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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 3,363 32.7 351 43.1 324 36.5 382 38.7

19年３月期 2,534 － 245 － 237 － 275 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 6,465 62 6,433 39 22.3 15.2 10.4

19年３月期 4,806 79 － － 22.1 14.6 9.7

（参考）持分法投資損益 20年３月期 0百万円 19年３月期 △9百万円

(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

20年３月期 2,423 1,990 82.1 30,785 30

19年３月期 1,852 1,440 77.8 24,560 33

（参考）自己資本 20年３月期 1,990百万円 19年３月期 1,440百万円

(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

20年３月期 183 △124 167 855

19年３月期 307 △142 114 628

２．配当の状況

１株当たり配当金
配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 0 00 150 00 150 00 8 3.1 0.7

20年３月期 0 00 325 00 325 00 21 5.0 1.2

21年３月期
（予想） 0 00 325 00 325 00 － 5.3 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 1,882 23.1 163 1.5 163 3.6 156 △22.0 2,412 62

通期 4,000 18.9 420 19.6 420 29.6 400 4.7 6,186 20
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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）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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「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） 20年３月期 64,660株 19年３月期 58,660株

②　期末自己株式数 20年３月期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 3,362 32.7 329 35.3 300 23.1 375 32.6

19年３月期 2,534 － 243 － 244 － 283 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 6,360 66 6,328 96

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 2,437 2,003 82.2 30,985 95

19年３月期 1,870 1,459 78.1 24,887 22

（参考）自己資本 20年３月期 2,003百万円 19年３月期 1,459百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 1,882 23.0 149 2.5 149 4.0 148 △25.7 2,288 90

通期 4,000 19.0 379 15.1 379 26.0 376 0.0 5,815 03

※　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「１．経営成績 (1)経営成績の分析」

をご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

  当連結会計期間のわが国経済は、企業収益の改善を背景とした積極的な設備投資等により、景気は緩やかな回復基

調で推移いたしました。しかし、後半は米国のサブプライム住宅ローン問題に端を発する金融市場の混乱、株式市場

の低迷、原油を始めとした長期化する原材料価格の高騰、為替相場の急激な変動など、景気に減速感が出始めまし

た。

  このような状況の下、当社グループは、マーケティングに課題を持つ法人顧客に対して、PC/モバイルのウェブを中

核に据えた総合的なマーケティング戦略を提案・実践して参りました。特に、市場で上流のポジションを確立するた

めに、各業界を代表する企業を主要顧客とし、戦略性の高い提案力、創造性の高いデザイン力、先端的な技術力をコ

アの強みとした独自性のあるサービスを提供して参りました。

　当社を取り巻く市場環境は、企業のマーケティング活動におけるインターネットやウェブサイトの重要性は益々高

まっており、投資意欲が旺盛であります。このような市場動向を反映して、当社グループは前年度対比で顧客数が

10.9％増加して122社に、また、一顧客当りの平均年間取引額については18.6％増加して27百万円となり、新規顧客の

開拓と既存顧客からの継続受注を順調に進めることができました。体制強化として、増加する顧客に対応すべく、６

グループだった組織を８グループに拡大し、また、サービスラインを拡充するために、携帯サイトに関するソリュー

ションを専門とするネットイヤームーヴ株式会社を設立いたしました。利益面については、ウェブサイト制作・運用

に特化した子会社ネットイヤークラフト株式会社を前年度に設立し、従来外部委託していたサイト制作業務を当社グ

ループ内に内製化できたことにより連結利益に貢献いたしました。

　以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高3,363百万円、営業利益351百万円、経常利益324百万円、

当期純利益382百万円となりました。

　なお、当社グループはSIPS事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績は記載しておりません。

（次期の見通し）

　国内経済は、為替相場の対米ドルの円高基調の長期化などにより、企業収益は厳しさを増すことが予想され、景気

は踊り場的な状況を迎えているものと思われます。

  当社グループの主要サービスでありますウェブサイトのコンサルティング・構築・運営に対する投資も冷え込むこ

とが懸念されます。一方、このような市場環境下においてこそ、費用対効果がより明確なインターネットを活用した

マーケティング活動に対し、企業の関心がさらに高まることが期待されます。

  このような状況の下、当社グループは引き続きSIPS事業の単一事業に集中し、市場において高品質で上流のポジショ

ンを確立すべく注力して参ります。新規顧客の獲得と既存顧客からの継続受注の両面において営業体制を強化いたし

ます。また、PC/モバイルのウェブを中核に据えた総合的なマーケティング企業としての立場をより鮮明にするため、

「ウェブ＋α」を目標に掲げ、「PCとイベント」「モバイルと店舗」といった多面的なマーケティング活動を支援し

ていく考えです。同時に、サービス品質を高め競争力を向上させるために、社内ナレッジを共有化するシステム、社

内業務管理システムの整備を進めると同時に、ナレッジの共有を促進する人事制度を導入します。

　通期の連結業績の見通につきましては、売上高4,000百万円、営業利益420百万円、経常利益420百万円、当期純利益

400百万円を見込んでおります。 

(2）財政状態に関する分析

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析）

① 当連結会計年度における資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況

　総資産は、前連結会計年度末と比べ570,872千円増加し、2,423,566千円となりました。主な増加要因は、評価性引

当額の減少等による繰延税金資産の増加72,162千円、事務所スペースの拡大に伴う設備投資等による有形固定資産の

増加29,309千円、敷金・保証金の増加42,577千円によるものです。主な減少要因としては関連会社株式の売却等によ

る投資有価証券の減少8,878千円によるものであります。

　負債は、前連結会計年度末と比べ21,003千円増加し432,989千円となりました。主な増加要因は、賞与引当金の増加

19,712千円、役員賞与引当金の増加9,151千円によるものです。主な減少要因は、未払金の減少9,502千円、買掛金の

減少8,794千円によるものです。

　純資産は、前連結会計年度末と比べ549,868千円増加し1,990,577千円となりました。主な増加要因は、増資による

資本金及び資本剰余金の増加176,640千円、当期純利益382,027千円によるもので、減少要因は配当金の支払8,799千円

によるものであります。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の77.8％から82.1％となりました。

　

  当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は855,175千円となり、226,793千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183,120千円となりました。税金等調整前当期純利益は対前連結会計年度と比

べ85,602千円増加の324,541千円となりました。また、減価償却費は52,041千円となりました。主な減少要因は、売上
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債権の増加額182,465円、たな卸資産の増加額12,768千円によるものです。

  投資活動によるキャッシュ・フローは124,168千円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出70,445千円、

無形固定資産の取得による支出20,845千円、敷金・保証金の払込による支出43,027千円となりました。

  財務活動によるキャッシュ・フロー167,841千円となりました。株式の発行による収入176,640千円、配当金の支払

額8,799千円によるものです。

② 次期における資産、負債、純資産及びキャッシュ・フロー見通し

　翌連結会計期間おけるキャッシュ・フローの見込みは、税金等調整前当期純利益は当連結会計期間と比べ大幅な増

益を見込んでおりますが、一方、期末に売上計上が集中する当社の事業の特質から、売上債権が大幅に増加すること

が予想され、営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度並みになると見込んでおります。また、社内シ

ステム整備に関する投資を約80,000千円見込んでおり、投資活動によるキャッシュ・フローも当連結会計年度並の支

出を計画しております。

  以上の結果、現金及び現金同等物の翌連結会計年度末残高は、約900,000千円程度を予想しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と位置づけております。従来は、当社の事業が成長過程にあるこ

とから、内部留保の充実に集中し、なお一層の業容拡大と収益力の向上を目指すことが株主に対する最大の利益還元

につながるものと考え、無配としてまいりましたが、平成19年３月期より、業績の動向、企業体質の強化、事業展開

のための内部留保等を総合的に勘案し、期末配当として年１回の剰余金配当を行うことを基本方針として、配当を開

始しております。当期の配当に関しましては、一株当たり325円を予定しております。

  今後においては、１株当たり配当金の継続的な向上に努めつつ、長期的に安定した配当を目指していきたいと考え

ております。

  なお、当社は会社法第454条第５項に基づき、中間配当制度を採用しております。

　剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　平成21年３月期は、１株325円の剰余金の配当を予定しております。

 

(4）事業等のリスク

  以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性がある

と考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を以下に記載しております。

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針で

ありますが、当社グループの株式に関する投資判断は、本稿及び本書中の本稿以外の記載内容も併せて、慎重に検討

した上で行われる必要があると考えております。

  なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、特段の記載がない限り、本書提出日現在において当社グループが判

断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

 

    ① インターネット関連市場の動向等について

  当社グループはインターネット関連分野を主たる事業対象としていることから、当該市場の拡大が当社グループの

事業成長のための基本的な条件と考えております。一般的に、インターネット関連市場は今後も拡大していくと予測

されておりますが、将来においてその利用方法の変化や市場拡大がどの様に推移するかは不透明な要素があり、これ

らの動向について何らかの弊害の発生や利用等に関する新たな規制の導入、その他予期せぬ要因によって、今後の市

場拡大が阻害されるような状況が生じた場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を与える

可能性があります。

  また、当社グループの事業は、企業等のインターネット領域にかかるコンサルティング、サイト構築及び運用支援

等のサービスが中心であることから、企業等においてインターネットの重要性低下や、景気低迷等による企業業績の

悪化から当該投資抑制等が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

    ② 競合について

  当社グループが展開するSIPS事業は、現状において業態として確立されたものではなく、相応の事業規模を有する

専業企業が複数あるほか、広告代理店やコンサルティング企業又はシステムインテグレーター等が各々の事業との関

連から一部手掛けており、その他中小事業者等も含め多種多様な事業者が参入しており、競合が生じております。

  また、当社グループの事業は特許等で保護されているものではなく、既存の競合企業のみならず、今後は、資本力、

マーケティング力、幅広い顧客基盤、高い知名度や専門性を有する企業等の参入及びその拡大が生じる可能性があり、

競争が激化した場合又は当社競争力の低下が生じた場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影

響を及ぼす可能性があります。
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   ③ サービス等の陳腐化について

  インターネットにおいては、新たな技術やサービスが逐次開発及び提供されており、その利用者の嗜好等について

も変化が激しい状況にあります。当社グループが保有する技術及びノウハウ等が陳腐化した場合、変化に対する十分

な対応が困難となった場合、顧客ニーズの的確な把握及びソリューションの提案が困難となった場合等においては、

顧客に対する当社サービスの訴求力低下等により、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。

   ④ 提供サービスの不具合等について

  当社グループの事業においては、企業のコーポレートウェブサイト等を手掛けることから、当社が提供する業務サー

ビスについては正確性が求められます。当社グループが手掛けた顧客企業のウェブサイトにおいて、サイト上の誤表

示や当社グループが提供したサービスの障害、その他のトラブル等が生じた場合、当社グループの信頼性低下、損害

賠償請求、顧客との取引停止等が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

   ⑤ プロジェクト案件の採算性確保について

  当社グループは、プロジェクト案件の採算性等に十分留意しつつ受注活動を行っておりますが、業務の性質上、ト

ラブルの発生や受注後における仕様変更への対応等により、当初の見積り以上の作業工数が必要となる場合があり、

想定以上の費用負担によりプロジェクト案件の採算性が悪化する可能性があります。

　また、受注競争の激化や、受注拡大に伴う人員不足等に起因した外注費の増加、見積り精度の低下等が生じた場合

には、事業全体における採算悪化等が生じる可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。

   ⑥ 人材の確保及び育成について

  当社グループの事業展開においては、業態的に個々の人材の知識及び能力に依存する要素が大きく、事業拡大にお

いては優秀な人材の継続した確保が必要であります。しかしながら、優秀な人材の確保が当社グループの計画通り進

まなかった場合には、競争力の低下や事業拡大の制約要因になる可能性があり、当社グループの事業展開、経営成績

及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、現在在籍する人材について社外流失が生じた場合においても

同様のリスクがあります。

   ⑦ 情報管理について

  当社グループの事業においては、顧客企業等の機密情報及び個人顧客情報を取り扱う場合があります。当社グルー

プは、これらの情報管理を事業運営上の重要事項と認識しており、当該情報の取扱については、情報セキュリティ規

程、機密情報取扱基準、個人情報取扱規程及び個人情報取扱規程細則等を制定し、業務フローを定めて厳格に管理す

るとともに、全社員を対象とした社内教育、当該情報管理体制の構築・運用に積極的に取り組んでおります。また、

平成17年10月においては、社団法人情報サービス産業協会よりプライバシーマークの認定（認定番号第B820395）を受

けております。

  しかしながら、当社グループが取り扱う機密情報及び個人情報について、漏洩、改竄又は不正使用等が生じる可能

性が完全に排除されているとはいえず、何らかの要因からこれら事態が生じた場合には、適切な対応を行うための費

用増加、損害賠償請求、当社グループへの信用失墜及び顧客との取引停止等によって、当社グループの経営成績及び

財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

   ⑧ 知的財産権について

  当社グループにおいては、第三者が保有する知的財産権を侵害しないように留意しつつ事業を展開しており、現時

点までにおいて、第三者より知的所有権の侵害に関する指摘等を受けた事実はありません。

  当社グループは、主要業務であるウェブサイトやデジタルコンテンツの制作等について、第三者の商標権や著作権

等の知的財産権への抵触の有無について必要と考えられる調査を実施しておりますが、当該侵害のリスクを完全に排

除することは極めて困難であると考えられます。当社グループにおいて、第三者が保有する知的財産権の侵害が生じ

た場合には、当該第三者より使用差止及び損害賠償等の訴えを起こされる可能性や知的財産権の使用にかかる対価等

の支払い等が発生する可能性があり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

   ⑨ソラングループとの関係について

  当社は、ソラン株式会社の関連会社であり、平成20年３月31日現在、ソラン株式会社は、当社株式の39.9％（潜在

株式を含めた場合は36.3％）を保有しております。ソラン株式会社は、当社が資金調達の必要性から実施した平成15

年７月の当社第三者割当増資引き受けにより当社親会社となりましたが、平成20年３月18日付で、当社株式の一部売
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却により関連会社となっております。

  ソラン株式会社を中心とするソラングループは、情報サービス関連事業（ソフトウェア開発、情報処理サービス、

システム関連サービス及びシステム機器販売）及びその他の事業（人材派遣等）を展開しております。ソラングルー

プ各社がシステム開発分野を主体としているのに対して、当社グループはインターネット関連分野を主体としており、

事業領域は異なっているほか、当社グループにおける事業上の制約等はありません。

しかしながら、ソラングループの事業戦略やグループ戦略によりましては、当社グループの事業展開その他に影響を

及ぼす可能性があります。

   ⑩ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

  当社は、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としてストックオプション制度を導入しており、旧商法

第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権並びに会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基

づく新株予約権を、当社の取締役及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員等に付与しております。平成20年３月

31日現在、新株予約権の目的である株式の数は6,404株であり、当社発行済株式総数64,660株の9.9％に相当しており

ます。これら新株予約権の行使が行われた場合、当社の株式価値が希薄化する可能性があります。

   ⑪ 繰越欠損金について

  当社は、過年度の損失計上により税務上の繰越欠損金が生じていることから、利益計上に至った平成16年３月期以

降においては法人税等の税負担が著しく軽減されております。平成20年３月31日現在における当該繰越欠損金は702百

万円でありますが、将来において当該繰越欠損金が解消された場合には通常の税率に基づく法人税等が発生すること

となり、当期純利益及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。

－ 6 －



２．企業集団の状況
 

（事業系統図）

 

各種サービスの提供 

システムインテグレーション 

の提供 

インターネットにおける 

企業サイト、Eコマースサイト、 

キャンペーンなどの情報及び 

サービスの提供 

各種サービスの提供 情報提供及び 

サービスの提供 

業務委託 業務委託 業務委託 業務委託 業務受託 

インターネットユーザー 

顧  客  企  業 

その他の関係会社 ソラン㈱ 

連結子会社 

 

ネットイヤー 

ムーヴ㈱ 

 

(モバイルソリュー 

ション) 

連結子会社 

 

ネットイヤー 

クラフト㈱ 

 

(ウェブサイト 

制作･運用） 

持分法適用関連会社 

 

トリビティー㈱ 

 

(BtoC分野における 

新規事業開発等) 

持分法適用関連会社 

 

㈱電通ネットイヤー 

アビーム 

 

(マーケティング戦 

略コンサルティング) 

協力パートナー 

（外注企業） 

 

(サイト制作、 

システム開発、 

サーバー管理、 

各種ASP) 

当            社 

（当社グループの各サービスの流れ）

 

 

上流工程から下流工程までの一貫したサービス提供 

コンサルティングサービス 

 
（マーケティング戦略コンサルティ

ング) 

・マーケティング戦略 

・ブランド戦略 

・チャネル戦略 

・サイト戦略/サイトガバナンス 

(ウェブ設計コンサルティング) 

・ウェブサイトの概念設計/ 

基本設計 

（アクセス解析コンサルティング） 

 ・ログデータの解析 

・サイトの利用状況、問題点の分析 

コンサルティングフェーズ 

(約2～5ヶ月間) 

制作･構築･開発フェーズ 

(約2～4ヶ月間) 

運用フェーズ 

(継続取引) 

クリエイティブサービス 

 
 （ウェブサイト制作） 

・企業サイト、Eコマースサイト、 

携帯サイトなどの制作 

・サイトに掲載されるコンテンツ 

の企画/デザインの制作 

 

ウェブソリューションサービス 

 (ウェブシステムの設計／開発) 

・Eコマース、顧客データベース、 

  ブログの設計/開発 

 

ウェブ運用サービス 

 
 (コンテンツ運用) 

・ウェブサイト、メールマガジンな 

どの定期的、定型的なコンテンツ 

の制作/更新 

 (システム運用) 

 ・Ｅコマース、顧客データベース、 

 メール配信、アクセス解析ASP 

・システム保守 

・サーバーホスティング/レンタル 

(プロモーション運用) 

・ネット広告、リスティング広告、 

 アフィリエイトなどのオンライン 

 プロモーションの企画/運営 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社グループは、インターネットの特性を活かした革新的な市場を創造していくことを使命としています。現在は、

年間約６兆円と言われる日本の広告市場においてマス広告の効果が衰退していく流れの中で、PC/モバイルのウェブを

中核に据えた革新的なマーケティング市場を創造し、新たなマーケティング企業としてNo.１ブランドとなることを目

指しております。特に、市場で上流のポジションを確立するために、各業界を代表する企業を主要顧客とし、戦略性

の高い提案力、創造性の高いデザイン力、先端的な技術力をコアの強みとした独自性のある高いサービス品質と、顧

客の期待を超える“ハッピーサプライズ”を提供し続けることを方針としております。

 

(2）目標とする経営指標

 当社グループの主な経営指標は、売上高及び経常利益率であります。翌連結会計年度（平成21年３月期）の売上高は

40億円、また、経常利益率は10％以上を目標としております。

　また、当社グループの成長は顧客数の拡大と、一顧客あたりの年間売上高の向上によって実現されます。顧客との

長期的な関係をベースに、顧客のニーズを深堀し、幅広い解決策を提示していくことで付加価値を高めることが当社

グループの狙いであるため、一顧客あたりの年間売上高は重要な指標としています。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  PC/モバイルのウェブを中核に据えた総合的なマーケティング戦略を提案・実践していくために、戦略的なPC/モバ

イルサイト構築以外に、メディア開発、映像、プロモーション、イベントといった領域までサービスを急速に広げて

おります。今後は、当社グループのサービスの付加価値を高める企業に対してM&Aも視野に入れております。また、価

格競争に巻き込まれず高い収益率を確保するため、制作プロダクションの上位に位置する顧客の戦略的パートナーと

して、強いブランドの形成を目指しております。各業界を代表する企業を主要ターゲットとし、競合他社が模倣しに

くい革新的で創造性に富んだサービスを、優秀な人材の確保、社員教育、研究開発等を通して維持・強化して参りま

す。

 

(4）会社の対処すべき課題

  日本国内においては、ブロードバンド通信環境の整備や第３世代と言われる携帯電話の普及に伴い、インターネッ

トを基盤にした事業が消費者向け事業・法人向け事業に関わらず本格化しており、企業活動や消費者行動におけるイ

ンターネットの役割及びその重要性は、さらに高まっているものと考えております。当社グループは、インターネッ

トにおいて事業活動等を行う企業等に対して、ブランディングからインターネット事業戦略の策定、ウェブサイト構

築、ウェブ関連システム開発、運用など、顧客ニーズに柔軟に対応した一貫したサービスを提供しておりますが、こ

れら変化を重要なビジネスチャンスであると認識しており、当社グループの事業基盤の強化及びブランド力の向上を

図るとともに着実に成長戦略を実行していくため、以下の主要課題に取り組んでいく所存であります。

    ① 顧客ニーズの多様化及び事業領域の拡大

 インターネット関連市場の拡大に伴い、顧客企業等が求めるサービスのニーズは多様化しております。当社グループ

は、これら顧客ニーズに対応したサービス拡充を行っていくことが、当社グループの事業展開における一層の付加価

値向上に繋がるものと考えており、当社グループの既存事業と事業シナジーを有する周辺業務については積極的に事

業領域の拡大を検討していく方針であります。

   ② 顧客満足度の向上

  当社グループの事業分野においては、多種多様な事業者が参入しており競合が生じております。当社グループは、

業界においてこれら競合に巻き込まれにくいポジショニングを確立するため、顧客企業等からの信頼性向上及び業界

におけるプレゼンス強化を図っていくことが重要であるものと考えております。顧客企業等に対する最適な提案及び

受注プロジェクトの着実な遂行等を行い、また、顧客に対する継続的な情報提供や主要プロジェクトにおける経営陣

によるフォローアップの実施等により、顧客満足度の一層の向上を図っていく方針であります。 

   ③ 人材の確保と育成

  技術革新が進むインターネット業界において、先端領域で活躍できる人材を当社グループ内で継続的に確保してい

くことは、当社グループの事業成長における重要課題であります。現在、当社グループの人材採用は専門スキルを保

有する中途採用を中心としておりますが、これら採用を積極的に推進していくとともに、優秀な人材を確保するため

に、良質なプロジェクト実績を積み上げ、業界におけるプレゼンス向上を図っていく方針であります。また、中期的

には、新卒採用を含む当社グループにおける教育／研修の強化及びキャリアローテーションの一層の充実を図り、安
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定的かつ優秀な人材確保に努めていく方針であります。

    ④ 市場変化への対応

  インターネット関連分野においては、常に新たな技術やサービスモデルの開発及び導入が図られております。当社

グループにおいては、当該分野の動向を把握し、顧客企業等に対して最適なソリューションを提供していくことが求

められております。市場変化への対応としては、自社での情報収集及び一層の人的ネットワークの構築等を推進する

とともに、マーケティング手法や技術ノウハウ等の研修及び情報共有等を推進していく方針であります。また、これ

らを受注プロジェクトにおける実践及び実績として蓄積し、当社グループの一層のナレッジ強化を図っていく方針で

あります。

    ⑤ 情報セキュリティ体制の強化

  当社グループは、業務上、顧客企業等の機密情報及び個人顧客情報を取り扱っており、一部においてはEコマースサ

イトの運営代行業務を行っていることから、大量の個人情報を蓄積・管理しております。顧客サイトにおいては、不

正アクセス防止のための必要な保護策を講じているほか、グループ社内においても管理体制を構築し、グループ役職

員への個人情報保護及び情報セキュリティに関する教育実施に努めております。平成17年10月には個人情報保護に関

してプライバシーマークの認定を取得しております。

  しかしながら、今後の事業展開においては、取り扱う顧客企業等の個人情報や機密情報等は更に増加することが予

想されます。当社グループにおいては、これら顧客企業の情報管理や社内システム管理等については、今後も引き続

き強化を図っていく方針であります。

    ⑥ コンプライアンス体制の強化

  近年、企業活動においては高い倫理観が求められており、コンプライアンス上の問題は経営基盤に重大な影響を及

ぼすものであると考えております。当社グループは、「優れた倫理と優れたビジネスは同義である」との考えを基本

として事業活動に取り組んでおりますが、事業規模その他の点から必ずしも磐石ではないものと認識しており、顧客

企業等からの信頼性向上のため、今後もコンプライアンス体制の強化を図っていく方針であります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   628,381   855,175   

２．受取手形及び売掛金   729,530   911,996   

３．たな卸資産   43,077   55,846   

４．繰延税金資産   114,356   186,518   

５．その他   26,253   32,119   

貸倒引当金   △146   △137   

流動資産合計   1,541,454 83.2  2,041,519 84.2 500,064

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  55,281   84,351    

減価償却累計額  22,282 32,998  32,034 52,317   

(2）器具及び備品  126,654   151,179    

減価償却累計額  73,689 52,964  88,223 62,956   

有形固定資産合計   85,963 4.6  115,273 4.8 29,309

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   20,187   29,549   

(2）その他   1,628   65   

無形固定資産合計   21,816 1.2  29,614 1.2 7,798

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  26,378   17,500   

(2）敷金・保証金   177,082   219,659   

投資その他の資産合計   203,460 11.0  237,159 9.8 33,698

固定資産合計   311,240 16.8  382,047 15.8 70,807

資産合計   1,852,694 100.0  2,423,566 100.0 570,872
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   201,233   192,439   

２．未払金   66,900   57,397   

３．未払法人税等   9,186   17,678   

４．賞与引当金   62,687   82,400   

５．役員賞与引当金   21,016   30,167   

６．受注損失引当金   －   1,153   

７．その他   50,960   51,753   

流動負債合計   411,985 22.2  432,989 17.9 21,003

負債合計   411,985 22.2  432,989 17.9 21,003

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   423,250 22.9  511,570 21.1 88,320

２．資本剰余金   504,316 27.2  592,636 24.4 88,320

３．利益剰余金   513,142 27.7  886,371 36.6 373,228

株主資本合計   1,440,708 77.8  1,990,577 82.1 549,868

純資産合計   1,440,708 77.8  1,990,577 82.1 549,868

負債純資産合計   1,852,694 100.0  2,423,566 100.0 570,872
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(2）連結損益計算書

  
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   2,534,137 100.0  3,363,792 100.0 829,655

Ⅱ　売上原価   1,942,901 76.7  2,534,896 75.4 591,995

売上総利益   591,235 23.3  828,895 24.6 237,660

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  345,778 13.6  477,650 14.2 131,872

営業利益   245,457 9.7  351,245 10.4 105,788

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  540   1,620    

２．持分法による投資利益  －   813    

３．その他  717 1,257 0.0 1,008 3,442 0.1 2,184

Ⅴ　営業外費用         

１．持分法による投資損失  9,232   －    

２．株式交付費  －   13,793    

３．株式公開準備費用  － 9,232 0.3 16,826 30,619 0.9 21,387

経常利益   237,482 9.4  324,067 9.6 86,585

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  2,703   8    

２．受取補償金  －   1,950    

３．貸倒引当金戻入益  113 2,816 0.1 9 1,967 0.0 △849

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 1,359 1,359 0.1 1,493 1,493 0.0 133

税金等調整前当期純利
益

  238,938 9.4  324,541 9.6 85,602

法人税、住民税及び事
業税

 4,736   14,676    

法人税等調整額  △41,163 △36,427 △1.5 △72,162 △57,485 △1.8 △21,058

当期純利益   275,366 10.9  382,027 11.4 106,660
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(3）連結株主資本等変動計算書

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

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

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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

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

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 88,320 88,320  176,640 176,640

剰余金の配当   △8,799 △8,799 △8,799

当期純利益   382,027 382,027 382,027

連結会計年度中の変動額合計（千円） 88,320 88,320 373,228 549,868 549,868

平成20年３月31日　残高（千円） 511,570 592,636 886,371 1,990,577 1,990,577
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  238,938 324,541  

減価償却費  29,175 52,041  

貸倒引当金の減少額  △113 △9  

賞与引当金の増加額  26,418 19,712  

役員賞与引当金の増加額  21,016 9,151  

受注損失引当金の増加額  － 1,153  

受取利息及び受取配当金  △540 △1,620  

固定資産除却損  1,359 1,493  

投資有価証券売却益  △2,703 △8  

持分法による投資損益（△：益）  9,232 △813  

受取補償金  － △1,950  

売上債権の増加額  △47,652 △182,465  

たな卸資産の増加額  △13,224 △12,768  

仕入債務の減少額  △19,782 △8,794  

未払金の増加額（△：減少）  29,891 △8,855  

長期未払金の減少額  △10,000 －  

未払消費税等の増加額  9,387 2,849  

その他資産の減少額（△：増加）  30,648 △4,275  

その他負債の増加額（△：減少）  6,932 △1,342  

小計  308,986 188,039 △120,946

利息及び配当金の受取額  532 1,620  

補償金の受取額  － 1,950  

法人税等の支払額  △2,388 △8,489  

営業活動によるキャッシュ・フロー  307,131 183,120 △124,010
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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 －  

関連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  △38,336 △70,445  

無形固定資産の取得による支出  △14,410 △20,845  

敷金・保証金の払込による支出  △80,540 △43,027  

敷金・保証金の回収による収入  200 450  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △142,384 △124,168 18,216

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

株式の発行による収入  114,000 176,640  

配当金の支払額  － △8,799  

財務活動によるキャッシュ・フロー  114,000 167,841 53,841

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  278,746 226,793 △51,953

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  349,635 628,381 278,746

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 628,381 855,175 226,793
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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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

 

 

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。

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　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。

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、当連結会計年度におい

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。 

 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致

しております。

同左

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）

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。）

有価証券

その他有価証券

（時価のあるもの）

同左

 

 

（時価のないもの）

移動平均法による原価法を採用して

おります。

（時価のないもの）

同左

 

 

 

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。

たな卸資産

仕掛品

同左

 

 

貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

貯蔵品

同左
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項目
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 

 

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

有形固定資産

同左

 

 

 

 （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、当連結会計年度より、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

金等調整前当期純利益は、それぞれ

3,808千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

金等調整前当期純利益への影響は僅少

であります。

 

 

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
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項目
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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(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

 

 

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。

賞与引当金

同左

 

 

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。

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、

当連結会計年度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、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）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

 

 ─────

 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

等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。 

 

(5）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

(6）その他連結財務諸表作

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．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．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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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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．（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。

 

─────

２．（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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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．関連会社に関するものは次のとおりであります。 ※１．関連会社に関するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 26,378千円 投資有価証券（株式） 17,500千円

（連結損益計算書関係）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

※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 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

役員報酬 63,235千円

給与手当 100,528

賞与引当金繰入額 15,197

役員賞与引当金繰入額 30,167

採用費 40,833

支払手数料 103,231

※２．固定資産除却損の内訳 ※２．固定資産除却損の内訳

器具及び備品 1,359千円 器具及び備品 1,493千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 

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

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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） 58,660 6,000  64,660

合計 58,660 6,000  64,660

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6,000株は、有償一般募集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

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成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

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

                  次の通り、決議を予定しております。

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20年６月26日

定時株主総会
普通株式 21,014 利益剰余金 325 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※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

※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） （平成20年３月31日現在）

（千円） （千円）

現金及び預金勘定 628,381

現金及び現金同等物 628,381

現金及び預金勘定 855,175

現金及び現金同等物 855,175
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（リース取引関係）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

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

 
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 4,536 1,965 2,570

合計 4,536 1,965 2,570

（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。

 同左

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,198千円

１年超 2,570千円

合計 3,768千円

１年内 907千円

１年超 1,663千円

合計 2,570千円

（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。

同左

(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 1,780千円

減価償却費相当額 1,780千円

支払リース料 1,198千円

減価償却費相当額 1,198千円

(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
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（有価証券関係）

前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

5,803 2,703 － － － －

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

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

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

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

（退職給付関係）

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、退職給付制度を採用しておりませんので該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　当社グループは、退職給付制度を採用しておりませんので該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

ては、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

  
平成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  4,177 480 1,790

権利確定  － － －

権利行使  － － －

失効  6 － 37

未行使残  4,171 480 1,753

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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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 25,513

未払金 8,953

未払費用 4,558

貸倒引当金 4,332

繰越欠損金 425,809

その他 6,211

繰延税金資産小計 475,380

  

評価性引当額 △361,024

繰延税金資産合計 114,356

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 33,536

未払金 1,425

未払費用 4,820

繰越欠損金 289,640

その他 3,608

繰延税金資産小計 333,030

  

評価性引当額 △146,512

繰延税金資産合計 186,518

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等の永久差異項目 1.0

役員賞与引当金 3.6

住民税均等割額 1.0

評価性引当額の減少 △59.7

その他 △1.9

税効果会計適用後の法人税等負担率 △15.3

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等の永久に損金に算入されない

項目

1.0

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目

△0.9

役員賞与引当金 3.8

住民税均等割額 0.8

評価性引当額の減少 △64.9

その他 1.8

税効果会計適用後の法人税等負担率 △17.7
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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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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。

ｂ．所在地別セグメント情報

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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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。

ｃ．海外売上高

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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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。

（関連当事者との取引）

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）

　該当事項で重要な取引はありません。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項で重要な取引はありません。
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（１株当たり情報）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額 30,785.30円

１株当たり当期純利益金額 6,465.62円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
6,433.39円

 なお、潜在株式調整後１株当たり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。

 

  

　（注）　１株当たり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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（千円） 275,366 382,027

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 275,366 382,027

期中平均株式数（株） 57,287 59,086

   

潜在株式調整後１株あたり当期純利益金額   

普通株式増加数    －   296   

 （うち新株予約権（株）） （－）  (296)  

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３種類（新株予約権の

数6,447株）。

────── 

－ 30 －



（重要な後発事象）

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
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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。

（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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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   607,822   793,142   

２．受取手形   －   47,407   

３．売掛金 ※１  729,530   864,588   

４．仕掛品   38,662   54,643   

５．貯蔵品   4,090   2,092   

６．前払費用   21,737   28,749   

７．未収入金   3,192   8,346   

８．繰延税金資産   113,106   182,808   

９．その他   2,372   572   

貸倒引当金   △146   △137   

流動資産合計   1,520,370 81.3  1,982,214 81.3 461,844

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  55,281   84,351    

減価償却累計額  22,282 32,998  32,034 52,317   

(2）器具及び備品  126,654   151,179    

減価償却累計額  73,689 52,964  88,223 62,956   

有形固定資産合計   85,963 4.6  115,273 4.7 29,309

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   18,393   26,050   

(2）その他   1,628   65   

無形固定資産合計   20,022 1.1  26,116 1.1 6,093

３．投資その他の資産         

(1）関係会社株式   66,800   94,300   

(2）敷金・保証金   177,082   219,659   

投資その他の資産合計   243,882 13.0  313,959 12.9 70,077

固定資産合計   349,868 18.7  455,348 18.7 105,480

資産合計   1,870,239 100.0  2,437,563 100.0 567,324
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金 ※１  211,488   223,184   

２．未払金   63,427   54,346   

３．未払費用   11,541   10,890   

４．未払法人税等   6,741   7,405   

５．未払消費税等   26,014   24,623   

６．預り金   11,513   8,576   

７．賞与引当金   60,128   77,515   

８．役員賞与引当金   19,500   26,000   

９．受注損失引当金   －   1,153   

９．その他   －   315   

流動負債合計   410,354 21.9  434,011 17.8 23,657

負債合計   410,354 21.9  434,011 17.8 23,657

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   423,250 22.6  511,570 21.0 88,320

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  458,832   547,152    

(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 27.0  592,636 24.3 88,320

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  532,318   899,345    

利益剰余金合計   532,318 28.5  899,345 36.9 367,027

株主資本合計   1,459,884 78.1  2,003,551 82.2 543,667

純資産合計   1,459,884 78.1  2,003,551 82.2 543,667

負債純資産合計   1,870,239 100.0  2,437,563 100.0 567,324
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   2,534,137 100.0  3,362,492 100.0 828,355

Ⅱ　売上原価   1,955,845 77.2  2,596,495 77.2 640,650

売上総利益   578,292 22.8  765,996 22.8 187,704

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  335,048 13.2  436,832 13.0 101,783

営業利益   243,243 9.6  329,164 9.8 85,921

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  533   1,531    

２．賃貸収入 ※１ 444   1,388    

３．その他  717 1,694 0.0 966 3,886 0.1 2,191

Ⅴ　営業外費用         

１．賃貸費用  666   1,682    

２．株式交付費  －   13,793    

３．株式公開準備費用  － 666 0.0 16,826 32,302 1.0 31,636

経常利益   244,272 9.6  300,748 8.9 56,475

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  2,703   －    

２．関係会社株式売却益  －   7,200    

３．受取補償金  －   1,950    

４．貸倒引当金戻入益  113 2,816 0.1 9 9,159 0.3 6,342

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※３ 1,359 1,359 0.0 1,493 1,493 0.0 133

税引前当期純利益   245,728 9.7  308,413 9.2 62,684

法人税、住民税及び事
業税

 2,290   2,290    

法人税等調整額  △39,913 △37,623 △1.5 △69,702 △67,412 △2.0 △29,788

当期純利益   283,352 11.2  375,826 11.2 92,473
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製造原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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
（％）

Ⅰ　労務費  666,500 33.9 793,437 30.4

Ⅱ　経費 ※ 1,301,026 66.1 1,819,039 69.6

当期総製造費用  1,967,526 100.0 2,612,476 100.0

期首仕掛品たな卸高  26,981  38,662  

合計  1,994,508  2,651,139  

期末仕掛品たな卸高  38,662  54,643  

売上原価  1,955,845  2,596,495  

　（脚注）

前事業年度 当事業年度

当社の原価計算は実際原価による個別原価計算を採用して

おります。

同左

※　経費の主な内訳は次の通りであります。 ※　経費の主な内訳は次の通りであります。

外注費 1,066,861千円

地代家賃 82,588

消耗品費 28,220

減価償却費 24,838

外注費 1,474,405千円

地代家賃 128,188

消耗品費 38,487

減価償却費 43,366
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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） 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

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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） 423,250 458,832 45,483 504,316 532,318 532,318 1,459,884 1,459,884

事業年度中の変動額         

新株の発行 88,320 88,320  88,320   176,640 176,640

剰余金の配当     △8,799 △8,799 △8,799 △8,799

当期純利益     375,826 375,826 375,826 375,826

事業年度中の変動額合計（千円） 88,320 88,320  88,320 367,027 367,027 543,667 543,667

平成20年３月31日　残高（千円） 511,570 547,152 45,483 592,636 899,345 899,345 2,003,551 2,003,551
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

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。

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。

その他有価証券

（時価のないもの）

同左

 

 

（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。）

（時価のあるもの）

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

仕掛品

個別法による原価法を採用しております。

仕掛品

同左

 

 

貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

 

 

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

有形固定資産

同左

 

 

   （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

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

当期純利益は、それぞれ3,808千円減少し

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

当期純利益への影響は僅少であります。

 

 

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（１～５年）に基

づく定額法によっております。

無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４．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

 

 

賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支払

見込額の当期負担額を計上しております。

賞与引当金

同左

 

 

役員賞与引当金

役員の賞与の支払に備えて、役員賞与支

払見込額の当期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。

 

 

 

 

 

 

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、

当事業年度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、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。 

５．繰延資産の処理方法

 

──────

 

株式交付費

支払時に全額費用計上しております。

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

 

──────

 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物等為

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。

 

７．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

８．その他財務諸表作成のた

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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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．（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1,459,884千

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。

 

──────

２．（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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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほかに次のものがあります。

※１．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほかに次のものがあります。

売掛金 14,742千円

買掛金 26,966

買掛金   54,673千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

賃貸収入 444千円 賃貸収入 1,388千円

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は49％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は51％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は32％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は68％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 38,982千円

給与手当 82,395

法定福利費 15,816

支払手数料 62,307

減価償却費 3,237

地代家賃 10,865

採用費 28,095

賞与引当金繰入額 7,600

役員賞与引当金繰入額 19,500

役員報酬 44,901千円

給与手当 100,259

法定福利費 18,129

支払手数料 96,517

減価償却費 5,026

地代家賃 20,272

採用費 37,341

賞与引当金繰入額 15,162

役員賞与引当金繰入額 26,000

※３．固定資産除却損は、器具及び備品1,359千円であり

ます。

※３．固定資産除却損は、器具及び備品1,493千円であり

ます。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

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

 
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 4,536 1,965 2,570

合計 4,536 1,965 2,570

（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。

同左

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,198千円

１年超 2,570千円

合計 3,768千円

１年内 907千円

１年超 1,663千円

合計 2,570千円

（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。

同左

(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 1,780千円

減価償却費相当額 1,780千円

支払リース料 1,198千円

減価償却費相当額 1,198千円

(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）

　前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３

月31日）における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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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 24,472

未払金 8,953

未払費用 4,558

貸倒引当金 4,332

未払事業税 1,822

繰越欠損金 425,809

その他 428

繰延税金資産小計 470,376

  

評価性引当額 △357,270

繰延税金資産合計 113,106

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金 31,548

未払金 1,425

未払費用 4,432

未払事業税 2,113

繰越欠損金 289,640

その他 160

繰延税金資産小計 329,320

  

評価性引当額 △146,512

繰延税金資産合計 182,808

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等の永久差異項目 1.0

役員賞与引当金 3.2

住民税均等割額 0.9

評価性引当額の減少 △59.5

その他 △1.6

税効果会計適用後の法人税等負担率 △15.3

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等の永久に損金に算入されない

項目

1.1

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目

△1.0

役員賞与引当金 3.4

住民税均等割額 0.7

評価性引当額の減少 △68.3

その他 1.5

税効果会計適用後の法人税等負担率 △21.9
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額 30,985.95円

１株当たり当期純利益金額 6,360.66円

潜在株調整後

１株当たり当期純利益金額
   6,328.96円

なお、潜在株式調整後１株当たり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。

 

　（注）　１株当たり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。

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（千円） 283,352 375,826

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 283,352 375,826

期中平均株式数（株） 57,287 59,086

   

潜在株式調整後１株あたり当期純利益金額   

普通株式増加数 － 296

 （うち新株予約権（株））                            (－)                           (296) 

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３種類（新株予約権の数

6,447株）。

──────

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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。

（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．その他
(1）役員の異動

  後日お知らせいたします。

 

(2）その他

 該当事項はありません。
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