,048

（うち新株予約権） (1,090) （－） (1,048)

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり第

３四半期（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株

式の概要

 

 

 

 

 

───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新株予約権　３種類

平成17年１月19日取締役会決

議ストックオプション（新株

予約権271個）

平成17年３月18日取締役会決

議ストックオプション（新株

予約権10個）

平成17年7月19日取締役会決

議ストックオプション（新株

予約権54個）

───
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（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期連結会計期間 
（自　平成19年４月１日 
至　平成19年12月31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）

 　　　　　　────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式の取得による子会社化

　当社は、平成19年３月27日開催の当

社取締役会の決議に基づき、平成19年

４月３日に株式会社ジェイ・マーチの

全株式を取得し子会社化いたしました。

(1) 株式取得の目的

　　　当社独自のモバイルサイト構

　　築・運用等のノウハウを活かした

　　広告事業ならびにマーケティング

　　事業でシナジーを図り、事業・収

　　益の拡大を目指すことを目的に、

　　コミュニティサイトの運営、リサ

　　ーチ・マーケティング事業を全国

　　展開している同社を、100％子会

　　社といたしました。　

(2) 株式取得の相手の名称

　　　緒方寳作（同社代表取締役）

(3) 子会社となる会社の概要

　①会社の名称　　株式会社ジェイ・

　　　　　　　　　マーチ

　②主な事業内容　コミュニティサイ

　　　　　　　　　ト運営、リサー

　　　　　　　　　チ・マーケティン

　　　　　　　　　グ事業

　③資本金　　　　10,000千円 

(4) 取得株式数及び取得後の所有割合

　①取得株式数　　　　　 　200株 

　②取得価額総額　　　47,430千円　

  ③取得後の所有割合　　　 100％
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６．四半期個別財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   2,233,206   1,658,298   2,333,591  

２．売掛金   1,082,478   711,428   1,065,603  

３．たな卸資産   79,186   171,810   168,472  

４．その他   112,129   418,021   97,584  

　貸倒引当金   △3,179   △2,702   △2,826  

流動資産合計   3,503,821 60.1  2,956,856 61.2  3,662,425 60.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）工具器具及び備品  109,768   48,766   86,506   

(2）その他  28,632 138,401  25,021 73,788  28,085 114,591  

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  514,816   355,593   541,204   

(2）その他  164,244 679,060  188,383 543,977  127,708 668,913  

３．投資その他の資産           

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

(2）長期貸付金  850,000   755,151   850,000   

(3）敷金  169,492   170,192   169,492   

(4）その他  130,649   217,026   269,078   

(5）投資損失引当金  － 1,510,442  △295,872 1,254,227  － 1,648,871  

固定資産合計   2,327,904 39.9  1,871,993 38.8  2,432,376 39.9

資産合計   5,831,726 100.0  4,828,849 100.0  6,094,801 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   503,146   373,048   525,587  

２．未払法人税等   135,100   2,839   219,386  

３．預り金   310,253   －   424,002  

４．その他 ※２  215,285   153,682   160,878  

流動負債合計   1,163,786 20.0  529,570 11.0  1,329,853 21.8

負債合計   1,163,786 20.0  529,570 11.0  1,329,853 21.8

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   1,765,325 30.2  1,770,425 36.7  1,770,225 29.1

２．資本剰余金           

 (1）資本準備金  2,203,137   2,208,237   2,208,037   

 資本剰余金合計   2,203,137 37.8  2,208,237 45.7  2,208,037 36.2

３．利益剰余金           

 (1）その他利益剰余金           

 　　　繰越利益剰余金  699,477   320,617   786,685   

 利益剰余金合計   699,477 12.0  320,617 6.6  786,685 12.9

株主資本合計   4,667,940 80.0  4,299,279 89.0  4,764,947 78.2

純資産合計   4,667,940 80.0  4,299,279 89.0  4,764,947 78.2

負債純資産合計   5,831,726 100.0  4,828,849 100.0  6,094,801 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,388,812 100.0  2,818,762 100.0  4,638,098 100.0

Ⅱ　売上原価   1,770,824 52.3  1,792,530 63.6  2,429,561 52.4

売上総利益   1,617,988 47.7  1,026,231 36.4  2,208,537 47.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,234,056 36.4  1,151,471 40.9  1,658,490 35.7

営業利益又は営業損
失（△）

  383,931 11.3  △125,239 △4.4  550,046 11.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  7,527 0.2  21,781 0.7  11,504 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  － －  435 0.0  183 0.0

経常利益又は経常損
失（△）

  391,458 11.5  △103,893 △3.7  561,368 12.1

Ⅵ　特別損失 ※3.4  －   436,034 15.4  17,813 0.4

税引前第３四半期
（当期）純利益又は
税引前第３四半期純
損失（△）

  391,458 11.5  △539,928 △19.1  543,554 11.7

法人税、住民税及び
事業税

 131,772   4,665   212,096   

法人税等調整額  18,964 150,736 4.4 △78,526 △73,860 △2.6 3,528 215,624 4.6

第３四半期（当期）
純利益又は第３四半
期純損失（△）

  240,722 7.1  △466,068 △16.5  327,929 7.1
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金
株主資本合計

資本準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金

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

第３四半期会計期間中の変動額

第３四半期純利益   240,722 240,722 240,722

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 240,722 240,722 240,722

平成18年12月31日　残高（千円） 1,765,325 2,203,137 699,477 4,667,940 4,667,940

当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金
株主資本合計

資本準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 200 199  400 400

第３四半期純損失   △466,068 △466,068 △466,068

第３四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
200 199 △466,068 △465,668 △465,668

平成19年12月31日　残高（千円） 1,770,425 2,208,237 320,617 4,299,279 4,299,279

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

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金
株主資本合計

資本準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金

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

事業年度中の変動額

新株の発行 4,900 4,899  9,800 9,800

当期純利益   327,929 327,929 327,929

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

平成19年３月31日　残高（千円） 1,770,225 2,208,037 786,685 4,764,947 4,764,947
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評

価方法

(1）有価証券

     子会社株式

      移動平均法による原価法を採

　　用しております。 

(1）有価証券

 　　子会社株式

同左

(1）有価証券

 　　子会社株式

　同左

 　  その他有価証券

 　　 時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法を

      採用しております。

    その他有価証券

　　　時価のないもの

　　　　　　　 同左

    その他有価証券

　　　時価のないもの

　　　　　　   同左

 (2）たな卸資産

 　　商品

　　　移動平均法による原価法を採

　　用しております。

　　 仕掛品

  　  個別法による原価法を採用し

　　ております。

(2）たな卸資産

     商品

同左

 

 　　仕掛品

同左

(2）たな卸資産

 　　商品

    同左 

 

　　 仕掛品

   同左

２．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

　　定率法を採用しております。

　　ただし、建物については定額法

  によっております。

　　なお、主な耐用年数は次のとお

　りであります。

　  建物　　　　　　　３年～18年

　  工具器具及び備品　２年～15年

(2）無形固定資産

　　定額法を採用しております。

　　なお、自社利用ソフトウェア

　については、社内における見込

　利用可能期間（２年～５年）に基

　づいております。 

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

同左

(1）有形固定資産

   同左

 

 

 

  

  

(2）無形固定資産

    同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

 (2）　　　　───

 

(1）貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

 (2）投資損失引当金　

 　関係会社への投資に対する損失に

 備えるため、当該会社の財政状態等

 を勘案し、必要と認められる額を計

 上しております。

(1）貸倒引当金

    同左 

 

 

 

 

 

 (2）　　　 　───

 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左    同左

５．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

　　　　　 同左

消費税等の会計処理 

　　　   　同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関す

 る会計基準 ) 

 　当第３四半期会計期間より、「貸借

 照表の純資産の部の表示に関する会計

 基準」（企業会計基準第５号 平成17年

 12月９日）及び「貸借対照表の純資産

 の部の表示に関する会計基準等の適用

 指針」（企業会計基準適用指針第８号

 平成17年12月９日）を適用しておりま

 す。

　 従来の資本の部の合計に相当する金

 額は4,667,940千円であります。

　 なお、当第３四半期会計期間におけ

 る四半期貸借対照表の純資産の部につ

 いては、中間財務諸表等規則の改正に

 伴い、改正後の中間財務諸表等規則に

 より作成しております。

 ―――  (貸借対照表の純資産の部の表示に関す

 る会計基準 )  

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12月９日)を

適用しております。

　 従来の資本の部の合計に相当する金

 額は4,764,947千円であります。

　 なお、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。

表示方法の変更

前第３四半期会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年12月31日）

   ─――

 

 

　前第３四半期会計期間末では区分掲記しておりました「預り金」（当

第３四半期末残高30,004千円）は、負債純資産の合計額の100分の５以

下となったため、当第３四半期会計期間末では流動負債の「その他」

に含めて表示することにいたしました。
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　 356,030千円

 

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                             258,479千円

 

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                             383,557千円

 

 ※２　消費税等の取扱い

 　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は、

     相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

     め、流動負債の「その他」に含めて表

     示しております。

 ※２　消費税等の取扱い

同左

 ※２　　　　　　　―――

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

 　　 　受取利息　　　　     　7,488千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

 　　　 受取利息　　　　 　　 13,573千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

 　　　 受取利息　　　　    　11,469千円

※２　　　　　　　―――　

 　　 　

※２　営業外費用のうち主要なもの

　　　　為替差損             　　435千円 

※２　営業外費用のうち主要なもの

 　　　 消費税差額　　　　       183千円

※３　　　　　　　―――　 

 

※３　特別損失のうち主要なもの

　　　  固定資産除却損    　  56,701千円

　　　  減損損失              43,960

        投資有価証券評価損    39,500

        投資損失引当金繰入額 295,872

※３　特別損失のうち主要なもの 

 　　　 投資有価証券評価損    17,800千円 

※４　　　　　　　―――　

 

 

※４　減損損失

      当第３四半期会計期間において、以下の

　　資産グループについて減損損失を計上いた

    しました。

場所 用途 種類

本　 社

(東京都港区)
事業用資産 

工具器具

及び備品

 ソフトウェア

  (1) 減損損失の認識に至った経緯

 　　 サイト運営に関する業務受託契約の変更

　　に伴う収益性の低下等により、事業用資産

　　の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

　　該減少額を減損損失として特別損失に計上

　　しております。

  (2) 減損損失の内訳　

 　　 工具器具及び備品　 　  　40,598千円

　　　ソフトウェア　　　　　　  3,362

  (3) グルーピングの方法

 　　 管理会計上の事業部単位ごとにグルーピ

　　ングしております。

  (4) 回収可能価額の算定方法　

 　　 回収可能価額は、主に正味売却価額によ

　　り測定しております。正味売却価額は売却

　　予定価額に基づいて算定しております。

※４　　　　　　―――　

 

 

　５　減価償却実施額

 　　 　有形固定資産　　　 　67,519千円

 　　　 無形固定資産　　　  244,429千円

　５　減価償却実施額

　　　　有形固定資産　　      66,796千円

　　　　無形固定資産　　     329,485千円

 

　５　減価償却実施額

　　　　有形固定資産　　　  　95,311千円

　　　　無形固定資産　　  　 351,860千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

  　　前第３四半期会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

  　　  該当事項はありません。

  　　当第３四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

  　　  該当事項はありません。

  　　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

  　　  該当事項はありません。

（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

第３四
半期末
残高相
当額
(千円)

工具器具及び
備品

4,950 4,537 412

合計 4,950 4,537 412

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

第３四
半期末
残高相
当額
(千円)

工具器具及び
備品

3,652 456 3,195

合計 3,652 456 3,195

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

工具器具及び
備品

4,950 4,846 103

合計 4,950 4,846 103

　(2）未経過リース料第３四半期末残高

　　　相当額

　(2）未経過リース料第３四半期末残高

　　　相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 443千円

１年超                  －

合計 443千円

１年内 870千円

１年超   2,361

合計 3,231千円

１年内 111千円

１年超 　　　　　　 　－

合計 111千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 1,006千円

減価償却費相当額 　　     928

支払利息相当額 　　 　　 29

支払リース料 612千円

減価償却費相当額 559

支払利息相当額 81

支払リース料 1,342千円

減価償却費相当額 　　　 1,237

支払利息相当額 　　　　  33

(4）減価償却費相当額の算定方法

 　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額

　　　を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

 　　 リース料総額とリース物件の取得価額

　　　相当額との差額を利息相当額とし、各

　　　期への配分方法については、利息法に

　　　よっております。

(5）利息相当額の算定方法

 同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前第３四半期会計期間末（平成18年12月31日）

子会社株式で時価のあるものはありません。

当第３四半期会計期間末（平成19年12月31日）

        子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成19年３月31日）

子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 78,170.31円

１株当たり第３四半期純

利益金額
4,031.18円

潜在株式調整後１株当た

り第３四半期純利益金

額

 

 

3,958.92円

 

 

  当社は、平成18年４月１日付で普通株

式１株につき３株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前第３四半期会計期

間及び前事業年度の１株当たり情報につ

いては、以下のとおりとなります。

　前第３四半期

　会計期間
前事業年度

 １株当たり

 純資産額

 １株当たり

 純資産額

70,617.90円 74,139.13円

 １株当たり第３四

 半期純利益金額

 １株当たり当期純

 利益金額

1,939.35円 5,955.80円

 潜在株式調整後１

 株当たり第３四半

 期純利益金額　 

 1,896.48円

 潜在株式調整後１

 株当たり当期純利

 益金額

　　 　5,909.78円

１株当たり純資産額 71,812.64円

１株当たり第３四半期純

損失金額
7,785.45円

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、潜在

株式は存在するものの１株当たり第３

四半期純損失であるため記載しており

ません。

 

１株当たり純資産額 79,598.87円

１株当たり当期純利益金

額
5,489.83円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額

 

 

 

5,395.18円

 

 

  当社は、平成18年４月１日付で普通株

式１株につき３株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の１株当たり情報につ

いては、以下のとおりとなります。

 

　前事業年度

 １株当たり

 純資産額
74,139.13円

 １株当たり当期純

 利益金額
 5,955.80円

 潜在株式調整後１

 株当たり当期純利

 益金額

　　　5,909.78円
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　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益金額又は１株当たり第３四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当た

り第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり第３四半期（当期）

純利益金額又は第３四半期純損失

金額

   

第３四半期（当期）純利益

又は第３四半期純損失（△）（千

円）

240,722 △466,068 327,929

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第３四半期

（当期）純利益又は第３四半期

純損失（△）（千円）

240,722 △466,068 327,929

期中平均株式数（株） 59,715 59,864 59,734

    

潜在株式調整後１株当たり第３

四半期（当期）純利益金額
   

第３四半期（当期）純利益調整

額（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） 1,090 － 1,048

（うち新株予約権） (1,090) （－） (1,048)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要

 

 

 

 

 

 ───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新株予約権　３種類

平成17年１月19日取締役会

決議ストックオプション

（新株予約権271個）

平成17年３月18日取締役会

決議ストックオプション

（新株予約権10個）

平成17年7月19日取締役会

決議ストックオプション

（新株予約権54個）

─── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年３月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 30 －



（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

─── ─── 株式の取得による子会社化

　当社は、平成19年３月27日開催の当

社取締役会の決議に基づき、平成19年

４月３日に株式会社ジェイ・マーチの

全株式を取得し子会社化いたしました。

(1) 株式取得の目的

　　　当社独自のモバイルサイト構

　　築・運用等のノウハウを活かした

　　広告事業ならびにマーケティング

　　事業でシナジーを図り、事業・収

　　益の拡大を目指すことを目的に、

　　コミュニティサイトの運営、リサ

　　ーチ・マーケティング事業を全国

　　展開している同社を100％子会社

    といたしました。　

(2) 株式取得の相手の名称

　　　緒方寳作（同社代表取締役）

(3) 子会社となる会社の概要

　①会社の名称　　株式会社ジェイ・

　　　　　　　　　マーチ

　②主な事業内容　コミュニティサイ

　　　　　　　　　ト運営、リサー

　　　　　　　　　チ・マーケティン

　　　　　　　　　グ事業

　③資本金　　　　10,000千円 

(4) 取得株式数及び取得後の所有割合

　①取得株式数　　　　　 　200株 

　②取得価額総額　　　47,430千円　

  ③取得後の所有割合　　　 100％　
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