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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年９月期中間期の業績（平成 19 年 10 月１日 ～ 平成 20 年３月 31 日） 
(1) 経営成績                                    （％表示は対前年同期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      中間（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年９月中間期 1,639    － 60   － 37   － 19   － 

19 年９月中間期 －    － －    － －    － －    － 

19 年９月期 2,024   44.5 187   65.1 182  62.2 104   67.3 

 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益
 円    銭 円    銭

20 年９月中間期 845   04 844   72 

19 年９月中間期    － －  

19 年９月期 4,607   77 －  

(参考) 持分法投資損益 20 年９月中間期  －百万円  19 年９月期  －百万円 

 
(2) 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９月中間期 1,946 1,335 68.6 46,662  14 

19 年９月中間期 － － －    － 

19 年９月期 926 507 54.7 22,268  67 

(参考) 自己資本   20 年９月中間期   1,335 百万円  19 年９月期   507 百万円 

 
(3) 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９月中間期 △ 223 △ 273 891 635 

19 年９月中間期 － － － － 

19 年９月期 △ 13 △ 50 76 240 

（注）平成 19 年９月中間期は中間財務諸表を作成しておりませんので、平成 20 年９月中間期の対前年同期増減率は記載
しておりません。 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 
四半期末 中間期末 第３ 

四半期末 期末 年間 
 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

19 年９月期 － － － 690 00 690 00 

20 年９月期 － －    
20 年９月期（予想）    1,000 00

1,000 00 

 

３．平成 20 年９月期の業績予想（平成 19 年 10 月１日 ～ 平成 20 年９月 30 日） 
（％表示は、対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円    銭

通     期 3,617  78.7 350 86.4 324 77.5 186  78.3 7,212   43  
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４．その他 
(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間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、○ページ「中間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。〕 
 
 
(2) 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９月中間期    28,615 株   19 年９月期     22,768 株 
②期末自己株式数          20 年９月中間期      －株   19 年９月期         －株 

 (注) １株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、28 ページ「１株当たり情報」をご覧く
ださい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※ 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、今後の国内外の

経済情勢、事業運営における内外の状況変化等、不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、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。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

（当中間期の経営成績） 

当中間期会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資の増加、雇用情勢の改善な

ど民間需要を中心に底堅く成長を続けて参りましたが、一方で米国の高金利住宅融資(サブプライムロー

ン)問題に端を発した金融不安により、金融市場を取り巻く環境が大きく変化し、先行き不透感が増して参

りました。 

  当社を取り巻く環境といたしましては、日本国内における携帯電話の契約者数が平成 20 年３月現在で１

億272万契約に達しており、そのうち、第三世代携帯電話の契約者の占める割合は86.1%と前年同期の72.9%

から順調に増加しております。(出所：社団法人電気通信事業者協会)。これにより、高速データ通信が標

準化し、３Ｇコンテンツの配信サービスがさらに加速するものと予想されます。 

  このような環境の下、当社はコンテンツ・メディア事業において、着うた®、着うたフル®、電子書籍、

動画コンテンツなど３Ｇコンテンツ配信の会員数増加を目指して効果的な広告宣伝手法の実施と、その実

績の検証を行ってまいりました。さらに、新規サイトの立ち上げによる会員数増加を目指しました。広告

事業においては、モバイル広告の需要が引き続き拡大する中、有力モバイルメディアの取扱いを増加させ

たことにより、収益拡大を図ってまいりました。その他事業においては、モバイルサイト制作依頼及びモ

バイルサイトの運営支援サービスを順調に受注できたほか、モバイルサイトの公式化支援サービスのニー

ズ高まりを受けて、売上は順調に推移しました。 

これらを背景に、当中間期会計期間における業績につきましては、売上高は 1,639,294 千円と順調に拡

大しました。一方で、コンテンツの有料会員獲得のために広告宣伝を積極的に行ったことで広告宣伝費が

増加したため営業利益は 60,201 千円となりました。また、株式上場に伴い上場関連の費用を発生したため、

経常利益は 37,159 千円、中間純利益は 19,583 千円となりました。 

 

事業部門別の業績は次の通りであります。 

①コンテンツ・メディア事業 

当中間期会計期間におきましては、新規の携帯電話が販売されるタイミングが一般的に 12 月頃であり、

携帯電話の買い替え需要が３月頃に高まる傾向にあることから、当社の注力コンテンツである「着うた

フル®」「電子書籍」の有料会員数拡大を図るために、広告費を積極的に投入し、有料会員数を大きく増

やすことを目指しました。会員獲得の主な広告宣伝手法として、アフィリエイトサイトへの出稿を中心

に行いましたが、その結果、会員獲得は出来たものの当該会員が入会後すぐに退会してしまうという事

実が判明したため、投下した広告宣伝費に見合う投資回収が見込めないと判断し、当該手法による会員

獲得を控えることとなりました。その後、投下した広告宣伝費に見合う投資回収が可能な広告宣伝手法

の検証を行った結果、広告出稿先の提携サイトから入会した会員が継続して当社サイトの会員でいる限

り手数料を提携サイトに支払う「ライフタイムコミッション」という広告手法を確立させ、提携メディ

ア数の拡大を進めて参りました。 

また、ライブイベント「SAKURA JAM'08」へ協賛し、当会場に訪れたファンに、当社サイトの告知や当

社サイトを通じて出演アーティストの限定コメントを配信するなどの方法で会員獲得を進めてまいりま

した。さらに、当イベントで紹介された楽曲・映像の一部を当社サイトで先行配信、および、当該楽曲・

映像コンテンツを他のコンテンツプロバイダーへの卸売することで収益の拡大に努めてまいりました。

また、当社サイトの既存会員が継続して当社サイトで楽しんでもらうために、コンテンツラインナップ

の拡充、および、「ベストヒット★シネマフル」「hotexpress（ホットエキスプレス）」などの新規サイト

を開設したことや「動画」コンテンツにおいては、携帯初の試みとして「ハッスル・マニア 2007 ファイ

ティング・オペラ」の動画生中継を実施するなど、第３四半期以降の収益拡大に向けた事業基盤を構築

することが出来ました。 

   以上の結果、当中間期会計期間におけるコンテンツ・メディア事業の売上高は 912,034 千円となりま

した。 

 

②広告事業 

   当中間期会計期間におきましては、モバイル広告の需要が引続き拡大する中、当社が有力と考える広

告枠を当社が仕入れたうえで、既存広告代理店に対しての取り次ぎ関係を深める戦略の強化を継続して

まいりました。さらに、新規広告代理店に対しての取り次ぎ開始による販路の拡大、また、アフィリエ

イトサービスにおける大口の販売等、売上高の拡大に向けた取り組みを行いました。 

   以上の結果、当中間期会計期間における広告事業の売上高は 675,104 千円となりました。 
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③その他の事業 

当中間期会計期間におきましては、クライアントからのモバイルサイトやインターネットウェブペー

ジの制作依頼が大きく増え、売上高を拡大することができました。また、モバイルサイトの公式化支援

サービスの受注も順調に拡大いたしました。携帯電話向けサービスの運営支援も行っており、以上の結

果当中間期会計期間における売上高は 52,155 千円となりました。 

 

（当期の見通し） 

当社は、第三世代携帯電話のさらなる普及や引き続き拡大するモバイルコンテンツ市場及びモバイル広

告市場において、ユーザー・クライアントの視点に立ったサービスを提供することで、市場におけるシェ

ア拡大を目指してまいります。 

コンテンツ・メディア事業は、引き続きＲＯＩ（投資効率）の高いプロモーション方法を実施し、「着う

たフル®」「電子書籍」「動画」の各サイトの会員数増加による収益の拡大を目指してまいります。また既存

会員に対しても、サイトの定期的なリニューアルやライブ映像など特徴的なコンテンツの投入により、会

員数の維持を図ります。さらに、新規サイトを開設することで新たなユーザーのニーズも掘り起こしも行

います。広告事業は、引き続き有力モバイルメディアの広告メニュー取扱いを拡大させること、クライア

ントニーズに合った広告商品をメディアに対して提案していくことにより収益拡大を図ってまいります。 

以上により、平成 20 年９月期の業績見通しにつきましては、売上高 3,617 百万円（前年同期比 178.7%）、

営業利益 350 百万円（前年同期比 186.4%）、経常利益 324 百万円（前年同期比 177.5%）、当期純利益 186 百

万円（前年同期比 178.3%）を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する定性的情報 

  当中間会計期期間における資産の状況は、平成 20 年３月 17 日払込期日の公募増資などにより総資産は

前事業年度末に比べ 1,019,634 千円増加し、1,946,605 千円となりました。また同様に、純資産について

も公募増資や新株予約権行使などにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ 412,175 千円増加しておりま

す。各キャッシュ・フローの状況とそ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） 

  当第中間期会計期間において、営業活動の結果使用した資金は 223,536 千円となりました。主な収入要

因は仕入債務の増加による収入 123,399 千円であり、主な支出要因は売上債権の増加による支出 253,001

千円及びコンテンツ・メディア事業に係る権利取得のための前払費用の増加による支出 122,191 千円であ

ります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は 273,731 千円となりました。主な支出要因

は有価証券の取得による支出 101,186 千円、敷金・保証金の差入れによる支出 139,212 千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当中間期会計期間において、財務活動の結果得られた資金は 891,461 千円となりました。主な収入要因

は、公募増資や新株予約権の行使などの株式の発行による収入 817,171 千円及び短期借入金の増加 90,000

千円によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

   平成 18年９月期 平成 19 年９月期 
平成 20 年９月 

中間期 

自己資本比率 59.3％ 54.7％ 68.6％ 

時価ベースの自己資本比率 － － 369.0％ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 10.5％ － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 317.9 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  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い  
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（注１）株式時価総額は発行済株式数をベースに計算しています。  

（注２）平成 18 年９月期、平成 19 年９月期において、当社は非上場であり、株価の把握ができない

ため「時価ベースの自己資本比率」は記載しておりません。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。  

（注４）有利子負債は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

としています。 

（注５）平成19年９月期および平成20年９月期については、キャッシュ・フロー対有利子負債比率お

よびインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載

しておりません。 

 

（３） 利益に配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主への利益の還元を経営の 重要政策の一つとして考えており、将来に向けての事業展開と

経営基盤の強化に必要な内部留保を確保しつつ、配当性向を勘案し、業績に応じた利益配当を行うことを

基本方針としております。当期におきましても、上記の方針から、1,000 円（配当性向 15％）の配当を予

定しております。 

なお、内部留保金につきましては、経営基盤の強化ならびに成長事業・新規事業等への積極投資に活用

し、企業価値の向上に努めていきます。 

 

（４） 事業等のリスク 

以下において、当社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記載しており

ます。 

また、必ずしもそのようなリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、重要である

と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。 

当社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、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項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、当中間会計期間末（平成 20 年３

月 31 日）現在において当社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 市場の動向について 

当社は、モバイルコンテンツ及びモバイル広告を主たる事業領域としているため、携帯電話のさらなる

利用用途及び機能の拡張が成長のための基本的な条件と考えております。 

社団法人 電気通信事業者協会発表の事業者別契約数によれば、平成 20 年３月末現在の国内携帯電話加

入者数は約 1 億 272 万人であり、この１年で約 600 万人増加し、1 億台を突破しました。毎月の新規契約

数から解約数を差引いた純増数はここ数年若干鈍化傾向にあるものの、３Ｇ携帯電話の契約者数は大きく

増加しており、より一層の浸透が予想されます。したがって、３Ｇ携帯電話の新規契約数が頭打ちになっ

た場合には、今後の市場成長が阻害される可能性があります。 

また、モバイルコンテンツ及びモバイル広告市場の歴史はまだ浅く、携帯電話の将来性は不透明な部分

があります。携帯電話に関する何らかの弊害の発生や利用に関する新たな法的規制の導入、通信キャリア

の経営方針の変更、その他予期せぬ要因によって、今後の市場成長が阻害されるような状況が生じた場合

には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

平成 18 年３月 平成 19 年３月 平成 20 年３月 
 

件数（千件） 増加率（％） 件数（千件） 増加率（％） 件数（千件） 増加率（％）

携帯電話契約数 91,792 5.5 96,717 5.4 102,724 6.2 

（内、３Ｇ携帯

電話契約数） 
（31,960） 36.7 （70,506） 72.9 （88,472） 86.1 

（出所：社団法人 電気通信事業者協会）
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② コンテンツ・メディア事業について 

ア．競合について 

当社は、複数の有料コンテンツを配信しておりますが、当社が属するモバイルコンテンツ市場には、

多数の競合会社が存在しており、また、今後同様の有料コンテンツを配信する有力な競合他社が出てく

る可能性があります。当社は積極的に既存サイトの充実と新規サイトの立上げを行っていく所存であり

ますが、当社が魅力的且つ有益なサービスを提供できない場合には、競合他社との競争激化による会員

数の減少等により、当社の事業および業績が影響を受ける可能性があります。 

また、ユーザーニーズの多様化や変化に適切に対応出来なくなった場合には、当社の提供するサービ

スの陳腐化を招き、当社の事業および業績が影響を受ける可能性があります。 

 

イ．通信キャリアへの依存について 

当社は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、ＮＴＴドコモ）のｉモード、ＫＤＤＩ株式会社

の EZweb、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を

配信しておりますが、各通信キャリアとの契約に基づき、コンテンツを配信し、各通信キャリアの情報

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。そのため、各通信キ

ャリアのサーバーが作動しなくなったり、ハードウェア、ソフトウェアの欠陥等が原因となり、正常な

コンテンツの配信、情報料の回収代行が行われなかった場合、および各通信キャリアの経営方針の変更、

事業環境の動向によっては、当社の事業及び業績が影響を受ける可能性があります。 

また、何らかの理由により各通信キャリアとの契約における解約条項に抵触するような事態となった

場合等には、各通信キャリアよりコンテンツ提供に関する契約の解除がなされる可能性があります。 

 

ウ．特定コンテンツへの依存について 

当社のコンテンツ・メディア事業においては、各コンテンツの課金者数が業績動向に影響を与えます。

当中間会計期間の当社の売上高に占めるコンテンツ・メディア事業の売上高は 55.6％となっており、そ

のうち、着うた®、着うたフル®を始めとした音楽系コンテンツの売上高が 63.7％を占めております。 

しかしながら、競合他社のとの競争激化により、音楽系コンテンツが競争力を失った場合には、当社

の業績に影響を与える可能性があります。 

 

エ．債権回収不能額について 

当社では、コンテンツ・メディア事業の情報料の回収を各通信キャリアに委託しております。このう

ち、株式会社ＮＴＴドコモ及びＫＤＤＩ株式会社とは、料金の回収代行に関する契約により、情報料回

収事業者の責任に拠らず情報料を回収できない場合には、当社へ情報料の回収が不能であると通知し、

その時点で回収事業者の当社に対する情報料回収代行義務は免除されることとなっております。 

株式会社ＮＴＴドコモ及びＫＤＤＩ株式会社の回収代行が終了した場合には、料金未納者に対して情

報料を直接請求することができます。しかしながら、当該情報料の請求行為に関する金額を勘案した場

合、未回収金額は微少であり、費用対効果の面から、現状における未回収情報料については請求を行っ

ておりません。 

また、今後このような未回収情報料が増加した場合には、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。 

 

オ．権利保有者との契約について 

当社は、外部の権利保有者から権利許諾を受けてサイトの運営やコンテンツの配信を行っております

が、現在、権利許諾を受けている権利保有者から、今後、権利許諾を受けられない事態が生じた場合、

又は、新規に権利保有者からの権利許諾が得られない場合には、当該サイトの運営及びコンテンツの配

信に支障をきたし、当社の事業及び当社の業績が影響を受ける可能性があります。 

 

カ．広告戦略及びそれに伴う業績の偏重について 

当社が運営するモバイルサイトにおいて提供している有料コンテンツは、３Ｇ携帯電話を対象とした

サービスを中心に展開しており、当社のターゲットは主に３Ｇ携帯電話を所持しているユーザーであり

ます。新規の携帯電話が販売されるタイミングは、一般的に 12 月頃であり、携帯電話の買い替え需要が

３月頃に高まる傾向にあるため、当社の広告宣伝もそれに合わせて上期に重点的に実施する方針であり

ます。さらに、モバイルインターネット業界においては、メニューサービスを通じて運営するモバイル

サイト以外の一般サイトと呼ばれるモバイルサイトが台頭しており、メニューサービスを通じて当社が

運営するサイトを訪問するユーザーは減少しております。また、これらの外部環境は変化を繰り返して

ゆくため、広告の出稿形態を常に検証してゆかなければなりません。 
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しかしながら、当期の広告戦略に対し、当社の想定通りに月額会員の獲得が行われない場合、獲得し

た月額会員との契約が当社の想定通りに継続しない場合、及び成果報酬型広告における獲得競争の激化

等により、会員獲得コストの上昇が起こった場合等には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

また、今後も上記広告戦略を採ることにより、利益の偏重が発生すると考えられることから、当社の

業績を判断する場合には留意が必要となります。 

 

キ．「フィルタリングサービス」について 

平成 19 年 12 月 10 日付で総務省から各通信キャリア等に対して、青少年が使用する携帯電話における

「フィルタリングサービス」の導入促進活動の強化及び効果的な普及・啓発に関する要請がありました。

それを受け、各通信キャリア等が、「フィルタリングサービス」（注）の更なる普及啓発に向けた取り組

みを発表しております。具体的には、「有害サイト」へのアクセスを規制する「フィルタリングサービス」

を、18 歳未満の新規ユーザーに対しては原則加入とするものであります。18 歳未満の既存契約者につい

ても、ソフトバンクモバイル株式会社及びＫＤＤＩ株式会社については平成 20 年６月より、株式会社Ｎ

ＴＴドコモについては平成 20 年８月より、原則加入することになります。今後、各通信キャリアの方針

等で「フィルタリングサービス」の方式が変更される可能性はありますが、現行方式の「フィルタリン

グサービス」が適用された場合には、適用された携帯電話からは、各通信キャリアが提供するメニュー

サービスの一部及び一般サイトへのアクセスができない状況になることが想定されております。規制対

象となる各通信キャリアのメニューサービスの一部には、電子書籍や動画等のカテゴリーが含まれてお

ります。 

そのため、現行方式では、当社が運営する電子書籍や動画等のモバイルサイトも規制対象となること

が想定されております。当社は着うたフル®を始めとした音楽系コンテンツを中心に配信しておりますの

で、「フィルタリングサービス」の原則加入についての影響は軽微であると考えておりますが、今後の各

通信キャリア等の動向次第で、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

また、当社は、当社が運営するモバイルサイトの会員獲得のために、様々なモバイルサイトへ成果報

酬型広告を出稿しております。広告を出稿するモバイルサイトはそのときの外部環境の変化により異な

りますが、当社が広告を出稿したモバイルサイトが「フィルタリングサービス」により制限を受け、当

社の想定通りに会員獲得をすることが、困難になった場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可

能性があります。 

 

（注）「フィルタリングサービス」とは、青少年の教育や育成上、悪影響を与える情報または与える恐れ

のある情報の掲載されているサイトの閲覧を防止することで、青少年の健全な育成を図ることを目

的としております。具体的には、出会い系サイトなどが閲覧制限の対象となります。 

 

③ 広告事業について 

ア．競合について 

当社が行っている広告事業は、複数の競合会社があり、新規参入も含め、今後はより競争が激化する

可能性があります。 

当社として、今後もより広告主や媒体運営者の利便性を重視し、競争力の維持向上に努めてまいりま

すが、競合他社に対して当社が有力と考える媒体を取扱える等の優位性を確立できる保証はなく、競合

の結果、当社の事業及び業績が影響を受ける可能性があります。 

 

イ．既存広告媒体との関係について 

近年、モバイル広告市場は拡大傾向にあり、今後も当該市場は拡大していくものと想定されます。し

かしながら、企業の広告活動は景気動向の影響を受けやすいものであり、今後もテレビ、新聞、雑誌等、

既存広告媒体との競合が継続していくと考えられ、常に当社が有力と考える広告媒体を取扱える保証は

ありません。また、現状の広告媒体の取扱に関しては、依存度の高い媒体があります。したがって、今

後何らかの理由により当該媒体の取引条件等に関して変更があった場合には、当社の事業及び業績が影

響を受ける可能性があります。 

 

ウ．広告代理店等の活用について 

当社は、モバイル広告の販売及びモバイル版成果報酬型広告の販売において広告代理店等を活用して

おります。当社は、特定の広告代理店等への依存を避けるため複数社との取引を進めておりますが、現

状は一部の広告代理店等に対する販売比率が比較的高くなっております。このことから、今後において

は、販売比率の高い広告代理店等の営業戦略や営業力等に変化が生じた場合には、当社の事業および業

績が影響を受ける可能性があります。 
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また、一部の広告代理店の販売比率が高くなることから、それらの広告代理店が倒産その他の事情に

より、当社の債権の一部又は全部の回収が滞る事態が発生した場合には、当社の事業及び業績が影響を

受ける可能性があります。 

 

エ．広告の掲載基準について 

モバイル広告及びモバイル版成果報酬型広告においては、広告代理店等が広告の内容を精査している

ことに加えて、当社においても独自の広告掲載基準による審査を実施し、法令や公序良俗に反する広告

の排除に努めております。しかしながら、何らかの要因により当社が掲載した広告に瑕疵があった場合

には、各媒体及び広告主等からのクレームや損害賠償請求がなされる可能性は否定できず、当社の提供

する媒体及びサービスに対する信頼低下等により、当社の事業及び業績が影響を受ける可能性がありま

す。 

 

オ．監視体制について 

当社が提供しているモバイル版成果報酬型広告サービス「ケータイＭＡＸ」においては、モバイルサ

イトを利用してマーケティング活動を行う広告主が、自社のサービスとマッチした媒体と提携して広告

を掲載する形式が取られております。 

そこで、当社では、広告主に対して、媒体を事前及び登録後においても、会員規約の遵守状況や実際

のサイトの状況を定期的にモニターすることにより、媒体の品質維持に努めておりますが、会員規約に

違反した行為が行われた結果、広告主からクレームを受ける等により、当社の信用が失墜した場合には、

当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 技術革新について 

当社が展開する事業は、技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が速く、それに基づくサービスの導入

が相次いでいる非常に変化の激しい業界に属しております。 

当社は、これらの変化に対応するため、優秀な技術者の確保、新しい技術の探求や当社システムへのそ

の採用等、必要な対応をおこなっております。しかしながら、何らかの要因により変化への適切な対応に

支障が生じた場合には、当社の業界における競争力が低下し、当社の事業及び業績に影響を与える可能性

があります。 

 

⑤ システム障害について 

当社は、パソコンやコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークシステムに全面的に依存しており、

自然災害や事故等、電力供給の停止等の予測不可能な様々な要因によって通信ネットワークの切断やコン

ピュータシステムのダウンが生じた場合には、当社の事業及び業績に影響を受ける可能性があります。 

また、当社のコンピュータシステムは、適切なセキュリティ手段を講じて外部からの不正アクセスを回

避するよう努めておりますが、コンピュータウィルスやハッカーの攻撃等によりシステム障害が生じた場

合には、当社の事業及び業績が影響を受ける可能性があります。 

 

⑥ 法的規制等について 

当社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等はありませんが、今後の法改正次第では、

当該分野において何らかの規制を受けたり、対応措置をとる必要性が生じたりする可能性があります。ま

た、当社の事業活動に関連して、新たな法令施行により何らかの法的規制を受けることとなった場合には、

当社の事業活動が制限され、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑦ 知的財産について 

当社が日常的な事業活動を行う過程において使用しているソフトウェア及びシステム並びにコンテンツ

は、第三者の知的財産権を侵害するものではないものと認識しておりますが、不測の事態あるいは何らか

の不備により、当社が保有するまたは使用許諾を得ているもの以外の知的財産権を侵害する可能性があり

ます。かかる場合には、当社が第三者の知的財産を侵害することによる損害賠償請求もしくは使用差し止

め請求等の訴えを起こされる可能性または当該知的財産権に関する対価の支払い等が発生する可能性があ

ります。 

また、当社のシステム開発においては、オープンソースソフトウェアを活用しておりますが、オープン

ソフトウェアに関するライセンスの有り方等については、多様な議論があるところであり、予測できない

理由等によりオープンソースソフトウェアの利用に制約が発生した場合には、当社の事業及び業績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 
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⑧ 個人情報の管理について 

当社では、推進する事業の性質上、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、社内ルール化と共に社内体制を整備し

ております。しかしながら、当社が保有する個人情報等につき、何らかの要因で個人情報の漏洩があった

場合には、適切な対応を行うための相当なコスト負担、当社への損害賠償請求、当社の信用の低下等によ

って、当社の事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

     

⑨ 訴訟に関するリスクについて 

  当社は、これまでに事業に関連した訴訟は発生しておりません。しかしながら、訴訟を受ける原因は想

定できない様々な要素があります。したがって、将来において訴訟が発生させる可能性は否定できず、そ

の場合には訴訟内容や賠償金額によって、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩ 調達資金の使途について 

当社が計画している公募増資による調達資金は、当社が提供しているサービスの課金者数やアクセス数

増加に伴うサーバー設備等の増強及びシステム開発、コンテンツ・メディア事業に係る原権利の獲得費用

及び制作費用、また、今後の事業拡大に伴う人材の確保及びその人員増強に伴う事業所拡大に係る設備投

資へ充当する計画であります。 

ただし、当社の事業が属する業界は、環境の変化が早いことから、当社の経営判断により、上記以外の

資金に充当する可能性があります。 

また、事業環境等の急激な変化により上記の資金の充当が、想定どおりの成果を挙げられない可能性が

あります。 

 

⑪ 新株予約権（ストック・オプション）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、平成 17 年７月５日及び平成 18 年３月８日開催の臨時株主総会において、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の割当に関する特別決議を行い、当社の取締役、監査役、

従業員及び社外協力者に対し、当該新株予約権を付与しております。また、平成 18 年 12 月 15 日及び平成

19 年 12 月 18 日開催の定時株主総会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づく新

株予約権の割当に関する特別決議を行い、当社の取締役、監査役及び従業員に対し、当該新株予約権を付

与しております。平成 20 年３月 31 日現在、新株予約権の目的となる株式数は 1,790 株であり、発行済株

式総数 28,615 株の 6.26％に相当しております。今後、これらの新株予約権が行使された場合には、当社

の１株当たりの株式価値が希薄化することになり、株式市場での需給バランスに変動が発生し、株価への

影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、今後もストック・オプションとして新株予約権を発行する可能性がありますが、ストック・オ

プションの費用計上を義務付ける「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）が適用されたことにより、今後の新株予約権の発行は、当社の業績に影

響を与える可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 

当社は、親会社である株式会社セプテーニ・ホールディングス（平成 20 年３月 31 日現在、当社発行済

株式の 54.99％を所有）を中心としたセプテーニグループに属しております。当該グループは、平成 20 年

３月 31 日現在、連結子会社 11 社（１組合を含む）と持分法適用関連会社３社で構成されており、インタ

ーネット広告代理事業を行うネット広告事業、モバイルサービスやシステム開発、ＡＳＰ事業を行うイン

ターネット関連事業、ダイレクトマーケティング事業を行うＤＭ事業、新規事業開発等を行うその他の事

業によって構成されております。 

当社はインターネット関連事業に属しておりますが、当社はユーザー向けにモバイルを中心とした事業

を展開していることから、セプテーニグループにおいての棲み分けは明確になされております。なお、当

社においても、広告事業を営んでおりますが、ネット広告事業に属する他のグループ会社は広告主の広告

目的に沿って広告枠を販売する広告代理事業を行っており、当社は、媒体運営者に対して広告枠の開発提

案と取次ぎ業務を代行するメディアレップを営んでいるため、その事業区分を異としております。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

   当社は、ケータイというデバイスを通じ、「ユーザー視点に立った」ネットサービスを提供することによ

り、コンテンツホルダー、広告主のビジネスを加速させることで、社会に貢献することを経営理念とし、

ネットでビジネスを加速していきます。 

また、シンプルで分かりやすいこと、創意工夫があり、発見があること、自らチャンスを創り出すこと、

生活者への感動を提供すること、継続的な成長のために、利益を追求すること、という５つの方針を基本

として売上及び利益の 大化を目指していきます。 

 

（２）目標とする経営指標 

  当社は、全ての事業において、成長スピードの追求・顧客満足の向上・効率的な事業運営という３つの

観点を常に強化することにより、事業生産性を 大化することを目標にしています。それに沿った重要な

指標として、営業利益や増加率等を、目標とする経営指標として捉えております。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

  当社を取り巻く環境においては、第３世代携帯電話のさらなる普及及び高機能化、及び、パケット定額

制の普及などにより、３Ｇコンテンツの需要は高まることが予想されます。さらに平成 22 年以降には、光

ファイバー並みの 100Mbps を実現する 3.9Ｇ携帯電話の普及も想定されており、さらに大容量のリッチコ

ンテンツ市場の拡大が期待されております。 

このような環境の下、コンテンツ・メディア事業においては、今後も成長が期待できる「音楽」「書籍」

「動画」などの３Ｇコンテンツを中心に、権利元からの権利許諾を積極的に行い、将来の長編動画配信を

見据えた展開も行っていきます。さらに、平成 23 年のアナログ放送終了に向けて普及するであろう薄型大

画面デジタル TV に、携帯電話から映像を出力し、キャリア決済でコンテンツを購入していくセットトップ

ボックスのような利用法への対応を見据えた展開を行ってまいります。 

  広告事業においては、既存の広告商品に加えて、第三世代携帯電話とパケット定額制の普及によって成

長している動画配信メディアなどのジャンルを成長ジャンルととらえて、取扱いの拡大やメディアの囲い

込みにより成長をしていきたいと考えております。 

平成 20 年４月１日より、コンテンツ・メディア事業と広告事業を統括するモバイル事業統括本部を設置

したことで、両事業が相乗効果を生む体制の構築とそれによる収益の 大化を実現したいと考えておりま

す。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

携帯電話市場は、番号継続制の導入、新規事業者の参入を受け、通信キャリア間の競争が激しさを増す

一方、３Ｇ携帯電話の普及、パケット料金定額化等の登場により、従来のコンテンツの主流であった待ち

受け画像・着メロ等のサービスから、着うた®、着うたフル®、電子書籍、動画等のいわゆる３Ｇコンテン

ツを中心としたサービスが継続して拡大しております。また、携帯電話の高機能化は年々進化を遂げ、消

費者のライフスタイルそのものが変化を続けております。 

当該環境において、当社はコンテンツ・メディア事業及び広告事業の両事業を展開しております。当社

事業が対象とする市場は、今後においてもその市場規模等を拡大していくものと想定される一方、モバイ

ルユーザーによるコンテンツの取捨選択は益々進むものと認識しております。 

当社は、両事業において、事業成長を図りつつ、競合他社との差別化の推進及び収益性の向上に取り組

み、企業価値を継続的に拡大させる方針であります。 

当社はこれらを達成する為に、以下の点を対処すべき主要な課題として認識し、取り組んでまいります。 

  

①コンテンツ・メディア事業について 

当該事業は、既存サイトの継続的な成長に加え、新規サイトの投入による新たな収益及びユーザーの獲

得によって、さらなる成長が見込めると考えております。そのため、安定成長が見込める新規サイトの投

入を行なっていく方針であります。 

また、新規サイトの投入にあたっては、コンテンツの認知度向上を課題として認識しております。その

ための対策として、コンテンツ相互のリンクによって集客力を高めていくとともに、課金者に継続して利

用してもらうための接点及び情報発信のための各種サービス機能を拡充することにより、コンテンツ内容

の向上及び活性化を進めていく方針であります。 

 

②広告事業について 

当該事業は、広告主のニーズへの対応及び広告代理店との連携による販売強化によって、さらなる成長
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が見込めると考えております。そのためには、モバイルサイトやモバイル版成果報酬型広告の特徴を活か

した相乗効果による事業展開が可能な新たな広告手法等を企画・開発し、広告価値の向上及び収益基盤の

強化を図っていく方針であります。 

 

③社内体制の強化について 

当社事業の拡大においては、優秀な人材の確保が不可欠であり、人材の採用、育成および事業拡大に伴

う組織体制の強化については、当社の事業展開および業績に大きな影響を与える要素であり、今後におい

て一層の強化を図っていく必要があります。 

当社は、既存の人材に対しては、効率的な育成システムを事業のステージに合わせ構築し、新規採用に

ついては、優秀かつ当社の経営ビジョンや企業風土に対して共感できる人材の確保を目指していく方針で

あります。 

 

④システムの強化について 

当社の事業は、モバイルを中心に展開していることから、サービス提供にかかるシステムの重要性は極

めて高いものであり、当該システムを安定的に稼動させることが事業展開上重要であります。特に、コン

テンツ・メディア事業においては、会員数及びアクセス数の増加に伴いシステムに対する負荷は増大して

おり、膨大なトラフィックを処理するため、継続したサーバー機器の増設及びその負荷分散等にかかる投

資が必要となります。当社は今後においてもシステム強化を継続していく方針であります。 

 

⑤当社が運営するモバイルサイト及び媒体の安全性に関する取り組みについて 

インターネットの普及につれて、モバイルサイト及び媒体の安全性維持に対する社会的な要請は一層高

まりを見せております。当社は、ユーザーや取引先が安心して各モバイルサイト及び媒体を利用できる環

境を提供する事が、当該事業の拡大に繋がるものと認識しております。当社では、当社の運営するモバイ

ルサイトや媒体内の個人情報の健全性、安全性を継続して維持・拡充する方針であります。 

 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はございません。 
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４．中間財務諸表 

（１）中間貸借対照表 

  
当中間会計期間末 
(平成20年３月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  635,139  240,946 

２．売掛金  658,389  405,387 

３．有価証券  101,195  － 

４．商品  916  240 

５．その他 ※２ 115,882  113,479 

   ６．貸倒引当金  △2,681  △1,316 

流動資産合計  1,508,842 77.5  758,737 81.9

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１ 59,577 3.1  48,455 5.2

２．無形固定資産  50,763 2.6  45,432 4.9

３．投資その他の資産    

(1）長期前払費用  140,208  23,485 

(2）敷金保証金  179,697  40,485 

(3）その他  7,516  10,374 

投資その他の資産合計  327,422 16.8  74,344 8.0

固定資産合計  437,762 22.5  168,233 18.1

資産合計  1,946,605 100.0  926,970 100.0
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当中間会計期間末 
(平成20年３月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  381,019  257,619 

２．短期借入金  155,000  65,000 

３．未払法人税等  13,174  54,366 

４．その他  62,174  42,971 

流動負債合計  611,368 31.4  419,957 45.3

負債合計  611,368 31.4  419,957 45.3

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  552,175 28.3  140,000 15.1

２．資本剰余金    

資本準備金  597,096 184,921  

資本剰余金合計  597,096 30.7  184,921 20.0

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  396 396  

(2）その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  185,569 181,695  

利益剰余金合計  185,965 9.6  182,091 19.6

株主資本合計  1,335,237 68.6  507,013 54.7

純資産合計  1,335,237 68.6  507,013 54.7

負債純資産合計  1,946,605 100.0  926,970 100.0
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（２）中間損益計算書 

  
当中間会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  1,639,294 100.0  2,024,482 100.0

Ⅱ 売上原価  1,155,062 70.5  1,348,507 66.6

売上総利益  484,232 29.5  675,974 33.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費  424,031 25.8  488,026 24.1

営業利益  60,201 3.7  187,947 9.3

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  307 504  

２．その他  40 348 0.0 49 553 0.0

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  660 412  

２．株式交付費  7,178 135  

３．株式上場関連費  4,923 －  

４．上場準備費用  10,628 4,850  

５．その他  － 23,390 1.4 306 5,703 0.3

経常利益  37,159 2.3  182,797 9.0

Ⅵ 特別利益  － －  4,300 0.2

Ⅶ 特別損失 
※２、
３ 

－ －  7,478 0.3

税引前中間（当期）純利
益 

 37,159 2.3  179,618 8.9

法人税、住民税及び事業
税 

 11,086 72,393  

法人税等調整額  6,489 17,575 1.1 2,476 74,869 3.7

中間（当期）純利益  19,583 1.2  104,748 5.2
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（３）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金
合計 

利益準備金
繰越利益剰
余金 

利益剰余
金合計 

株主資本
合計 

純資産合計

平成19年９月30日残高（千円） 140,000 184,921 184,921 396 181,695 182,091 507,013 507,013

事業年度中の変動額    

新株の発行 412,175 412,175 412,175  824,350 824,350

剰余金の配当  △15,709 △15,709 △15,709 △15,709

中間純利益  19,583 19,583 19,583 19,583

事業年度中の変動額合計（千円） 412,175 412,175 412,175 － 3,873 3,873 828,223 828,223

平成20年３月31日残高（千円） 552,175 597,096 597,096 396 185,569 185,965 1,335,237 1,335,237
    

 

前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自平成 18 年 10 月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金
合計 

利益準備金
繰越利益剰
余金 

利益剰余
金合計 

株主資本
合計 

純資産合計

平成18年９月30日残高（千円） 125,000 169,921 169,921 396 86,333 86,729 381,651 381,651

事業年度中の変動額    

新株の発行 15,000 15,000 15,000  30,000 30,000

剰余金の配当  △9,386 △9,386 △9,386 △9,386

当期純利益  104,748 104,748 104,748 104,748

事業年度中の変動額合計（千円） 15,000 15,000 15,000 － 95,361 95,361 125,361 125,361

平成19年９月30日残高（千円） 140,000 184,921 184,921 396 181,695 182,091 507,013 507,013
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（４）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
当中間会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前中間（当期）純利
益 

 37,159 179,618 

減価償却費  16,519 25,954 

貸倒引当金の増減額  1,365 1,316 

株式交付費  7,178 135 

受取利息及び受取配当
金 

 △307 △504 

支払利息  660 412 

売上債権の増加額  △253,001 △157,785 

たな卸資産の増加額  △676 △240 

前払費用の増加額  △122,191 △89,587 

仕入債務の増加額  123,399 77,307 

未払消費税等の増加額 
（△は減少額） 

 △11,166 7,063 

その他  30,704 △8,721 

小計  △170,356 34,966 

利息及び配当金の受取
額 

 307 504 

利息の支払額  △775 △446 

法人税等の支払額  △52,712 △48,243 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △223,536 △13,219 
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当中間会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

有価証券の取得による
支出 

 △101,186 － 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △20,300 △23,137 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △12,585 △25,385 

保険積立金の支出  △446 △893 

敷金・保証金の差入れに
よる支出 

 △139,212 △5,483 

その他  － 4,300 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △273,731 △50,599 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の純増減額  90,000 60,000 

株式の発行による収入  817,171 29,865 

配当金の支払額  △15,709 △9,386 

その他  － △3,905 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 891,461 76,573 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額 

 394,193 12,754 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 240,946 228,191 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高 

※ 635,139 240,946 
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（５）注記事項 

（財務諸表作成の基本となる重要な事項） 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

 売買目的有価証券 

  時価法（売却原価は移動平均法によ

り算定）を採用しております。 

(2）商品 

 移動平均法による原価法によっており

ます。 

(1）有価証券 

────── 

 

 

(2）商品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数については下記のと

おりであります。 

建 物：６年～18年 

工具、器具及び備品：２年～15年 

 

なお、法人税法の改正に伴い、前事業

年度より、平成19年４月１日以降取得し

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方法に変更して

おります。これによる損益に与える影響

は軽微であります。 

(1）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

基づく減価償却方法に変更しておりま

す。これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

 (2）無形固定資産 

 定額法 

ソフトウェアについては、当社の利

用可能期間（３～５年）に基づいてお

ります。 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見積額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（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 

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 

 消費税等の会計処理は、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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 注記事項 

（貸借対照表関係） 

当中間会計期間末 
（平成20年３月31日） 

前事業年度末 
（平成19年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

32,380千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

22,591千円 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

「その他」として表示しております。 

※２．消費税等の取扱い 

────── 

３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契

約に基づく当第１四半期会計期間末の借入未実行の残

高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 155,000千円

 差引額 345,000千円
 

３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しております。これら契

約に基づく当事業年度末の借入未実行の残高は次のと

おりであります。 

当座貸越極度額 400,000千円

借入実行残高 65,000千円

 差引額 335,000千円
 

 

（損益計算書関係） 

当中間会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１．減価償却実施額 

有形固定資産  9,788千円 

無形固定資産  6,730千円 

１．減価償却実施額 

有形固定資産  13,836千円 

無形固定資産  12,117千円 

※２        ────── ※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 563千円 
 

※３．      ────── 

 

※３．減損損失 

当事業年度において当社は以下のとおり減損損失

を計上いたしました。 

場所 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

本社 

（東京都新宿区）
自社利用 ソフトウェア 6,915

当社は、管理会計上の区分を考慮して資産グルー

プを決定し、減損損失の認識を行っております。 

携帯サイトのシステム開発費をソフトウェアとし

て計上し、当該ソフトウェア取得後の粗利益段階で

の黒字化を目指して経営努力をしておりましたが、

今後の収益の獲得が困難と判断されるため、帳簿価

額全額を減額し、当該減少額を減損損失（6,915千円）

として特別損失に計上いたしました。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、使用価値については当該資産

の全額を減額したため、割引率の算定はしておりま

せん。 

 



アクセルマーク株式会社（３６２４）平成 20 年９月期 中間決算短信（非連結） 

－20－ 

（株主資本等変動計算書関係） 

当中間期会計期間（自平成 19 年 10 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 

 
前事業年度末 

株式数 
（株） 

当中間会計期間 
増加株式数 
（株） 

当中間会計期間 
減少株式数 
（株） 

当中間会計期間末
株式数 
（株） 

発行済株式     

  普通株式  （注） 22,768 5,847 － 28,615 

    合計 22,768 5,847 － 28,615 

自己株式 － － － － 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加のうち、5,000 株については平成 20 年３月 17 日払込期日の公募増資に伴う新

株発行によるものであり、847 株については新株予約権の行使に伴う新株発行によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

前事業年

度末 

当中間会計

期間増加

当中間会計

期間減少

当中間 

会計期間末 

当中間 

会計期間末

残高 

（千円）

提出会

社 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－ － － － － － 

合計 － － － － － － 

 （注）新株予約権のうち、ストック・オプションについては、「（ストック・オプション等関係）」に記載しております。 
 
３．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12月18日 
定時株主総会 

普通株式 15,709 690 平成19年９月30日 平成19年12月19日 

 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの 

   該当事項はありません。 
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前事業年度（自平成 18年 10 月１日 至平成 19 年９月 30 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 

 
前事業年度末 

株式数 
（株） 

当事業年度 
増加株式数 
（株） 

当事業年度 
減少株式数 
（株） 

当事業年度末 
株式数 
（株） 

発行済株式     

  普通株式  （注） 22,618 150 － 22,768 

    合計 22,618 150 － 22,768 

自己株式 － － － － 

 （注）普通株式の発行済株式の増加 150 株は、第三者割当増資に伴う新株発行による増加であります。 

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

前事業年

度末 

当事業年

度増加 

前事業年

度減少 

当事業年

度末 

当事業年

度末残高

（千円）

提出会

社 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－ － － － － － 

合計 － － － － － － 

（注）新株予約権のうち、ストック・オプションについては、「（ストック・オプション等関係）」に記載しております。 

 

３．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18年12月15日 
定時株主総会 

普通株式 9,386 415 平成18年９月30日 平成18年12月16日 

 
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が事業年度末後となるもの 

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12月18日 
定時株主総会 

普通株式 15,709 利益剰余金 690
平成19年 
９月30日 

平成19年 
12月19日 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 
当中間会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の中間会計期間末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 635,139千円

 現金及び現金同等物 635,139千円
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 240,946千円

 現金及び現金同等物 240,946千円
 

 
（リース取引関係） 

当中間会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

 内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額

なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項

の規定により記載を省略しております。 

同左 

 
（デリバティブ取引関係） 

当中間会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成 18年 10 月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

デリバティブ取引を全く利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） 

当中間会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

１．ストック・オプションにかかる当中間会計期間における費用計上額及び科目名 

  当社はストック・オプションの付与日現在において、非上場のため、当該ストック・オプション

は単位当たりの本源的価値の見積もりによって算定しており、付与時における本源的価値合計が零

のため、費用は計上しておりません。 

 

２．当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 平成20年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員 17名 

株式の種類別のストック・オプションの数 普通株式 77株 

付与日 平成20年１月16日 

権利確定条件 

いずれかの証券取引所に上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社
または関連会社の取締役、監査役または従業員いずれかの地
位にあることを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた
場合は、この限りではない。 

対象勤務期間 平成20年１月16日から平成22年１月16日まで 

権利行使期間 平成22年１月17日から平成27年１月31日まで 

権利行使価格（円）              200,000 

付与日における公正な評価単価（円）                 ― 
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前事業年度（自平成 18年 10 月１日 至平成 19 年９月 30 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17年 
ストック・オプション 

平成17年 
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 

当社の取締役 ２名 
当社の従業員 23名 

当社の監査役 １名 社外協力者 １名 

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数 

普通株式1,220株 普通株式50株 普通株式30株 

付与日 平成17年９月20日 平成17年９月20日 平成17年９月20日 

権利確定条件 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社、当社
子会社または関連会社の
取締役、監査役または従業
員いずれかの地位にある
ことを要する。ただし、新
株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限
りではない。 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社、当社
子会社または関連会社の
取締役、監査役または従業
員いずれかの地位にある
ことを要する。ただし、新
株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限
りではない。 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
 

対象勤務期間 
平成17年９月20日から 
平成19年７月31日まで 

平成17年９月20日から 
平成19年７月31日まで 

平成17年９月20日から 
平成19年７月31日まで 

権利行使期間 
平成19年８月１日から 
平成24年７月31日まで 

平成19年８月１日から 
平成24年７月31日まで 

平成19年８月１日から 
平成24年７月31日まで 

 

 平成18年 
ストック・オプション 

平成18年 
ストック・オプション 

平成18年 
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 ４名 
当社の従業員 22名 

当社の監査役 １名 社外協力者 １名 

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数 

普通株式1,440株 普通株式50株 普通株式10株 

付与日 平成18年４月17日 平成18年４月17日 平成18年４月17日 

権利確定条件 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社、当社
子会社または関連会社の
取締役、監査役または従業
員いずれかの地位にある
ことを要する。ただし、新
株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限
りではない。 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社、当社
子会社または関連会社の
取締役、監査役または従業
員いずれかの地位にある
ことを要する。ただし、新
株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限
りではない。 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
 

対象勤務期間 
平成18年４月17日から 
平成20年３月31日まで 

平成18年４月17日から 
平成20年３月31日まで 

平成18年４月17日から 
平成20年３月31日まで 

権利行使期間 
平成20年４月１日から 
平成25年３月31日まで 

平成20年４月１日から 
平成25年３月31日まで 

平成20年４月１日から 
平成25年３月31日まで 
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 平成19年 
ストック・オプション 

平成19年 
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 25名 

当社の監査役 １名 

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数 

普通株式490株 普通株式10株 

付与日 平成19年１月16日 平成19年１月16日 

権利確定条件 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社、当社
子会社または関連会社の
取締役、監査役または従業
員いずれかの地位にある
ことを要する。ただし、新
株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限
りではない。 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社、当社
子会社または関連会社の
取締役、監査役または従業
員いずれかの地位にある
ことを要する。ただし、新
株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限
りではない。 

対象勤務期間 
平成19年１月17日から 
平成21年１月16日まで 

平成19年１月17日から 
平成21年１月16日まで 

権利行使期間 
平成21年１月17日から 
平成25年12月31日まで 

平成21年１月17日から 
平成25年12月31日まで 

（注）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 

当事業年度（平成 19 年９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17年 
ストック・オプション 

平成17年 
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)    
 期首 1,185 50 30 

 付与 － － － 

 失効 235 － － 

 権利確定 950 50 30 

 未確定残 － － － 

権利確定後  (株)    
 期首 － － － 

 権利確定 950 50 30 

 権利行使 － － － 

 失効 － － － 

 未行使残 950 50 30 
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 平成18年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前  (株)    
 期首 1,425 50 10 

 付与 － － － 

 失効 300 － － 

 権利確定 － － － 

 未確定残 1,125 50 10 

権利確定後  (株)    
 期首 － － － 

 権利確定 － － － 

 権利行使 － － － 

 失効 － － － 

 未行使残 － － － 

 
 平成19年 

ストック・オプション 
平成19年 

ストック・オプション 

権利確定前  (株)   
 期首 － － 

 付与 490 10 

 失効 10 － 

 権利確定 － － 

 未確定残 480 10 

権利確定後  (株)   
 期首 － － 

 権利確定 － － 

 権利行使 － － 

 失効 － － 

 未行使残 － － 
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② 単価情報 
 平成17年 

ストック・オプション 
平成17年 

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） 50,000 50,000 50,000 

行使時平均株価（円） － － － 

公正な評価単価 
（付与日）（円） 

－ － － 

 
 平成18年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格（円） 100,000 100,000 100,000 

行使時平均株価（円） － － － 

公正な評価単価 
（付与日） （円） 

－ － － 

 
 平成19年 

ストック・オプション 
平成19年 

ストック・オプション 

権利行使価格（円） 200,000 200,000 

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 

当事業年度において付与された平成 19 年ストック・オプションの公正な評価単価は、未公開企業

であるため、単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。 

また、単価当たり本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、類似公開企業比較方式によ

り算定しております。 

なお、当事業年度末における本源的価値の合計額はゼロであります。 

 

（持分法損益等） 

当中間会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

当社は、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成 18年 10 月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

当社は、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当中間会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 22,268.67円 

１株当たり当期純利益金額 4,607.77円 

  

 

  

 １株当たり純資産額 46,662.14円

１株当たり中間純利益金額 845.04円

潜在株式調整後１株当たり 
中間純利益金額 

844.72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）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

項目 
当中間会計期間末 
（平成20年３月31日） 

前事業年度末 
（平成19年９月30日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 1,335,237 507,013 

普通株式に係る純資産額(千円) 1,335,237 507,013 

普通株式の発行済株式数(株) 28,615 22,768 

普通株式の自己株式数(株) － － 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式(株) 
28,615 22,768 

２．１株当たり中間（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。 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

中間（当期）純利益（千円） 19,583 104,748 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
19,583 104,748 

期中平均株式数（株） 23,175 22,733 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額 

  

 中間（当期）純利益調整額（千円） － － 

 普通株式増加数（株） 9 － 

  （うち新株予約権） （ 9） （ －） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（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（新株予約権の数1,632

個）。 

新株予約権（新株予約権の数2,705

個）。 

 

 

（重要な後発事象） 

当中間会計期間末（平成 20 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成 18年 10 月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 


