
平成 20 年３月６日 

 

各      位 

 

会 社 名  ネットイヤーグループ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 石黒 不二代 

（コード番号 3622  東証マザーズ） 

問合せ先  取締役経営管理部長 南 直人 

（TEL．03－5728－0600） 

 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日、平成 20 年３月６日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後と

も、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

 

 

以  上 

 



 

  

平成 20 年３月期  第３四半期財務・業績の概況 

平成 20 年３月６日 

上 場 会 社 名         ネットイヤーグループ株式会社            上場取引所  東証マザーズ 

コ ー ド 番 号          3622                                     ＵＲＬ  http://www.netyear.net/ 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長  （氏名）石黒 不二代 
問合せ先責任者 （役職名）取締役経営管理部長（氏名）南 直人             ＴＥＬ (03)5728－0600 
 

（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 2,249 － 223 － 214 －  255 －

19 年３月期第３四半期 －  － － － － －  － －

19 年３月期 2,534  245 237   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 4,355 48 － － 

19 年３月期第３四半期 －  － － － 

19 年３月期 4,806 79 － － 

 
(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 1,928 1,687 87.5 28,765 81

19 年３月期第３四半期 － － －  － －

19 年３月期 1,852 1,440 77.8 24,560 33

 
(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 241 △121 △8 739

19 年３月期第３四半期 － － －  － 

19 年３月期 307 △142 114 628

（注）当社グループ（当社及び関連会社）は、前連結会計期間は、四半期連結財務諸表を作成していないため、

前第３四半期連結会計期間の欄には連結業績及び対前年同期増減率の記載をしておりません。 
 
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 －  150 00 150 00

20 年 3 月期 －   

20 年 3 月期（予想）  250 00
250 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 3,296 30.1 336 37.1 302 27.4 329 19.6 5,575 55

（注）平成 20 年３月期（予想）の１株当たり当期純利益は、公募株式数（6,000 株）を含めた期中平均発行済株

式数 59,086 株により算出しております。 
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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 ： 有 

［（注）詳細は、10 ページ「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」をご覧ください。］ 

(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「有価証券上場規程施行規則」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 2,248 － 202 － 194 － 251 － 

19 年３月期第３四半期 －  － － － － － － － 

19 年３月期 2,534  243  244  283  

 

 
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 4,292 63 

19 年３月期第３四半期 －  － 

19 年３月期 4,946 19 

 

(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 1,945 1,702 87.5 29,029 85

19 年３月期第３四半期 － － －  － －

19 年３月期 1,870 1,459 78.1 24,887 22

（注）前事業年度は、四半期財務諸表を作成していないため、前第３四半期会計期間業績及び対前同四半期増減

率の記載をしておりません。 
 
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 3,296 30.1 304 25.0 273 11.8 311 10.0 5,275 84

（注）平成 20 年３月期（予想）の１株当たり当期純利益は、公募株式数（6,000 株）を含めた期中平均発行済株

式数 59,086 株により算出しております。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は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る

本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果

となる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は添付資料３ページ「業績予想に関する定性的情報」

をご参照ください。 
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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３四半期連結会計期間（平成 19 年４月１日から平成 19 年 12 月 31 日まで）において、当社グループの

主な事業対象であります法人向けインターネット関連市場では、インターネット広告、ウェブサイト構築、ブ

ログなどのウェブ関連システム開発等に対する需要が堅調に推移して参りました。 

 このような状況の下、当社グループは、ウエブサイトに関するコンサルティング等付加価値の高い総合的な

インタラクティブ・マーケティングサービスに注力するとともに、既存顧客からの継続受注及び新規顧客の開

拓を進めて参りました。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高 2,249,878 千円、営業利益 223,519

千円、経常利益 214,036 千円、四半期純利益 255,492 千円となりました。 

 

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の総資産は、前期末比 75,773 千円増の 1,928,468 千円となりました。事務所

スペースの拡大に伴う有形固定資産及び敷金・保証金の増加による固定資産の増加によるものであります。 

 純資産は、配当金の支払い 8,799 千円及び四半期純利益 255,492 千円の計上により前期末比 246,693 千円増

加の 1,687,402 千円となり、自己資本比率は 87.5％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 739,250 千円となり、前連結会計年度末と比

較して 110,868 千円の増加となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 231,581 千円の収入となりました。主な増加要因は、税金等調整前

第３四半期純利益 214,833 千円、売上債権の減少 233,001 千円及び減価償却費 36,627 千円であります。主な減

少要因は、仕入債務の減少 99,260 千円、たな卸資産の増加 64,175 千円であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 111,970 千円の支出となりました。主に、有形固定資産の取得によ

る支出 60,638 千円、敷金・保証金の払込による支出 42,777 千円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」は配当金の支払額 8,741 千円であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 法人向けインターネット関連業界の需要は増加基調を引き続き維持することが予想されます。また、当社グ

ループも更なる収益拡大努力を図っていく所存であります。 

 通期の連結業績予想といたしましては、売上高 3,296,427 千円（前期比 30.1％増）、営業利益は 336,508 千

円（前期比 37.1％増）、経常利益 302,548 千円（前期比 27.4％増）、当期純利益 329,437 千円（前期比 19.6％

増）を見込んでおります。なお、当該数値につきましては、平成 20 年２月１日に公表いたしました「平成 20

年３月期の業績予想について」から変更はございません。 

 

４．その他 

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 

  
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
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  739,250  628,381 

２．受取手形及び売掛金  496,529  729,530 

３．たな卸資産  107,253  43,077 

４．繰延税金資産  167,568  114,356 

５．その他  31,776  26,253 

貸倒引当金  △75  △146 

流動資産合計  1,542,302 80.0  1,541,454 83.2

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物 ※１ 54,798 32,998  

(2）器具及び備品 ※１ 66,160 120,959 6.3 52,964 85,963 4.6

２．無形固定資産  30,743 1.6  21,816 1.2

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  14,803 26,378  

(2）敷金・保証金  219,659 234,462 12.1 177,082 203,460 11.0

固定資産合計  386,165 20.0  311,240 16.8

資産合計  1,928,468 100.0  1,852,694 100.0
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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
（％）

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  101,973  201,233 

２．未払金  52,640  66,900 

３．未払法人税等  12,876  9,186 

４．賞与引当金  29,547  62,687 

５．役員賞与引当金  1,000  21,016 

６．受注損失引当金  842  ― 

７．その他  42,185  50,960 

流動負債合計  241,065 12.5  411,985 22.2

負債合計  241,065 12.5  411,985 22.2

    

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金 423,250 21.9  423,250 22.9

２．資本剰余金  504,316 26.2  504,316 27.2

３．利益剰余金  759,836 39.4  513,142 27.7

株主資本合計  1,687,402 87.5  1,440,708 77.8

純資産合計  1,687,402 87.5  1,440,708 77.8

負債純資産合計  1,928,468 100.0  1,852,694 100.0
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(２）四半期連結損益計算書 

  
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
（％）

Ⅰ 売上高  2,249,878 100.0  2,534,137 100.0

Ⅱ 売上原価 1,715,206 76.2  1,942,901 76.7

売上総利益 534,671 23.8  591,235 23.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 311,152 13.9  345,778 13.6

営業利益 223,519 9.9  245,457 9.7

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息 905 540 

２．その他  829 1,735 0.1 717 1,257 0.0

Ⅴ 営業外費用     

１．持分法による投資損失 1,882 9,232 

２．株式公開準備費用 9,335 11,218 0.5 ― 9,232 0.3

経常利益 214,036 9.5  237,482 9.4

Ⅵ 特別利益     

１．投資有価証券売却益 8 2,703 

２．貸倒引当金戻入益 71 113 

３．受取補償金 1,950 2,029 0.1 ― 2,816 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※２ 1,231 1,231 0.1 1,359 1,359 0.1

税金等調整前第３四半

期（当期）純利益 
 214,833 9.5  238,938 9.4

法人税、住民税及び事

業税 
 12,553 4,736 

法人税等調整額  △53,212 △40,658 △1.9 △41,163 △36,427 △1.5

第３四半期（当期）純

利益 
 255,492 11.4

 
275,366 10.9
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(３）四半期連結株主資本等変動計算書 

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 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
純資産合計 

平成19年３月31日 残高（千円） 423,250 504,316 513,142 1,440,708 1,440,708

第３四半期連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △8,799 △8,799 △8,799

第３四半期純利益 255,492 255,492 255,492

第３四半期連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

246,693 246,693 246,693

平成19年12月31日 残高（千円） 423,250 504,316 759,836 1,687,402 1,687,402

 

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 
純資産合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 366,250 447,316 237,776 1,051,342 1,051,342

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 57,000 57,000 114,000 114,000

当期純利益 275,366 275,366 275,366

連結会計年度中の変動額合計（千円） 57,000 57,000 275,366 389,366 389,366

平成19年３月31日 残高（千円） 423,250 504,316 513,142 1,440,708 1,440,708
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(４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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） 

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 214,833 238,938 

減価償却費 36,627 29,175 

貸倒引当金の減少額 △71 △113 

賞与引当金の増減額（減少：△） △33,140 26,418 

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △20,016 21,016 

受注損失引当金の増加額 842 ― 

受取利息及び受取配当金 △905 △540 

固定資産除却損 1,231 1,359 

受取補償金 △1,950 ― 

投資有価証券売却益 △8 △2,703 

持分法による投資損失 1,882 9,232 

売上債権の増減額（増加：△） 233,001 △47,652 

たな卸資産の増加額 △64,175 △13,224 

仕入債務の減少額 △99,260 △19,782 

未払金の増減額（減少：△） △17,005 29,891 

長期未払金の減少額 ― △10,000 

未払消費税等の増減額（減少：△） △10,632 9,387 

その他資産の増減額（増加：△） △4,038 30,648 

その他負債の増減額（減少：△） △150 6,932 

小計 237,066 308,986 

利息及び配当金の受取額 913 532 

受取補償金 1,950 ― 

法人税等の支払額 △8,348 △2,388 

営業活動によるキャッシュ・フロー 231,581 307,131 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出  ― △3,100 

投資有価証券の売却による収入  ― 5,803 

関連会社株式の取得による支出  ― △12,000 

関係会社株式の売却による収入  9,700 ― 

有形固定資産の取得による支出  △60,638 △38,336 

無形固定資産の取得による支出  △18,454 △14,410 

敷金・保証金の払込による支出  △42,777 △80,540 

敷金・保証金の回収による収入  200 200 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △111,970 △142,384 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額  △8,741 ― 

株式の発行による収入  ― 114,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △8,741 114,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  110,868 278,746 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  628,381 349,635 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末（期
末）残高 

※１ 739,250 628,381 
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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 
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 連結子会社の数 ２社 

ネットイヤークラフト株式会社 

ネットイヤームーヴ株式会社 

ネットイヤームーヴ株式会社につ

いては、当第３四半期連結会計期

間に新たに設立したため、連結の

範囲に含めております。 

連結子会社の数 １社 

ネットイヤークラフト株式会社 

ネットイヤークラフト株式会社に

ついては、当連結会計年度に新た

に設立したため、連結の範囲に含

めております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社数  ２社 

トリビティー株式会社 

株式会社電通ネットイヤーアビーム

エル・エス・コンサルティング株

式会社については、当第３四半期

連結会計期間において、当社が所

有する株式をすべて売却したた

め、持分法の適用範囲から除外し

ております。 

持分法適用の関連会社数  ３社 

エル・エス・コンサルティング株式

会社 

トリビティー株式会社 

株式会社電通ネットイヤーアビーム 

株式会社電通ネットイヤーアビー

ムについては、当連結会計年度に

新たに設立したため、持分法の適

用範囲に含めております。 

エル・エス・コンサルティング株

式会社については、決算日が連結

決算日と異なるため、同社の事業

年度に係る財務諸表を使用してお

ります。 

３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項 

連結子会社の四半期決算日は、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。 

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 

有価証券 

その他有価証券 

（時価のあるもの） 

第３四半期決算日の市場価格等に基

づく時価法を採用しております。

（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を採用して

おります。 

有価証券 

その他有価証券 

（時価のあるもの） 

決算日の市場価格等に基づく時価法

を採用しております。（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） 

同左 

 たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採用しており

ます。 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しておりま

す｡ 

たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 
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項目 
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） 

有形固定資産 

定率法を採用しております。 

（主な耐用年数） 

建物              10～18年 

器具及び備品       ３～15年 

 

（会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改

正に伴い、当第３四半期連結会計期間

より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前第３四半期純利益は、それ

ぞれ2,335千円減少しております。 

（追加情報） 

当社は、法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税

金等調整前第３四半期純利益への影響

は僅少であります。 

 

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 

無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウェアについては社内

における見込利用可能期間（３～５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

 

無形固定資産 

同左 

（３）重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 
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項目 
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） 

賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支

払見込額の当第３四半期連結会計期間

負担額を計上しております。 

役員賞与引当金 

役員の賞与の支払に備えて、役員賞与

支払見込額の当第３四半期連結会計期

間負担額を計上しております。 

賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支

払見込額の当連結会計年度負担額を計

上しております。 

役員賞与引当金 

役員の賞与の支払に備えて、役員賞与

支払見込額の当連結会計年度負担額を

計上しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第

４号 平成17年11月29日）を適用して

おります。これにより、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利

益は、それぞれ21,016千円減少して

おります。 

 

受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるた

め、当第３四半期連結会計期間末時点

で将来の損失が見込まれ、かつ、当該

損失額を合理的に見積もることが可能

なものについては、第３四半期決算日

以降に発生が見込まれる損失を引当計

上しております。 

 

────── 

（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。 

 

 同 左 

（５）その他四半期連結財務

諸表（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 

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 

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 
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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 

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） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12

月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月9日）を適用しております。これまでの資

本の部の合計に相当する金額は1,440,708千円でありま

す。なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純

資産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

 

────── 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５

月31日）を適用しております。なお、これによる損益に

与える影響はありません。 
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（５）注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

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は、114,692千円

であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、95,972千円で

あります。 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

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

額は以下のとおりです。 

 

役員報酬         47,384千円 

給与手当         71,973 

賞与引当金繰入額      3,816 

役員賞与引当金繰入額    1,000 

採用費          33,712 

支払手数料        66,812 

※１ 販売費び及一般管理費のうち主要な費目及び金

額は以下のとおりです。 

 

役員報酬         42,732千円 

給与手当         82,395 

賞与引当金繰入額      7,600 

役員賞与引当金繰入額   21,016 

採用費          29,685 

支払手数料        63,851 

 

※２ 固定資産除却損の内訳 

器具及び備品        1,231千円 

 

※２ 固定資産除却損の内訳 

器具及び備品        1,359千円 

 

 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数 

（株） 

当第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  58,660 ― ― 58,660

      合計 58,660 ― ― 58,660

自己株式   

  普通株式 ― ― ― ―

      合計 ― ― ― ―
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２．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８日 

定時株主総会 
普通株式 8,799 150 平成19年３月31日 平成19年６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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数（株） 

当連結会計年度 

増加株式数（株） 

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末 

株式数（株） 

発行済株式   

普通株式 （注） 55,660 3,000 ― 58,660

      合計 55,660 3,000 ― 58,660

自己株式   

  普通株式 ― ― ― ―

      合計 ― ― ― ―

（注）普通株式の発行済株式総数の増加3,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

    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８日 

定時株主総会 
普通株式 8,799 利益剰余金 150 平成19年３月31日 平成19年６月30日

 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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）

（千円） （千円）

 現金及び預金勘定 739,250  現金及び預金勘定 628,381 

 現金及び現金同等物 739,250  現金及び現金同等物 628,381 
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（リース取引関係） 

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（借主側） 

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（借主側） 

(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
期期末残
高相当額 
（千円）

器具及び備品 4,536 1,738 2,797

合計 4,536 1,738 2,797
 

 

 
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）

器具及び備品 8,904 5,135 3,768

合計 8,904 5,135 3,768
 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料第３四半期末

残高が有形固定資産の第３四半期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

(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 907千円

１年超 1,890千円

合計 2,797千円
 

  
１年内 1,198千円

１年超 2,570千円

合計 3,768千円

（注）未経過リース料第３四半期末残高相当額は、未経

過リース料第３四半期末残高が有形固定資産の第

３四半期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 971千円

減価償却費相当額 971千円
  

 
支払リース料 1,780千円

減価償却費相当額 1,780千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 同 左 

 （減損損失について） 

   リース資産に配分された減損損失はありません。

 （減損損失について） 

 同 左 

 

 

（有価証券関係） 

該当事項はありません。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

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） 

当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

 

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック・オプションの内容 

 平成16年６月25日 

定時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成18年９月12日 

臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成19年３月９日 

臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役 ３名 

当社の従業員 64名 

当社の取締役 １名 当社の取締役 ２名 

当社の従業員 81名 

当社の子会社の役員及

び従業員   10名 

その他    １名 

株式の種類別のストック・

オプション数（注１） 

普通株式  6,000株 普通株式  480株 普通株式 1,790株 

付与日 平成17年６月24日 平成18年11月22日 平成19年３月27日 

権利確定条件 

権利確定条件は付され

ておりません。 

（注２） 

同左（注２） 同左（注２） 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めは

ありません。 
同左 同左 

権利行使期間 平成18年６月26日から 

平成26年６月25日まで 

平成20年９月13日から 

平成28年９月12日まで 

平成21年３月10日から 

平成29年３月９日まで 

(注)１．株式数に換算して記載しております。 

２．権利確定条件の達成に要する期間が固定的でなく、かつ、その権利確定日を合理的に予測すること

が困難なため、権利確定条件は付されていないものとみなしております。 

 

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

 平成16年６月25日 

定時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成18年９月12日 

臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成19年３月９日 

臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

権利確定前    （株）    

前連結会計年度末 ― ― ―

付与 ― ― ―

失効 ― ― ―

権利確定 ― ― ―

未確定残 ― ― ―

権利確定後    （株）    

前連結会計年度末 5,828 ― ―

権利確定 ― 480 1,790 

権利行使 ― ― ―

失効 1,651 ― ―

未行使残 4,177 480 1,790 
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②単価情報 

 平成16年６月25日 

定時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成18年９月12日 

臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

平成19年３月９日 

臨時株主総会決議 

ストック・オプション 

権利行使価格     （円） 15,000 38,000 38,000 

行使時平均株価    （円） ― ― ―

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― ―

 

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

平成18年９月12日及び平成19年３月９日決議のストック・オプションについて、未公開企業であるため公正

な評価単価を本源的価値により算定しております。なお、本源的価値は以下のとおりです。 

①１株当たり評価方法及び１株当たりの評価額 

類似会社比較方式による平均単価    38,000円 

②新株予約権の行使価格         38,000円 

算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使時の払込金額と同額であるため単位あたりの本源的価値はゼ

ロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。 

 

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

当社グループは同一セグメントに属する事業を行っており、SIPS事業以外に事業の種類がないため該当事

項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

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

 

【海外売上高】 

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） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

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 28,765.81円

１株当たり四半期純利益金額 4,355.48円

  

 

１株当たり純資産額 24,560.33円

１株当たり当期純利益金額 4,806.79円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額については、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把

握できませんので記載しておりません。 

 同 左 

 （注） １株当たり四半期（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。 

 
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） 

第３四半期（当期）純利益（千円） 255,492 275,366 

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 

（千円） 
255,492 275,366 

期中平均株式数（株） 58,660 57,287 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類（新株予約権の

数6,411株）。 

新株予約権３種類（新株予約権の

数6,447株）。 
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（重要な後発事象） 

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） 

新株式発行の件 

 当社は平成20年２月１日付で株式会社東京証券取引所

から上場承認を受け、平成20年３月６日にマザーズ市場

に上場致しました。株式上場にあたり、平成20年２月１

日及び平成20年２月15日開催の当社取締役会において、

新株式発行及び募集の条件を決議し、平成20年３月５日

に払込が完了いたしました。その概要は以下の通りであ

ります。 

 この結果、平成20年３月５日付で資本金は511,570千

円、発行済株式総数は、64,660株となっております。 

 当社は、企業のモバイルインターネットの活用ニーズ

に応えるため、モバイル技術に特化したマーケティング

業務支援を行う会社を新たに設立しました。 

 当社は、これまで徹底した顧客視点で、マーケティン

グ戦略の策定から、ブランディング、ウェブサイト構築

までを支援してまいりましたが、新会社の設立により、

そのノウハウや強みをモバイル分野にも広げ、より広い

視点でのマーケティング展開が可能となります。 

（１）発行する株式の種類及び数 普通株式6,000株 

（２）発行価格        １株につき32,000円 

（３）発行価額        １株につき25,500円 

（４）発行価額の総額         153,000千円 

（５）資本組入額       １株につき14,720円 

（６）資本組入額の総額         88,320千円 

（７）募集方法    一般募集（ブックビルディング

方式により募集） 

（８）増資資本の使途 本社事務所移転に伴う設備投資

資金（事業所内装設備、ネット

ワーク構築及び敷金等）に充当

する予定であります。 

 

（新規に設立した子会社の概要） 

（１）名称 ネットイヤームーヴ株式会社 

（２）資本金 30,000千円（当社100％出資） 

（３）設立日 平成19年４月９日 

（４）事業内容 モバイルインターネット向け

サービス分野におけるマーケ

ティング戦略立案、サービ

ス・コンテンツ企画、サイト

制作、システム設計・構築  
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６．四半期個別財務諸表 

(1）四半期貸借対照表 

  
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
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  682,938 607,822 

２．受取手形  23,638 ― 

３．売掛金  472,890 729,530 

４．たな卸資産  103,261 42,753 

５．繰延税金資産  164,260 113,106 

６．その他  36,035 27,302 

貸倒引当金  △75 △146 

流動資産合計  1,482,950 76.2  1,520,370 81.3

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物 ※１ 54,798 32,998 

(2）器具及び備品 ※１ 66,160 52,964 

計  120,959 85,963 

２．無形固定資産  27,929 20,022 

３．投資その他の資産   

(1）関係会社株式 94,300 66,800 

(2）敷金・保証金 219,659 177,082 

計 313,959 243,882 

固定資産合計 
 

462,848 23.8  349,868 18.7

資産合計  1,945,798 100.0  1,870,239 100.0
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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
（％）

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  124,352 211,488 

２．未払金  50,056 63,427 

３．未払法人税等 4,143 6,741 

４．賞与引当金 26,964 60,128 

５．役員賞与引当金  ― 19,500 

６．受注損失引当金  842 ― 

７．その他 ※２ 36,547 49,069 

流動負債合計  242,907 12.5  410,354 21.9

負債合計  242,907 12.5  410,354 21.9

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  423,250 21.8  423,250 22.6

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  458,832 458,832 

(2）その他資本剰余金   

資本金及び資本準備
金減少差益 

 45,483 45,483 

資本剰余金合計  504,316 25.9  504,316 27.0

３．利益剰余金   

(1）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  775,324 532,318 

利益剰余金合計  775,324 39.8  532,318 28.5

株主資本合計  1,702,890 87.5  1,459,884 78.1

純資産合計  1,702,890 87.5  1,459,884 78.1

負債純資産合計  1,945,798 100.0  1,870,239 100.0
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(２）四半期損益計算書 

  
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
（％）

Ⅰ 売上高  2,248,578 100.0  2,534,137 100.0

Ⅱ 売上原価  1,763,084 78.4  1,955,845 77.2

売上総利益  485,493 21.6  578,292 22.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  283,396 12.6  335,048 13.2

営業利益  202,097 9.0  243,243 9.6

Ⅳ 営業外収益 ※１ 2,636 0.1  1,694 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 10,354 0.5  666 0.0

経常利益  194,378 8.6  244,272 9.6

Ⅵ 特別利益 ※３ 9,221 0.4  2,816 0.1

Ⅶ 特別損失 ※４ 1,231 0.0  1,359 0.0

税引前第３四半期（当
期）純利益 

 202,368 9.0  245,728 9.7

法人税、住民税及び事
業税 

 1,717 2,290 

法人税等調整額  △51,154 △49,437 △2.2 △39,913 △37,623 △1.5

第３四半期（当期）純
利益 

 251,805 11.2  283,352 11.2
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(３）四半期株主資本等変動計算書 

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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金

 
資本金 

資本 
準備金

その他
資本 

剰余金

資本 
剰余金
合計 繰越 

利益剰余金

利益剰余金
合計 

株主資本合計 
純資産合計

平成19年３月31日 残高（千円） 423,250 458,832 45,483 504,316 532,318 532,318 1,459,884 1,459,884

第３四半期会計期間中の変動額    

剰余金の配当  △8,799 △8,799 △8,799 △8,799

第３四半期純利益  251,805 251,805 251,805 251,805

第３四半期会計期間中の変動額合計 
（千円） 

 243,006 243,006 243,006 243,006

平成19年12月31日 残高（千円） 423,250 458,832 45,483 504,316 775,324 775,324 1,702,890 1,702,890

 

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 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 
利益剰余金

 
資本金 

資本 
準備金

その他
資本 

剰余金

資本 
剰余金
合計 繰越 

利益剰余金

利益剰余金
合計 

株主資本合計 
純資産合計

平成18年３月31日 残高（千円） 366,250 401,832 45,483 447,316 248,965 248,965 1,062,531 1,062,531

事業年度中の変動額    

新株の発行 57,000 57,000 57,000  114,000 114,000

当期純利益  283,352 283,352 283,352 283,352

事業年度中の変動額合計（千円） 57,000 57,000 57,000 283,352 283,352 397,352 397,352

平成19年３月31日 残高（千円） 423,250 458,832 45,483 504,316 532,318 532,318 1,459,884 1,459,884
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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 
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 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

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。 

（時価のあるもの） 

第３四半期決算日の市場価格等に基づ

く時価法を採用しております。（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 

子会社株式及び関連会社株式 

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。 

（時価のあるもの） 

決算日の市場価格等に基づく時価法を

採用しております。（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。） 

 

 (2）たな卸資産 

仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しております。

 

(2）たな卸資産 

仕掛品 

同 左 

 

貯蔵品 

同 左 
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項目 
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） 

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。 

（主な耐用年数） 

建物         10～18年 

器具及び備品     ３～15年 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当第３四半期

会計期間より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税

引前第３四半期純利益は、それぞれ

2,335千円減少しております。 

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税

引前第３四半期純利益への影響は僅少

であります。 

(1）有形固定資産 

同 左 

 (2）無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウェアについては社内

における見込利用可能期間（３～５

年）に基づく定額法によっておりま

す。   

(2）無形固定資産 

同 左 
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項目 
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） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同 左 

 (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支

給見込額の当第３四半期会計期間負担

額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支

給見込額の当期負担額を計上しており

ます。 

────── (3）役員賞与引当金 

役員の賞与の支払に備えて、役員賞与

支給見込額の当期負担額を計上してお

ります。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号 平

成17年11月29日）を適用しておりま

す。これにより、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞれ

19,500千円減少しております。 

 

(4）受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるた

め、当第３四半期会計期間末時点で将

来の損失が見込まれ、かつ、当該損失

額を合理的に見積もることが可能なも

のについては、第３四半期決算日以降

に発生が見込まれる損失を引当計上し

ております。 

────── 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 同 左 

５．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 
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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 

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） 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成

17年12月9日）を適用しております。これまでの資本の

部の合計に相当する金額は1,459,844千円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 

 

────── 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号 平成17年12月27日）及

び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用しております。なお、これによる損益に与え

る影響はありません。 
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（４）注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

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 

114,692千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

95,972千円 

※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 ────── 

  

 

（四半期損益計算書関係） 

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             869千円 

賃貸収入             948 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息             533千円 

賃貸収入             444 

 

※２ 営業外費用の内訳 

賃貸費用            1,019千円 

株式公開準備費用        9,335 

 

※２ 営業外費用の内訳 

賃貸費用             666千円 

 

※３ 特別利益の内訳 

関係会社株式売却益       7,200千円 

受取補償金           1,950 

貸倒引当金戻入益          71 

 

※３ 特別利益の内訳 

投資有価証券売却益       2,703千円 

貸倒引当金戻入益         113 

 

※４ 特別損失の内訳 

器具及び備品除却損       1,231千円 

 

※４ 特別損失の内訳 

器具及び備品除却損       1,359千円 

 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産          29,067千円 

無形固定資産          6,478 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産          22,377千円 

無形固定資産          6,364 

  

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

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）及び前事業年度（自 平成18年

４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

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（借主側） 

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（借主側） 

(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）

器具及び備品 4,536 1,738 2,797

合計 4,536 1,738 2,797
 

 

 
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）

器具及び備品 8,904 5,135 3,768

合計 8,904 5,135 3,768
 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料第３四半期末

残高が有形固定資産の第３四半期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

(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 907千円

１年超 1,890千円

合計 2,797千円
 

  
１年内 1,198千円

１年超 2,570千円

合計 3,768千円

（注）未経過リース料第３四半期末残高相当額は、未経

過リース料第３四半期末残高が有形固定資産の第

３四半期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 971千円

減価償却費相当額 971千円
  

 
支払リース料 1,780千円

減価償却費相当額 1,780千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 同 左 

 （減損損失について） 

   リース資産に配分された減損損失はありません。

 （減損損失について） 

 同 左 

 

 

 

（有価証券関係） 

 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）及び前事業年度（自 平成18年４

月１日 至 平成19年３月31日）において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（１株当たり情報） 

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 29,029.85円

１株当たり四半期純利益金額 4,292.63円

  

 

１株当たり純資産額 24,887.22円

１株当たり当期純利益金額 4,946.19円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利

益金額については、新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できま

せんので記載しておりません。 

 

 同 左 

 （注） １株当たり四半期（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。 

 
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） 

第３四半期（当期）純利益（千円） 251,805 283,352 

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 

（千円） 
251,805 283,352 

期中平均株式数（株） 58,660 57,287 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権３種類（新株予約権の

数6,411株）。 

新株予約権３種類（新株予約権の

数6,447株）。 
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（重要な後発事象） 

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） 

 当社は平成20年２月１日付で株式会社東京証券取引所

から上場承認を受け、平成20年３月６日にマザーズ市場

に上場致しました。株式上場にあたり、平成20年２月１

日及び平成20年２月15日開催の当社取締役会において、

新株式発行及び募集の条件を決議し、平成20年３月５日

に払込が完了いたしました。その概要は以下の通りであ

ります。 

 この結果、平成20年３月５日付で資本金は511,570千

円、発行済株式総数は、64,660株となっております。 

 当社は、企業のモバイルインターネットの活用ニーズ

に応えるため、モバイル技術に特化したマーケティング

業務支援を行う会社を新たに設立しました。 

 当社は、これまで徹底した顧客視点で、マーケティン

グ戦略の策定から、ブランディング、ウェブサイト構築

までを支援してまいりましたが、新会社の設立により、

そのノウハウや強みをモバイル分野にも広げ、より広い

視点でのマーケティング展開が可能となります。 

（１）発行する株式の種類及び数 普通株式6,000株 

（２）発行価格        １株につき32,000円 

（３）発行価額        １株につき25,500円 

（４）発行価額の総額         153,000千円 

（５）資本組入額       １株につき14,720円 

（６）資本組入額の総額         88,320千円 

（７）募集方法    一般募集（ブックビルディング

方式により募集） 

（８）増資資本の使途 本社事務所移転に伴う設備投資

資金（事業所内装設備、ネット

ワーク構築及び敷金等）に充当

する予定であります。 

（新規に設立した子会社の概要） 

（１）名称 ネットイヤームーヴ株式会社 

（２）資本金 30,000千円（当社100％出資） 

（３）設立日 平成19年４月９日 

（４）事業内容 モバイルインターネット向け

サービス分野におけるマーケ

ティング戦略立案、サービ

ス・コンテンツ企画、サイト

制作、システム設計・構築  
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