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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 5,811 △2.9 3 △99.4 15 △96.8 △355 －

19年３月期 5,982 － 494 － 496 － 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 △5,938 83 － － △7.9 0.3 0.1

19年３月期 4,605 71 4,526 30 6.0 7.9 8.3

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 －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 5,261 4,396 82.4 72,424 46

19年３月期 6,403 4,762 73.3 78,364 16

（参考）自己資本 20年３月期 4,335百万円 19年３月期 4,691百万円

 

(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 586 △369 △109 2,523

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 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

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 0 00 0 00 － － －

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

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中間期増減率）

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

2,339 △17.1 △278 － △278 － △272 － △4,547 27

通　　期 5,376 △7.5 29 839.5 29 87.6 7 － 118 20

－ 1 －



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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

 

(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 59,868株 19年３月期 59,862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、添付資料の33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 4,068 △12.3 78 △85.7 104 △81.5 △448 －

19年３月期 4,638 37.4 550 54.6 561 68.2 327 7.7

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 △7,495 38 － －

19年３月期 5,489 83 5,395 18

 

(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 4,839 4,316 89.2 72,102 57

19年３月期 6,094 4,764 78.2 79,598 87

（参考）自己資本 20年３月期 4,316百万円 19年３月期 4,764百万円

 

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中間期増減率）

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

1,440 △30.5 △245 － △237 － △237 － △3,974 05

通　　期 3,448 △15.2 16 △78.5 31 △69.7 9 － 151 96

※　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、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

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

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度における我が国の経済は、サブプライム問題に端を発した米国経済の不調から投資家の資金が商品

市場に流れていく中、我が国の景気も商品価格の上昇、株安や円高により徐々に停滞感が漂ってまいりました。

　一方、携帯電話加入契約数は、平成20年３月末には前年同期比6.2％増の10,272万となり、第３世代移動通信サービ

ス（３G）対応の携帯電話契約数は前年同期比26.0％増の8,805万に達しました（出所：社団法人電気通信事業者協会）。

平成18年４月１日よりサービス開始となりました「ワンセグ」の視聴可能携帯電話出荷台数が平成20年２月末までに

2,587万台（出所：社団法人電子情報技術産業協会）と急激に普及するなど、今後とも携帯電話の多様化・多機能化に

よるサービスの市場拡大が予想されます。また、端末・通信料金体系の変更等、キャリア間の競争は激しさを増し、

当社を取り巻く環境は、これまでにない大きな変革期に入っております。

　このような状況下、エンタテインメントセグメントにおいては、新規サイトの立ち上げならびに既存サイトの充実

に取り組み、また、事業収益の拡大を目指し、主にWebサイト上で主婦を対象としたマーケティング事業や広告事業を

行う株式会社ジェイ・マーチを子会社化し共同展開を図りました。メディアセグメントにおいては、EPG事業の拡大な

らびに放送と通信の連携分野でのサービス展開、また、子会社株式会社NANOぴあと共同で各地域におけるクロスメディ

ア事業に取り組んでまいりました。

　一方で当社は、平成19年10月29日に公表いたしました平成20年３月期個別及び連結の通期（平成19年４月1日～平成

20年３月31日）の業績予想を修正いたしました。その理由は以下のとおりです。

 （個別）

　前回業績修正時に比べ、売上高は若干予想を上回り、また、メディア部門の課金収益が好調に推移したことに加え、

ワンセグ携帯電話の視聴アプリ等の開発受託や、ピースロイヤリティの増加、また経費削減等による利益率の改善に

より、営業利益、経常利益とも前回修正時に比べ改善いたしました。しかしながら、中間期に引続き財務の健全性を

積極的に確保する目的から以下のとおり特別損失を計上した結果、当期純損失は前回修正時に比べ下回ることとなり

ました。

 （連結）

　比較的好調に推移した個別業績に対し、連結売上高は子会社で売上予定であった案件の期ずれが発生し売上高、営

業利益、経常利益とも前回業績修正時に比べ下回る結果となりました。また当期純損失は個別において特別損失を追

加計上をしたことにより、前回修正時を下回ることとなりました。

 （特別損失の内訳）

　個別、連結各々の内訳は以下のとおりです。

　個別）

　①固定資産の減損損失 　77百万円  (取引先との契約変更や予想収益減少に伴う損失等）

 　　　　　　　　　　  （43百万円）

　②固定資産の除却損失  126百万円 （陳腐化機器や役務終了による資産の除却等)

  　　　　　　　　　　 （56百万円）

　③投資有価証券評価損   69百万円 （出資先業績の影響による株式評価損）　

 　　　　　　　　　　  （39百万円） 

　投資損失引当金繰入　　295百万円 （NANOぴあに対する株式投資損失引当）

 　　　　　　　　　　 （295百万円）

          特別損失合計　569百万円

  　　　　　　　　　　（436百万円）

　連結） 

　①上記個別①+②+③    273百万円

  　　　　　　　　    （140百万円）

　②のれんの減損損失    229百万円 （NANOぴあの収益化遅れによるのれんの減損損失） 

  　　　　　 　　　   （229百万円）

　　　　特別損失合計    502百万円

  　　　　　　　　    （369百万円）

 　　　(　)内金額：うち中間期（４-９月）までに計上した額

 　以上の結果、当連結会計年度の売上高は5,811百万円（前年同期比97.1％）、経常利益は15百万円（前年同期比

3.2％）、当期純損失は355百万円（前年同期の連結当期純利益は275百万円）となりました。
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　各セグメント別の業績については次のとおりであります。

①　エンタテインメントセグメント

　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」にてインディーズサイトを立ち上げ、リアルコンサートとの連動を図り、株式会社エムアップとの協業案件で

あるデコレーションメールサイト「アーティスト公式デコメ」を開設する等、更なるコンテンツの拡充に努めました。

また、主にWebサイト上で主婦を対象としたマーケティング事業や広告事業を行う株式会社ジェイ・マーチを平成19年

４月より子会社化し、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等の共同展開をする一方、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を開始いたし

ました。しかしながら、一部権利保有者との業務受託契約の終了等があった結果、当セグメントの売上高は2,566百万

円（前年同期比81.3％）、営業利益は207百万円（前年同期比27.4％）となりました。　

②　メディアセグメント

　メディアセグメントにおきましては、EPG事業における課金収入ならびにロイヤリティ収入が引続き堅調に推移し、

加えてKDDI株式会社に対するアプリ納入により増収となりました。また、タレントの出演スケジュールを検索できる

サイト「タレントスケジュール」の提供を開始いたしました。連結子会社の株式会社NANOぴあにおいては九州地区、

中国地区、四国地区等各エリアにおける「デートぴあ」の出版とモバイルサイトの開設、Mook本である「高知の女

1,000人のホンネ。」の出版、さらにジャパンケーブルネット株式会社等との連動企画の布石を打つなど各地域でのク

ロスメディア事業を推進してまいりました。その結果、当セグメントの売上高は3,245百万円（前年同期比114.8％）

となりましたが、営業利益は229百万円（前年同期比115.7％）になりました。

　次期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の見通しにつきましては次のとおりであります。

　次期における当社グループを取り巻く環境は、携帯電話の高機能化、通信環境の広域化、パケット通信料定額制の

普及などにより携帯電話向けコンテンツの需要は高まると同時にユーザーニーズの多様化が予想されます。　

　また、モバイルコンテンツ配信分野においては、従来のキャリア公式サイトの利用に加え、一般サイト（キャリア

公式サイト以外のサイト）の利用者増加や、携帯電話とＰＣサイト、放送、雑誌等と連動したクロスメディアコンテ

ンツのニーズが高まることが予想されます。　

　このような状況下、エンタテインメントセグメントにつきましては、新規キャリア公式サイトの立ち上げ、ならび

に既存サイトのコンテンツ充実に取り組んでまいります。また、株式会社ジェイ・マーチと共にターゲットを絞った

一般サイトの展開と共に、広告・マーケティング事業について、事業拡大を計画しております。

　メディアセグメントにつきましては、引き続きワンセグチューナー付携帯電話をはじめとしたプリインストールア

プリの提供による有料会員数増加ならびにロイヤリティ・開発受託による収入を計画しております。また、タレント

出演スケジュール検索サイト事業等を積極的に推進していく方針です。　

　株式会社NANOぴあにつきましては、地域情報誌等の出版事業拡大と合わせ、地域情報ネットワークの構築を計画し

ております。当社は株式会社NANOぴあと連携し、携帯電話を活用した放送と連携する新規サービスや、携帯電話とTV

ガイド誌や地域情報誌とが連携するクロスメディア事業の拡大を計画しております。

　以上により、平成21年３月期の連結業績につきましては、売上高5,376百万円（前期比7.5％減）、経常利益29百万

円（前期比93.3％増）、当期純利益7百万円（前年同期の当期純損失は355百万円）を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

 　　 当連結会計年度末における総資産は5,261百万円となり前連結会計年度末比1,141百万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361百万円減少したこと、有形・無形固定資産が減価償

　　却等により602百万円減少したこと等によるものであります。また、純資産はのれんの減損損失等の特別損失が発生

　　したこと等により355百万円の当期純損失を計上したため、前連結会計年度比365百万円減少し、4,396百万円となり

　　ました。

　　　なお、自己資本比率は9.1ポイント改善いたしました。

  当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は固定資産の取得及び預り金の減少による

支出等があったものの、売上債権の減少及び減価償却などにより107百万円増加し、当連結会計年度末には2,523百

万円となっております。
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  当連結会計年度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）

　営業活動の結果得られた資金は586百万円となりました。

　これは、主に税金等調整前当期純損失463百万円の計上、預り金の減少392百万円及び法人税等の支払215百万円等

の減少要因があったものの、売上債権の減少385百万円、たな卸資産の減少183百万円、減価償却費513百万円、のれ

ん償却額231百万円及び減損損失306百万円等の増加要因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）

　投資活動の結果使用した資金は369百万円となりました。

　これは、有形固定資産の売却による収入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504百

万円等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）

　財務活動の結果使用した資金は109百万となりました。

 　　　 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。

      当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率（％） 73.3 82.4

時価ベースの自己資本比率（％） 200.1 52.8

債務償還年数（年） － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 　 ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

 　 ※有利子負債及び利払いがないため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しており

　　　ません。

(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、株主への長期的かつ安定的な利益還元を重要な経営課題として認識しており、毎期の業績、財政状況を勘

案しながら検討していく所存であります。しかしながら、当社は、未だ成長過程であることから、企業体質の強化、

将来の積極的な事業投資および内部留保の充実を図るために配当を行っておりません。

　今後につきましては、将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを図りながら毎期の業績、財政状況を

勘案し、配当による株主への利益還元を検討していく所存であります。

　また、平成18年５月に施行されました会社法により配当に関する制限が緩和されましたが、今後の利益配分の方針

に関しましても検討していく所存であります。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は当決算短信の提出日現在において判断したも

のであります。

①　当社グループの業績について

　当社は、平成11年４月に設立され、第10期を経過しておりますが、平成19年３月期より子会社株式会社NANOぴあ

の業績および当連結会計年度より子会社株式会社ジェイ・マーチの業績を連結しているため、過年度の経営成績は、

今後の売上高、利益等の成長を判断する材料としては不十分である可能性があります。

②　特定キャリアへの依存について

　当社は、株式会社NTTドコモのiモード、KDDI株式会社のEZwebおよびソフトバンクモバイル株式会社のYahoo!ケー

タイを通じて、エンドユーザーにコンテンツサービスを提供しております。当社が各キャリアとの契約に基づき、

各キャリアの情報料回収代行サービスを利用して、エンドユーザーから情報料を回収しております。今後、各キャ

リアの経営方針の変更、事業環境の動向によっては、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

　当社全体の情報料に占めるキャリア別比率は以下のとおりです。

キャリア 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

％ ％ ％

株式会社NTTドコモ 53.6 51.4 45.3

KDDI株式会社 27.7 32.6 39.9

ソフトバンクモバイル株式会社 18.7 16.0 14.8

計 100.0 100.0 100.0

③　市場動向について

　当社の主要な事業領域であるモバイルコンテンツ市場は、これまで携帯電話の契約数（インターネット接続契約

含む）の伸びとともに急速に拡大してまいりました。

　しかしながら、今後は携帯電話契約数全体の伸びが鈍化傾向にあることから、キャリアの経営方針の変更、経済

情勢の変化により、モバイルコンテンツ市場の伸び自体も鈍化傾向になる可能性があります。結果として、業績が

影響を受ける可能性があります。

　携帯電話契約数及びインターネット接続契約数の推移は以下のとおりです。

平成18年３月末
（増加率）

平成19年３月末
（増加率）

平成20年３月末
（増加率）

携帯電話契約数　　　　　（千件） 91,792 5.5％ 96,717 5.4％ 102,725 6.2％ 

（内、インターネット接続契約数） 79,758 6.1％ 84,372 5.8％ 88,686    5.1％ 

④　当社の会員数の推移について

　当社は積極的にコンテンツの充実及び新規サイトの立ち上げ、さらに各サイトの有料会員数の増加を目指し有効

な販売促進活動を行っていく所存であります。しかし、当社が魅力的かつ有益なサービスを適宜提供できない場合、

有料会員数の減少から情報料が減少し業績が影響を受ける可能性があります。

⑤　各キャリアとの契約について

　当社は、各キャリアとの間でコンテンツ供給に関する契約および情報料回収代行サービスに関する契約または債

権譲渡契約を締結しております。各々の契約には、当社の財政状況等の悪化によりサービスの提供が困難になった

場合や、当社のコンテンツの内容に関して各キャリアにユーザーから苦情が多発したなどの事由が発生した場合は、

各キャリアが契約を解除できる条項があります。当社は、今まで契約解除に該当する事由が発生したことはありま

せんが、当社に契約解除に該当する事由が発生した場合には、キャリアとの契約が解除となり、業績が影響を受け

る可能性があります。
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⑥　コンテンツ権利保有者との契約について

　当社は、外部のコンテンツ権利保有者からコンテンツ供給を受けているサイトを有しておりますが、今後、権利

保有者からコンテンツ供給を受けられない場合、また、コンテンツ調達コストが上昇した場合、当該サイトを運営

できなくなり、業績が影響を受ける可能性があります。

⑦　競合について

　当社は、複数の有料コンテンツを有しておりますが、今後、同様の有料コンテンツを提供する有力な競合他社が

出てくる可能性があります。当社グループは積極的に既存有料コンテンツの内容の充実及び新規サイトの立ち上げ、

さらには新規事業の開拓を行っていく所存でありますが、当社グループが魅力的かつ有益なサービスを適宜提供で

きない場合、競合他社との競争激化による情報料単価の引き下げ、会員数の減少などにより業績が影響を受ける可

能性があります。　

　また、当社は、各キャリア向けにアプリの企画、開発などを積極的に行っておりますが、有力な競合他社が出て

きた場合、当社アプリが各キャリアに採用されないことにより、業績が影響を受ける可能性があります。

　当社は、KDDI株式会社とソフトバンクモバイル株式会社が販売している一部の携帯電話にアプリをプリインストー

ル提供しておりますが、今後、プリインストールが予定されている携帯電話の販売時期の延期等が生じた場合、業

績が影響を受ける可能性があります。

⑧　アプリケーションの開発について

　当社は、EPG事業において、各キャリア、携帯電話メーカー向けにアプリの企画、開発を積極的に行っております。

しかし、開発が計画どおりに進まず、開発コストが上昇して採算が悪化したり開発が遅れることにより業績が影響

を受ける可能性があります。

⑨　当社子会社について

　当社は、子会社株式会社NANOぴあを有しております。同社は、放送・携帯電話・雑誌の連携によるTV関連情報サー

ビスの提供、および各地域エリアにおけるクロスメディア・ソリューションサービスの提供等を行っていく所存で

あります。また、平成19年４月に株式会社ジェイ・マーチを子会社化し、同社は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等を行っていく所存であります。しかし、これら子会社が魅力的かつ有益なサービスを適宜

提供できない場合、業績が計画どおり推移せず、のれんの評価や取込損益の悪化を通じて、業績が影響を受ける可

能性があります。

⑩　大株主との関係について

　平成20年３月末日現在、伊藤忠商事株式会社は当社の発行済株式の51.3％を保有する親会社であり、同社と当社

の関係は下記の通りであります。

イ．伊藤忠商事株式会社における当社の位置づけ

　当社は、総合商社である伊藤忠商事株式会社のモバイル＆ワイヤレス部が主管する連結子会社であります。伊

藤忠商事株式会社の携帯電話業界におけるコンテンツ事業を専業とする戦略会社として同社の情報通信分野の一

翼を担っております。同社は通常の株主としての権利のみ保有しており、当社に対する経営上の重要な意思決定

権限はありません。

ロ．人的関係

「役員の兼務」

　平成20年３月末日現在、当社役員９名（取締役６名、監査役３名）のうち、３名が当社の親会社である伊藤忠

商事株式会社の従業員を兼ねております。当該役員の氏名及び親会社での役職は以下のとおりであります。親会

社での役職、携帯電話業界での知識、経験など当人の総合的能力により、当社の経営に貢献できるとの判断に基

づき当社が招聘しております。

当社における役職 氏名 伊藤忠商事株式会社における役職

取締役（非常勤） 渡辺　一郎 モバイル＆ワイヤレス部長

取締役（非常勤） 横田　純平
株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーショ

ンズ出向

監査役（非常勤） 数面　浩尚 宇宙・情報・マルチメディア事業総括部所属
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「従業員の受け入れについて」

平成20年３月末日現在、当社の常勤役員５名、従業員103名中、当社の親会社である伊藤忠商事株式会社からの出

向社員を、従業員として４名受け入れております。成長過程である当社としては、当人の総合的能力から当社の

業績に貢献できるとの判断で受け入れておりますが、今後の受け入れは最小限にとどめ、当社独自の採用により、

優秀な人材の確保に努めていく所存であります。

ハ．伊藤忠商事株式会社との取引関係

　平成20年３月期における伊藤忠商事株式会社との関連当事者取引に該当するものは以下のとおりです。

取引の内容 取引金額（千円） 科目 期末残高（千円）

サイトの運営受託　    　  （注）２ 499,794 売掛金 132,788

コンサルタント業務受託　　（注）２ 135,457 売掛金 23,298

企画・制作・運用の業務受託（注）２ 33,984 売掛金 4,526

　取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　２．取引条件については、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決定してお

ります。

⑪　システムトラブルに関するリスク

　当社は、当社が保有するコンピュータシステム及び通信ネットワークにより、エンドユーザーに対して24時間サー

ビスを提供しておりますが、自然災害や事故などによりシステムの故障、通信ネットワークの切断等の障害が起こ

り、サービスの提供を停止せざるを得ない場合があります。

　さらに外部からの当社設備への不正な手段によるアクセスや、コンピュータウィルスの侵入などにより、サーバー

の誤動作や、重要なデータの消去などが発生した場合、業務に支障をきたし、業績に影響を受ける可能性がありま

す。

⑫　人材の確保について

　当社グループは、成長の過程にあり、事業拡大のため、営業担当者・システム技術者・コンテンツサイトの運営

オペレータなど、各方面で優秀な人材を確保していくことが重要になります。当社グループでは優秀な人材の確保

に努力していく所存ですが、人材の確保が順調に進まなかった場合、業務に支障をきたし、経営成績に影響が出る

可能性があります。

⑬　知的財産権に関するリスク

 当社は、当社の提供するサービスのプログラムに関して独自に企画・開発（一部外部へ発注）しており、現時点に

おいて、当社の提供するサービスが第三者の特許権などの知的財産権を侵害しているという認識はありません。

　しかしながら第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権が、当社事業にどのように適用さ

れるかについて全てを予測することは困難であり、今後、当社サービスに係る分野で第三者の知的財産権が成立し

たり、当社が認識していない知的財産権が既に成立している場合、当該所有者から権利侵害による損害賠償義務を

負ったり、侵害部分の設計変更や当社サービスの一部を停止する必要が生じる可能性があります。また、当該知的

財産権を継続使用するために、使用料（ロイヤリティ）を支払い、ライセンスを受ける場合もあり、経営成績に影

響を与える可能性があります。

　さらに、EPG事業においては、第三者の特許権に関連した技術を使用しており、使用料を支払い、ライセンスを受

けておりますが、当該知的財産権を継続使用するために使用料が上昇し、採算が悪化したり、当該ライセンス契約

が継続困難な場合に、当該サービスの提供を停止せざるを得ない可能性があり、経営成績に影響を与える場合があ

ります。

　また、当社がコンテンツ使用許諾を受けている権利保有者に知的財産権の侵害があった場合、契約上は当社に損

害賠償の義務は一切ありませんが、それ以降の当社サイトにおける当該権利保有者関連のコンテンツ提供が継続困

難となる可能性があります。

⑭　法的規制に関するリスク

　当社グループの事業展開にあたって特有の法的規制や業界の自主規制などはありませんが、今後の法改正などに

より当該分野において法的規制が適用されることになった場合、当社グループの事業展開に制約を受けたり、対応

措置をとる必要が生じる可能性があります。

㈱ナノ･メディア(3783)　平成 20 年３月期　決算短信

－ 8 －



⑮　情報セキュリティについて

　当社グループは、推進する事業の性格上、個人情報を取り扱っており、「個人情報の保護に関する法律」に規定

される個人情報取扱事業者に該当いたします。個人情報の取り扱いにつきましては、コンプライアンスの一環とし

て「個人情報の保護に関する法律」に沿った対応をとり、管理体制の維持運用、社員の教育研修を行い、細心の注

意を払ってまいりました。さらに平成16年12月に、情報セキュリティ管理の国内規格ISMS適合性評価制度「ISMS認

証基準(Ver.2.0)」と英国規格「BS7799-2:2002」の認証を取得いたしました。また、国際標準機構（ISO）が情報セ

キュリティマネジメントの国際基準として「ISO27001」の規格化したことをうけ、平成19年１月には移行審査を経

て、「ISO/IEC27001:2005」および「JIS Q 27001:2006」の認証を取得いたしました。しかしながら、情報管理の不

徹底、システムトラブル、第三者による不正アクセスなどにより個人情報を含む重要な情報の紛失、漏えいがあっ

た場合、経営成績、財政状態などに影響を与える可能性があります。

⑯　訴訟などに関するリスク

　当社グループは、これまで事業に関連した訴訟事件が発生したことはありませんが、事業の性格上取り扱ってい

る個人情報・その他重要な情報の管理の不徹底、システムトラブル、第三者による不正アクセスによる情報漏えい

などにより訴訟を受ける可能性があります。その訴訟内容や、賠償金額によっては経営に影響を及ぼす可能性があ

ります。

⑰　配当政策について

　当社は、未だ成長過程であることから、企業体質の強化、将来の積極的な事業展開及び内部留保の充実を図るた

めに配当を行っておりません。

　しかしながら、株主への長期的かつ安定的な利益還元を重要な経営課題として認識しており、毎期の業績、財政

状況、将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを勘案しながら検討していく所存であります。

⑱　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、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に従い、平成17年１月19日開催の臨時株主総会決議、平成17

年６月23日開催の定時株主総会決議に基づき、当社取締役及び従業員に対してインセンティブを目的とした新株予

約権（ストックオプション）を付与しております。今後につきましても当社取締役及び従業員に対するインセンティ

ブとして新株予約権の付与を検討していく所存であります。

　これら新株予約権の権利行使が行われた場合、株式価値が希薄化する可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（株式会社ナノ・メディア）、子会社２社及び親会社１社で構

成され、インターネットに接続可能な携帯電話のネットワークを介して、一般消費者向けに情報コンテンツならびにサー

ビスを提供する事業を行っております。エンタテインメントセグメントは、エンタテインメント分野におけるモバイル

コンテンツ配信事業、子会社である株式会社ジェイ・マーチと共にコミュニティサイトの運営、リサーチマーケティン

グ事業等を行っております。メディアセグメントは、EPG（電子番組ガイド）を主たるコンテンツとした放送と通信の連

携サービスならびに子会社である株式会社NANOぴあと共に、TVガイド誌・地域情報誌と携帯電話を連携させたクロスメ

ディア型サービスを提供しております。また、親会社である伊藤忠商事株式会社からは、主にモバイルサイトの運用を

受託しております。

　当事業における事業の系統図は、以下のとおりであります。

権
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保
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ザ
ー
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親
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）

伊
藤
忠
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㈱
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回収代行手数料

コンテンツ配信

情報料

回収代行手数料
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業務受託料

コンテンツ配信
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回収代行手数料

サイト運営委託
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情報・サービス
の流れ

金銭の流れ
情報・サービス
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金銭の流れ
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コンテンツ使用料
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ぴ
あ
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ー
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Ｎ
Ａ
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Ｏ
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（
子
会
社
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告

ク
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イ
ア
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広
告
代
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店
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購読料・代金
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代金
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取
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アプリケーション・
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業務受託料

取
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制作受託

業務受託料
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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、個人のメディアとして確立した携帯電話を中心に、コンテンツとサービスを提供する会社として

業界No.１になることを目指してまいります。特に注力しております分野としましては、以下３領域です。

①　放送（PUSH）と通信（PULL）の連携する分野でのサービスの開発および展開を図ってまいります。

②　第３世代携帯電話（３G）に向けてさらに高機能化する携帯電話に向け、個人のメディアとして必須の機能を活用

した、新たなサービスコンテンツの開発を目指します。

③　モバイルメディアとしてのメリットを活かしながら、既存のメディア（放送、出版等）との連携ならびにシナジー

を追及し、最大限のビジネス展開を図ります。

(2）目標とする経営指標

　当社が重要と考えております経営指標は売上高営業利益率であり、事業規模の拡大と共に利益率の向上を目標とし

ております。中期的には売上高営業利益率15％を目標としており、継続的にその目標を達成することで企業価値の最

大化を図ってまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループを取り巻く関連業界の環境は、地上デジタル放送「ワンセグ」に代表される放送と通信の連携サービ

スの市場拡大や、第３世代携帯電話の普及をはじめとした高機能化や、パケット通信料定額制の普及などにより携帯

電話向けコンテンツの需要は高まることが予想されます。　　

　このような環境の中、当社グループは、テレビ・ラジオ等の放送と通信の連携したサービス提供、TVガイド誌・地

域情報誌等と携帯電話を連携させたクロスメディア事業、アーティストのファンサイトやエンタテインメント系コン

テンツ提供、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等を事業の柱としており、以下に述べる事業

戦略をベースに高い成長性を維持し、企業価値を継続的に拡大していくことを目指してまいります。

①　メディアセグメント

　当セグメントは、今後の当社グループの事業成長を支える柱として注力していく分野であり、各キャリアにおけ

る公式サイトであるテレビ番組情報を配信するTV情報総合サイトの有料会員獲得に加え、タレントのTV、ラジオ出

演や、コンサートスケジュールなどが一覧、検索できるサイト「タレントスケジュール」のサービス拡充、また放

送と携帯電話による通信の連携を図るために、アプリの携帯電話へのプリインストールによる標準搭載化が重要な

戦略と位置付けております。この標準搭載化により、携帯電話ユーザーのサービスへの入り口（ポータル）を提供

し、メディアとしての優位性を確保し、公式サイトとしての有料会員収益の他に、広告プロモーション、ソリュー

ションの提供によるロイヤリティやコマースのインターフェースなど、収益の多様化を目指してまいります。また、

ワンセグチューナー付携帯電話にて、チューナーとEPGが連動するアプリの標準搭載を推し進めることにより、市場

での優位性を維持し、さらなる事業の拡大を目指してまいります。

　クロスメディア事業につきましては、TV・FMチューナー付携帯電話を活用した放送局との新規サービスや、TVガ

イド誌や地域情報誌と携帯電話を連携させたサービス等による事業拡大を目指してまいります。

②　エンタテインメントセグメント

　当セグメントは、今後のさらなる事業拡大のため、既存コンテンツの充実や積極的な販売促進活動による継続的

な加入者の獲得に加え、今後、各サイトにおいて動画や着うた等新規コンテンツ提供、オリジナルグッズや携帯サ

イト限定商品等のモバイルコマースによる収益の多様化を推し進めてまいります。また、コンテンツ権利保有所等

アライアンスパートナーとの関係強化による新規コンテンツの開拓や、エンタテインメント領域における独自メディ

アの構築やマーケティングリサーチ事業の積極展開も計画しております。

③　その他社内横断的な取組

　当社独自に培ってきたサイト構築・運営等を通じて蓄積してきた経験やノウハウ、ソフトウェア開発能力を活か

し、サイトの構築、コンサルティング、アプリの開発等のソリューション分野の開拓を進めます。また放送と通信

の連携サービス等の経験やノウハウの強みを活かし、他社との差別化を図りながら更なる事業収益の多様化を目指

してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　今後、携帯電話のマーケットは、端末流通や通信料金体系の多様化によりキャリア間の競争は激しさを増す一方、

フルブラウザ化の加速や、新規プラットフォームサービスの登場等が予想され、携帯電話ユーザーによるコンテンツ

の取捨選択が益々進むと考えられます。
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　このような市場環境下、当社グループといたしましては、これまで蓄積した経験やノウハウを活かし、各セグメン

トにおいて連携したサービスを各種立ち上げ、積極的に事業を推進してまいります。

　具体的には、エンタテインメントセグメントにおきましては、ファンサイトと連動して、テレビのエンタテインメ

ント系コンテンツ、動画、着うた等の３G向けリッチコンテンツ、オリジナルグッズや携帯サイト限定商品等のモバイ

ルコマース、広告販売、コミュニティサイトを活用したリサーチマーケティングサービスを提供してまいります。

　また、メディアセグメントのEPG事業におきましては、テレビ・ラジオ等放送と通信の連携サービス、当社アプリの

企画、開発といったソリューション等を提供してまいります。同セグメントのクロスメディア事業におきましては、

ＴＶガイド誌・地域情報誌の制作・出版、狭域型の広告販売ならびにコンテンツ企画編集等のサービスを提供してま

いります。その上で各セグメント間にて相互に連携の上シナジーを作りつつ迅速に対処することにより、高い成長性

を維持し、企業価値を継続的に拡大していくことを目指してまいります。

①　メディアセグメント

　当セグメントは、今後の当社グループの事業成長を支える柱として注力していく分野であります。

イ．有料会員の獲得

　地上放送、BSデジタル／アナログ放送、スカパー！で放送されているCS放送局の各テレビ番組情報を配信する

TV情報総合サイトの有料会員獲得に向け、積極的な販売促進活動を展開してまいります。また、サイトの構築に

当たっては、ユーザーインタビュー等を通じて様々な角度からそのニーズを分析し、支持を得られるコンテンツ

の拡充、より使い勝手のよいサービスへと改善を積み重ねております。また、当社が培ってきたTV情報のデータ

ベース、ノウハウをベースにタレントのTV、ラジオ出演や、コンサートスケジュールなどが一覧、検索できるサ

イト「タレントスケジュール」のサービス拡充を目指してまいります。

　従来の公式サイトとしての会員誘導に加え、以下に述べる当社アプリの携帯電話への標準搭載により携帯電話

ユーザーの使用機会を増やし、有料会員の増大を目指してまいります。

ロ．放送と通信の連携サービス

　当社グループは、放送と携帯電話による通信の連携を図るために、アプリの携帯電話へのプリインストールに

よる標準搭載化が重要な戦略と位置づけております。この標準搭載化により、携帯電話ユーザーのサービスへの

入り口を提供することにより、メディアとしての優位性を確保し、公式サイトとしての有料会員収益の他に、広

告プロモーションやコマースのインターフェースなど、サービスの拡充を目指してまいります。

ハ. クロスメディア事業について

　当社グループは、ワンセグ放送に代表される放送と通信の連携サービスの市場拡大を視野に、放送、携帯電話、

雑誌媒体の連携によりシナジーの拡大を目指すクロスメディア型事業が、事業戦略として重要な位置付けである

と認識しております。当社子会社株式会社NANOぴあにおいて、放送・携帯電話・雑誌の連携によるTV関連情報サー

ビスの提供、および各地域におけるクロスメディア事業の提供等を行っていく所存です。当社グループは、TV・

FMチューナー付携帯電話を活用した地域放送局との新規サービス、携帯電話とTVガイド誌や地域情報誌を連携す

るサービスや、これら情報をプッシュ型で携帯電話に配信するサービス等を開発・提供することにより新たな収

益源と、優良な顧客の獲得を目指していく所存です。

②　エンタテインメントセグメント

　当セグメントの今後のさらなる事業拡大のため、以下のとおり取り組んでまいります。

　当社グループでは、アーティストのファン向け携帯サイトを含め、多数の公式サイトを有しております。既存コ

ンテンツの充実や積極的な販売促進活動による継続的な成長に加え、今後、第３世代携帯電話の普及やパケット通

信の定額制を視野に、各サイトにおいて動画や着うた等のリッチコンテンツ、またファングッズや携帯サイト限定

商品等のモバイルコマースによる新たな収益源と、顧客の獲得を図ります。また、当社子会社株式会社ジェイ・マー

チを通じたコミュニティサイト等の独自メディアの構築・拡大やマーケティングリサーチ事業の積極展開も計画し

ております。

　そのために、コンテンツ権利保有者との継続的な取引、魅力的かつ有益なサービスの継続的な提供を重要な課題

と認識し、当社の経験やノウハウを活かし、ユーザーに支持されるコンテンツの開発、優れたサービス品質の維持

を目指すことにより、競合他社との差別化を図ってまいります。

③　ソリューションサービスの提供

　当社独自に培ってきたサイト構築・運営等を通じて蓄積してきた経験やノウハウ、ソフトウェア開発能力を活か

したソリューションサービス分野の開拓は、今後の当社の収益の多様化を図る上で重要な課題のひとつとして認識

しております。
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　ソリューションサービスにつきましては、付加価値の高い収益性を期待できる分野でありますが、システムベン

ダー、コンサルティング会社など競合他社が多い分野でもあります。当社の経験やノウハウ、サイト運営能力など

の独自の強みを活かしたサービスを提供していくことで他社との差別化を徹底してまいります。また、当社の強み

を補完できるようなソリューションサービス等に強みを持つ他社との協調も視野に入れながら、シナジーの追求も

図っていく所存であります。
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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   2,416,371   2,523,463   

２．受取手形及び売掛金   1,580,018   1,218,828   

３．たな卸資産   175,444   3,020   

４．繰延税金資産   20,034   10,869   

５．その他   103,806   63,074   

貸倒引当金   △2,826   △4,224   

流動資産合計   4,292,847 67.0  3,815,030 72.5 △477,817

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  37,105   35,361    

減価償却累計額  6,621 30,484  8,908 26,453   

(2）工具器具及び備品  467,200   316,173    

減価償却累計額  378,280 88,920  263,554 52,618   

有形固定資産合計   119,405 1.9  79,072 1.5 △40,333

２．無形固定資産         

(1）のれん   876,253   620,175   

(2）ソフトウェア   547,537   314,863   

(3）その他   127,708   54,611   

無形固定資産合計   1,551,500 24.2  989,649 18.8 △561,850

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   199,000   123,300   

(2）繰延税金資産   42,166   73,371   

(3）その他   198,704   181,239   

投資その他の資産合計   439,870 6.9  377,910 7.2 △61,960

固定資産合計   2,110,776 33.0  1,446,631 27.5 △664,144

資産合計   6,403,624 100.0  5,261,662 100.0 △1,141,961
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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   770,926   625,431   

２．未払法人税等   221,738   9,487   

３．預り金   426,798   －   

４．返品調整引当金   39,053   30,807   

５．その他   182,465   196,790   

流動負債合計   1,640,982 25.6  862,516 16.4 △778,466

Ⅱ　固定負債         

１．長期未払金   －   2,433   

固定負債合計   － －  2,433 0.0 2,433

負債合計   1,640,982 25.6  864,949 16.4 △776,033

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,770,225 27.6  1,770,425 33.6 200

２．資本剰余金   2,208,037 34.5  2,208,237 42.0 199

３．利益剰余金   712,773 11.2  357,245 6.8 △355,527

　　株主資本合計   4,691,035 73.3  4,335,907 82.4 △355,127

Ⅱ　少数株主持分   71,606 1.1  60,805 1.2 △10,800

純資産合計   4,762,642 74.4  4,396,713 83.6 △365,928

負債純資産合計   6,403,624 100.0  5,261,662 100.0 △1,141,961
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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   5,982,863 100.0  5,811,848 100.0 △171,015

Ⅱ　売上原価   3,314,612 55.4  3,680,698 63.3 366,086

売上総利益   2,668,251 44.6  2,131,149 36.7 △537,101

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  2,174,078 36.3  2,127,997 36.6 △46,081

営業利益   494,172 8.3  3,152 0.1 △491,020

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  2,151   4,916    

２．受取配当金  －   100    

３．付加価値税還付金  －   8,079    

４．その他  75 2,226 0.0 514 13,610 0.2 11,383

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  －   78    

２．為替差損  －   900    

３．消費税差額  183 183 0.0 － 979 0.0 796

経常利益   496,216 8.3  15,783 0.3 △480,432

Ⅵ　特別利益         

１．持分変動利益  － － － 23,715 23,715 0.4 23,715

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 13   126,525    

２．減損損失 ※３ －   306,647    

３．投資有価証券評価損  17,800   69,499    

４．その他  － 17,813 0.3 178 502,852 8.7 485,038

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△）

  478,402 8.0  △463,352 △8.0 △941,755

法人税、住民税及び事
業税

 212,660   6,339    

法人税等調整額  3,528 216,188 3.6 △22,040 △15,700 △0.3 △231,889

少数株主損失   12,903 0.2  92,123 1.6 △79,220

当期純利益又は当期純
損失（△）

  275,117 4.6  △355,527 △6.1 △630,645
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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
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

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
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

連結会計年度中の変動額

新株の発行 200 199  400  400

当期純損失   △355,527 △355,527  △355,527

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    △10,800 △10,800

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

200 199 △355,527 △355,127 △10,800 △365,928

平成20年３月31日　残高（千円） 1,770,425 2,208,237 357,245 4,335,907 60,805 4,396,713
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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又は税金等調
整前当期純損失（△）

 478,402 △463,352  

減価償却費  449,688 513,773  

減損損失  － 306,647  

のれん償却額  224,239 231,347  

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △1,140 1,397  

返品調整引当金の増加額（△減少額）  38,605 △8,246  

受取利息及び配当金  △2,151 △5,016  

支払利息  － 78  

持分変動利益  － △23,715  

固定資産除却損  － 126,525  

投資有価証券評価損  17,800 69,499  

売上債権の減少額（△増加額）  △464,503 385,961  

たな卸資産の減少額（△増加額）  △173,820 183,113  

仕入債務の増加額（△減少額）  317,577 △158,413  

預り金の増加額（△減少額）  138,662 △392,026  

その他  △2,022 29,657  

小計  1,021,337 797,232 △224,104

利息及び配当金の受取額  2,151 5,016  

利息の支払額  － △78  

法人税等の支払額  △2,290 △215,555  

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,021,198 586,615 △434,583

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  △142,244 △202,947  

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  △590,927 △301,588  

投資有価証券の取得による支出  △192,800 －  

投資有価証券の売却による収入  － 6,021  

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取
得による収入

※３ － 12,950  

敷金の差入による支出  △74,623 －  

敷金の返還による収入  － 16,324  

営業譲受による支出 ※２ △950,000 －  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,950,594 △369,240 1,581,354
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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）

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  9,800 400  

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  9,800 △109,382 △119,183

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － △900 △900

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少
額）

 △919,596 107,091 1,026,688

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,115,093 2,416,371 △698,722

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期末残高  ※１ 2,416,371 2,523,463 107,091
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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 (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、当連結会計年度より

　　連結の範囲に含めております。

(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

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。

　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。

　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

 

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。

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。

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

　　　　　　　　同左

 

     仕掛品

　　　　　　　 　同左

　　 　　　　　

㈱ナノ･メディア(3783)　平成 20 年３月期　決算短信

－ 20 －



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

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　　　　　　　３～18年

  工具器具及び備品　２～15年

 

②  無形固定資産

　　定額法を採用しております。

 　 なお、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。

 

①  有形固定資産

　　　　　　　　 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。　

 

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。 

(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
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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）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　　連結子会社の資産及び負債の評価方

　法は全面時価評価法によっておりま　

　す。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

  のれんについては５年間で均等償却し

ております。

同左

７．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

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）

（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）

 （連結貸借対照表）

 １．前連結会計年度において、「営業権」及び「連結調整

　 勘定」として掲記されていたものは、当連結会計年度か

　 ら「のれん」と表示しております。 

（連結貸借対照表）

    前連結会計年度まで区分掲記しておりました「預り

　金」（当連結会計年度末残高36,076千円）は、負債純資

　産の合計額の100分の５以下となったため、流動負債の

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました 「未払

  金」（当連結会計年度末残高93,357千円）は、負債及び

  純資産の合計額の100分の５以下となったため、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。

「その他」に含めて表示することといたしました。

３．前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表

　示しておりました「預り金」は負債及び純資産の合計額

　の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　　なお、前連結会計年度における「預り金」の金額は

　287,951千円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

　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）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平

成20年３月31日）において、該当事項はありません。

（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

　　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  　 680,525千円

支払手数料     411,943 

のれん償却額     224,239

給与手当  　  706,279千円

支払手数料      344,990 

のれん償却額      231,347

 ※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

 ※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  　　16,776

ソフトウェア      91,612

ソフトウェア仮勘定      15,000

 計     126,525千円

 ※３         　　　　　  ───  ※３　減損損失

       当連結会計年度において、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　　　　　  　　　　 36,561

　　　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。
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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。

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） 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。

（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

（平成19年３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20年３月31日現在）

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

現金及び預金勘定 2,523,463千円

現金及び現金同等物 2,523,463千円

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

 　　  　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    

前期の支払額 226,000    

差引 950,000千円
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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）

 ※３　　　　　　　　　　　───  ※３　株式の取得により新たに連結子会社となった会社

　　　 の資産及び負債の主な内訳

         株式の取得により新たに株式会社ジェイ・マー

       チを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

       債の内訳並びに株式の取得価額と子会社取得のた

       めの支出（純額）との関係は次のとおりでありま

       す。

流動資産 85,735千円

固定資産 　　　 304

のれん 　 204,918 

流動負債   △46,116 

固定負債  △197,412 

取得価額 　　47,430千円

現金及び現金同等物 　  60,380

差引：子会社株式の取得による

　　　収入

　　12,950千円

（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

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）

 工具器具及
び備品

4,950 4,846 103

合計 4,950 4,846 103

 
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

3,652 684 2,967

合計 3,652 684 2,967

(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 111千円

１年超 －

合計 111千円

１年内 880千円

１年超 2,137

合計 　3,017千円

(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

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

支払リース料 　863千円

減価償却費相当額 787

支払利息相当額 117

(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

(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
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（有価証券関係）

　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

　当連結会計年度末（平成20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） 123,300

（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）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平

成20年３月31日）において、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）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平

成20年３月31日）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

（注）１．２

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。 

 （注）１．平成18年４月１日付で１株につき３株の株式分割を行っております。

 　　　２．株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成19年３月期）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

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 1,056 72 198

付与 － － －

失効 24 12 12

権利確定 1,032 60 －

未確定残 － － 186

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

権利確定 1,032 60 －

権利行使 135 12 －

失効 － － －

未行使残 897 48 －

②　単価情報

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

権利行使価格　　　　　　（円） 66,667 66,667 123,334

行使時平均株価　　　　　（円） 273,288 323,500 －

付与日における公正な評価単価

（円）
－ － －
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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

（注）１．２

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。 

 （注）１．平成18年４月１日付で１株につき３株の株式分割を行っております。

 　　　２．株式数に換算して記載しております。

(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（平成20年３月期）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

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － 186

付与 － － －

失効 － － 12

権利確定 － － 174

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 897 48 －

権利確定 － － 174

権利行使 6 － －

失効 132 18 12

未行使残 759 30 162
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②　単価情報

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

権利行使価格　　　　　　（円） 66,667 66,667 123,334

行使時平均株価　　　　　（円） 113,671 － －

付与日における公正な評価単価

（円）
－ － －

（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) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（流動資産）   

繰越欠損金 34,741 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,151  

たな卸資産評価損否認 837  

未払事業税 18,753  

繰延税金資産（流動）小計 55,482  

評価性引当額  △35,448  

繰延税金資産（流動）合計 20,034 千円

（固定資産）   

固定資産減価償却限度超過額 32,889 千円

一括償却資産損金算入限度超過額 2,585  

投資有価証券評価損否認 7,243  

繰延税金資産（固定）小計 42,717  

評価性引当額 △551  

繰延税金資産（固定）合計 42,166 千円

（流動資産）   

繰越欠損金 6,430 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,719  

たな卸資産評価損否認 343  

未払事業税 3,205  

その他 2,062  

繰延税金資産（流動）小計 13,762  

評価性引当額  △2,893  

繰延税金資産（流動）合計 10,869 千円

（固定資産）   

繰越欠損金 163,769 千円

固定資産減価償却限度超過額 18,880  

一括償却資産損金算入限度超過額 1,392  

減損損失否認 93,103  

投資有価証券評価損否認 28,279  

その他 4,099  

繰延税金資産（固定）小計 309,524  

評価性引当額 △236,152  

繰延税金資産（固定）合計 73,371 千円

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　

法定実効税率 40.69 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.16

 

評価性引当額 2.25  

住民税均等割 0.97  

その他 0.12  

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
45.19  

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　

法定実効税率 40.69 ％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目
△2.60

 

評価性引当額 △33.34  

住民税均等割 △0.64  

その他 △0.72  

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
3.39  
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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）

 
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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上

高
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

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
     

資産 1,098,346 2,562,988 3,661,334 2,742,289 6,403,624

減価償却費 117,201 325,118 442,319 7,368 449,688

資本的支出 170,747 573,114 743,861 15,029 758,891

 （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。

 　　　４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,742,289千円であり、その主なものは、当社

           の余資（現預金）、投資有価証券及び当社の経営企画部・管理部等の管理部門に係る資産であります。　
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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）

 
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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上

高
2,566,604 3,245,243 5,811,848 － 5,811,848

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 2,566,604 3,245,243 5,811,848 － 5,811,848

営業費用 2,359,388 3,016,235 5,375,624 433,071 5,808,695

営業利益 207,216 229,007 436,223 (433,071) 3,152

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
     

資産 1,018,402 1,796,659 2,815,062 2,446,600 5,261,662

減価償却費 110,093 394,979 505,073 8,700 513,773

減損損失 43,960 262,686 306,647 － 306,647

資本的支出 285,455 204,058 489,513 6,781 496,295

 （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433,071千円であり、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。

 　　　４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,446,600千円であり、その主なものは、当社

           の余資（現預金）、投資有価証券及び当社の経営企画部・管理部等の管理部門に係る資産であります。　

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重要な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重要な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）

 　　　　 海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（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）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
伊藤忠商

事㈱

東京都

港区
202,241 総合商社

(被所有)

直接 51.3

 間接　0.3

兼任 

３名

サイト

運営受

託等

サイトの運

営受託

(注)２

492,033
売掛金

130,522

ソフトウェ

ア開発の受

託

(注)２

550 売掛金 288

企画・制

作・運用の

業務受託

(注)２

189,856 売掛金 2,467

コンサルタ

ント業務受

託

(注)２

42,000 売掛金 16,065

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。 

            ２．取引条件については、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決定し

                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）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
伊藤忠商

事㈱

東京都

港区
202,241 総合商社

(被所有)

直接 51.3

 間接　0.3

兼任 

３名

サイト

運営受

託等

サイトの運

営受託

(注)２

499,794
売掛金

132,788

コンサルタ

ント業務受

託

(注)２

135,457 売掛金 23,298

企画・制

作・運用の

業務受託

(注)２

33,984 売掛金 4,526

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。 

            ２．取引条件については、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決定し

                ております。
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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 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

 １株当たり純資産額 　72,424.46円

 １株当たり当期純損失金額 5,938.83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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

 あるため記載しておりません。

  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、潜在株式調

 整後１株当たり当期純利益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。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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)

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当

期純損失金額
  

  当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 275,117 △355,527

　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又は当期純損

　失（△）（千円）
275,117 △355,527

  期中平均株式数（株） 59,734 59,865

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 1,048 －

　（うち新株予約権） (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253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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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   2,333,591   2,191,260   

２．売掛金 ※１  1,065,603   678,189   

３. 商品   1,912   194   

４．仕掛品   166,560   730   

５．前払費用   71,373   50,239   

６. 繰延税金資産   20,034   10,869   

７．その他   6,176   8,837   

貸倒引当金   △2,826   △1,942   

流動資産合計   3,662,425 60.1  2,938,378 60.7 △724,046

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

（１）建物  34,368   32,624    

減価償却累計額  6,283 28,085  8,068 24,555   

（２）工具器具及び備品  463,780   311,528    

減価償却累計額  377,273 86,506  260,721 50,806   

有形固定資産合計   114,591 1.9  75,362 1.6 △39,229

２．無形固定資産         

（１）ソフトウェア   541,204   312,166   

（２）ソフトウェア仮勘定   125,391   51,898   

（３）その他   2,317   3,172   

無形固定資産合計   668,913 11.0  367,238 7.6 △301,675

３．投資その他の資産         

（１）投資有価証券   199,000   123,300   

（２）関係会社株式   360,300   407,730   

（３）関係会社長期貸付金   850,000   970,000   

（４）繰延税金資産   42,166   73,371   

（５）敷金   169,492   151,921   

（６）その他   27,912   27,579   

（７）投資損失引当金   －   △295,872   

投資その他の資産合計   1,648,871 27.0  1,458,029 30.1 △190,841

固定資産合計   2,432,376 39.9  1,900,630 39.3 △531,746

資産合計   6,094,801 100.0  4,839,008 100.0 △1,255,792
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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   525,587   346,616   

２．未払金   88,066   59,894   

３．未払費用   58,625   45,181   

４．未払法人税等   219,386   7,194   

５．未払消費税等   11,405   28,560   

６. 預り金   424,002   －   

７．その他   2,781   34,923   

流動負債合計   1,329,853 21.8  522,372 10.8 △807,481

負債合計   1,329,853 21.8  522,372 10.8 △807,481

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,770,225 29.1  1,770,425 36.6 200

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  2,208,037   2,208,237    

資本剰余金合計   2,208,037 36.2  2,208,237 45.6 199

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  786,685   337,974    

利益剰余金合計   786,685 12.9  337,974 7.0 △448,711

株主資本合計   4,764,947 78.2  4,316,636 89.2 △448,311

純資産合計   4,764,947 78.2  4,316,636 89.2 △448,311

負債純資産合計   6,094,801 100.0  4,839,008 100.0 △1,255,792
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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         

　 １．情報提供等売上高 ※１ 4,624,454   4,059,041    

　 ２．商品売上高  13,644 4,638,098 100.0 9,129 4,068,170 100.0 △569,927

Ⅱ　売上原価         

１．情報提供等売上原価  2,418,483   2,490,416    

２．商品売上原価  11,077 2,429,561 52.4 5,493 2,495,909 61.4 66,347

売上総利益   2,208,537 47.6  1,572,261 38.6 △636,275

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  91,792   99,553    

２．給与手当  554,621   522,968    

３．法定福利費  －   78,058    

４．地代家賃  128,283   140,565    

５．支払手数料  394,602   315,017    

６．通信費  74,141   62,790    

７．その他  415,049 1,658,490 35.7 274,877 1,493,831 36.7 △164,659

営業利益   550,046 11.9  78,430 1.9 △471,616

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息 ※１ 11,469   18,354    

２．受取配当金  －   100    

３．付加価値税還付金  －   8,079    

４．その他  34 11,504 0.2 78 26,611 0.7 15,107

Ⅴ　営業外費用         

１．為替差損  －   900    

２．消費税差額  183 183 0.0 － 900 0.0 717

経常利益   561,368 12.1  104,141 2.6 △457,226

Ⅵ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 13   126,525    

２．投資有価証券評価損  17,800   69,499    

３．減損損失 ※３ －   77,159    

４．投資損失引当金繰入
　　額

 －   295,872    

５．その他  － 17,813 0.4 178 569,236 14.0 551,422

　 税引前当期純利益又
　 は税引前当期純損失
　（△）

  543,554 11.7  △465,094 △11.4 △1,008,648

法人税、住民税及び事
業税

 212,096   5,656    

法人税等調整額  3,528 215,624 4.6 △22,040 △16,383 △0.4 △232,007

当期純利益又は当期純
損失（△）

  327,929 7.1  △448,711 △11.0 △776,640
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情報提供等売上原価明細書及び商品売上原価明細書

１．情報提供等売上原価明細書

  
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）

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）

１．情報等使用料  1,161,380 44.9 1,019,995 41.0 △141,384

２．外注費  961,828 37.2 932,621 37.4 △29,207

３．労務費  26,689 1.1 44,623 1.8 17,933

４．経費 ※２ 435,146 16.8 493,905 19.8 58,759

合計  2,585,044 100.0 2,491,146 100.0 △93,897

期末仕掛品たな卸高  166,560  730  △165,830

当期情報提供等売上原価  2,418,483  2,490,416  71,932

       

 

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．原価計算の方法は、個別原価計算によっておりま

　　す。

１．原価計算の方法は、個別原価計算によっておりま

　　す。

※２．経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※２．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

ソフトウェア償却費 349,996千円

減価償却費 78,501千円

ソフトウェア償却費 426,131千円

減価償却費 63,368千円

２．商品売上原価明細書

  
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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

１．期首商品たな卸高  36 1,912 1,876

２．当期商品仕入高  12,953 3,775 △9,177

　　 　　　合計  12,989 5,687 △7,301

３．期末商品たな卸高  3,969 373 △3,596

　　　　 差引  9,019 5,314 △3,705

４．商品評価損  2,057 178 △1,878

　　 当期商品売上原価  11,077 5,493 △5,584
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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

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

事業年度中の変動額

新株の発行 200 199  400 400

当期純損失   △448,711 △448,711 △448,711

事業年度中の変動額合計（千円） 200 199 △448,711 △448,311 △448,311

平成20年３月31日　残高（千円） 1,770,425 2,208,237 337,974 4,316,636 4,316,636
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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

(1）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）子会社株式

　　　　　　　同左

(2）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。

(2）その他有価証券

　時価のないもの

　　　　　　　同左

２. たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

　移動平均法による原価法を採用しており

ます。

(1）商品

　　　　　　　　同左

 (2）仕掛品

　個別法による原価法を採用しておりま

す。 

(2）仕掛品

　　　　　　　　同左

３．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　　　　　　　　３～18年

工具器具及び備品　　２～15年

(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

（２年～５年）に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2） 　　　　　───

 

(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。 

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転する

　と認められるもの以外のファイナン

　ス・リース取引については、通常の賃

　貸借取引に係る方法に準じた会計処理

　によっております。

同左

６．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）

（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）

─── （貸借対照表）

     前事業年度まで区分掲記しておりました「預り金」

   （当事業年度末残高33,311千円）は、負債純資産の合

   計額の100分の１以下となったため、流動負債「その

   他」に含めて表示することといたしました。

─── （損益計算書）

 　　前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に

　 含めて表示していた「法定福利費」は、販売費及び一般

　 管理費の100分の５を超えることとなったため当事業年

   度より区分掲記することに変更いたしました。

   　なお、前事業年度における「法定福利費」の金額は

　 74,708千円であります。 
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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

たもののほか次のものがあります。

流動資産
 

　売掛金 154,593千円

※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

たもののほか次のものがあります。

流動資産
 

　売掛金 164,465千円

（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。　　　　　　　　

受取利息 9,376千円 受取利息 13,925千円

 ※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

 ※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  　　16,776

ソフトウェア      91,612

ソフトウェア仮勘定      15,000

      　　  計     126,525千円

 ※３         　　　　　───  ※３　減損損失

       当事業年度において、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　　　　　  　　　　 36,561

  (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。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

（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

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）

工具器具及
び備品

4,950 4,846 103

合計 4,950 4,846 103

 
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

3,652 684 2,967

合計 3,652 684 2,967

(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 111千円

１年超 －

合計 111千円

１年内 　880千円

１年超 2,137

合計 　3,017千円

(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

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

支払リース料 　863千円

減価償却費相当額 787

支払利息相当額 117

(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

(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
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（有価証券関係）

前事業年度（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。 

当事業年度（平成20年３月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。 

（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) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（流動資産）   

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,151 千円

たな卸資産評価損否認 837  

未払事業税 18,046  

繰延税金資産（流動）合計 20,034 千円

（固定資産）   

固定資産減価償却限度超過額 32,797 千円

一括償却資産損金算入限度超過額 2,126  

投資有価証券評価損否認 7,243  

繰延税金資産（固定）合計 42,166 千円

（流動資産）   

繰越欠損金 6,430 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 790  

たな卸資産評価損否認 343  

未払事業税 2,461  

その他 1,186  

繰延税金資産（流動）小計 11,212  

評価性引当額 △343  

繰延税金資産（流動）合計 10,869 千円

（固定資産）   

繰越欠損金 51,993 千円

固定資産減価償却限度超過額 18,589  

一括償却資産損金算入限度超過額 1,143  

減損損失否認 13,508  

投資有価証券評価損否認 28,279  

投資損失引当金否認 120,390  

繰延税金資産（固定）小計 233,904  

評価性引当額 △160,533  

繰延税金資産（固定）合計 73,371 千円

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

     率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

     因となった主要な項目別の内訳

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

     率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

     因となった主要な項目別の内訳

 　　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

     率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

　　 るため、記載を省略しております。

法定実効税率 40.69 ％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない

項目 

△2.18

評価性引当額 △34.59

住民税均等割 △0.49

その他 0.09

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.52
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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 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 

１株当たり純資産額 72,102.57円

１株当たり当期純損失金額 　7,495.38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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

 あるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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)

１株当たり当期純利益金額又は1株当たり当

期純損失金額
  

　当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 327,929 △448,711

　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又は当期純損

　失（△）（千円）
327,929 △448,711

　期中平均株式数（株） 59,734 59,865

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 1,048 －

　（うち新株予約権） (1,048) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要 
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 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253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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