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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（△損失） 経常利益（△損失） 当期純利益（△損失）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 13,169 10.3 △204 － △212 － △1,969 －

19年３月期 11,937 26.6 171 △79.2 92 △87.5 412 △58.7

１株当たり
当期純利益（△損失）

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 △32,058 36 － － △24.9 △2.2 △1.5

19年３月期 6,977 22 6,658 49 5.4 1.0 1.4

（参考）持分法投資損益 20年３月期 △12百万円 19年３月期 △66百万円

(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 8,639 7,223 79.3 110,920 88

19年３月期 10,728 9,165 82.6 144,642 01

（参考）自己資本 20年３月期 6,849百万円 19年３月期 8,861百万円

(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 197 △690 △82 4,120

19年３月期 313 △433 1,908 4,696

２．配当の状況

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 750 00 750 00 1,500 00 91 21.5 1.1

20年３月期 750 00 － － 750 00 46 － 0.6

21年３月期（予想） － － － － 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 15,000 13.9 260 － 250 － 100 － 1,619 39

※中間期の業績予想の記載を控えさせていただきます。事由等につきましては５ページをご参照ください。
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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）　有

新規 １社 （社名　エキサイトFX株式会社） 除外 －社 （社名－）

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」、17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。

(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　　　　　　　　有

（注）詳細は、21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 61,760株 19年３月期 61,272株

②　期末自己株式数 20年３月期 7.2株 19年３月期 7.2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、45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（△損失） 経常利益（△損失） 当期純利益（△損失）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 11,739 6.5 △261 － △246 － △2,015 －

19年３月期 11,028 18.3 418 △53.9 405 △55.4 347 △69.2

１株当たり
当期純利益（△損失）

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 △32,804 88 － －

19年３月期 5,888 11 5,619 13

(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 8,147 7,000 84.2 111,151 26

19年３月期 10,450 9,014 85.6 146,021 81

（参考）自己資本 20年３月期 6,863百万円 19年３月期 8,945百万円

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 12,500 6.5 200 － 200 － 100 － 1,619 36

※中間期の業績予想の記載を控えさせていただきます。事由等につきましては５ページをご参照ください。

※　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、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５ページをご参照ください。
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１．経営成績
（１）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国経済は、大手企業を中心とした堅調な企業業績に支えられ、設備投資の増加や雇用

環境の改善など、景気は拡大基調を持続いたしました。しかし一方で、原油価格や原材料費の高騰、米国のサブプラ

イムローン問題に端を発した金融不安など、景気の先行きに不透明感を与える事象が生じました。

　ＩＴ業界におきましては、インターネットの普及率が７割に迫る水準となり、光回線利用者の増加や携帯電話等の

移動端末での利用が進むなど、充実した市場環境が整いつつあります。また、インターネット広告の市場規模も拡大

を続けており、Ｗｅｂサイトのメディアとしての役割が高まっております。

　当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比（以下、「前年度比」という）10.3％増の13,169百万円となりまし

た。インターネット広告の販売（メディア事業）につきましては、広告料金の下落傾向が年度前半に底打ちしたもの

の、年間を通じて低調に推移し減収となりました。一方、音楽コンテンツ配信やオンラインゲーム及びインターネッ

ト接続サービスを展開するエンタテインメント事業は、サービスの拡大や利用者数の増加によって売上を伸ばしまし

た。また当連結会計年度からはじめた化粧品Ｅコマース（その他事業）も売上増に寄与しました。

　売上原価は、前年度比37.3％増の7,994百万円となりました。主な増加要因は、先行投資的負担により現状、原価率

が高い水準にあるエンタテインメント事業及びＥコマース事業の増収に伴うものであります。この結果、売上総利益

は、前年度比15.4％減の5,175百万円となりました。売上高総利益率は、同11.9ポイント減の39.3％となりました。

　販売費及び一般管理費は、前年度比9.5％減の5,379百万円となりました。エンタテインメント事業の売上増に伴い

課金決済手数料等の業務委託費が増加したほか、サービスの拡大によってソフトウェア償却費が増加しました。一方、

業務効率の改善や従業員数の減少等により人件費が減少しました。またマーケティング活動の効率化を進めるなど広

告宣伝費及び販売促進費の削減を図りました。広告販売が低調であったため、販売手数料（広告代理店手数料）やロ

イヤリティ（親会社が保有する「エキサイト」ブランドの使用料）が減少しました。（Ｐ68「補足資料（連結）２．

販売費及び一般管理費の明細」参照）

　以上の結果、当連結会計年度は204百万円の営業損失を計上することとなりました。前連結会計年度は171百万円の

営業利益計上でありました。

　営業外損益は、受取利息が増加し、持分法投資損失が減少しました。よって212百万円の経常損失となりました。前

連結会計年度は92百万円の経常利益計上でありました。

　当連結会計年度は、1,716百万円の特別損失を計上いたしました。その主な内容は以下のとおりです。

• 投資有価証券評価損　1,015百万円（業務提携に伴い取得した複数会社の株式に対する減損処理であります）

• 減損損失　195百万円（譲り受けた化粧品Ｅコマース事業に係るのれん、オンラインゲームタイトルの権利金、ソ

フトウェア等の固定資産についての減損処理であります）

• 事業撤退に伴う商品評価損　196百万円（韓流タレントグッズを取り扱うＥコマース 事業から撤退しましたので、

当該事業に係る商品について評価損を計上しました）

（平成20年５月９日発表の『「特別損失の発生に関するお知らせ」の一部修正について』参照）

　以上の損益状況に税金費用を計上し、また少数株主損益を調整した結果、当連結会計年度は1,969百万円の当期純損

失を計上することとなりました。前連結会計年度は412百万円の当期純利益計上でありました。個別決算において税引

前当期純損失を計上したため、連結決算上の法人税、住民税及び事業税が114百万円に減少しました。前連結会計年度

の法人税等の額は295百万円でした。また、連結子会社群における損益が改善しましたので、前連結会計年度は136百

万円の少数株主損失を計上しておりましたが、当連結会計年度は1百万円の少数株主利益を計上しました。

事業の種類別セグメントの状況

メディア事業

　当セグメントの売上高は前年度比22.4％減の4,549百万円、営業利益は同74.7％減の213百万円となりました。イ

ンターネット広告の販売は、ポータルサイトのデザインを刷新するなど販売促進策を講じましたが、広告料金の回

復に時間を要しており、低調な推移となりました。また検索連動型広告（リスティング広告）につきましては、当

事業の専門子会社が収益の増大を果たしましたが、他社Ｗｅｂサイトとの連携契約が終了し、売上の伸びを抑える

要因となりました。このような状況に対応するため、情報提供料やサービス提供料の低減といったコスト構造の見

直しを進めました。

エンタテインメント事業

　当セグメントの売上高は前年度比39.2％増の8,073百万円になりました。しかしながら営業利益は同23.1％減の

659百万円となりました。当セグメントに計上する音楽コンテンツ配信及びオンラインゲームの収益は、サービス種

の増加や既存サービスの人気拡大によって売上が増加いたしました。インターネット接続サービスにつきましても

加入者数の安定的な増加により順調に推移いたしました。しかし利益面につきましては、これらサービスは現時点

において原価率が高い構造にあり、また初期段階のサービスも多いため先行投資的費用負担が生じており、利益水
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準は抑えられた状況となっております。

その他事業

　当セグメントはＥコマース事業や金融サービス事業、海外展開等の新規事業の収益を計上しています。売上高は

653百万円、営業損失は320百万円となりました（前連結会計年度は、金融サービス事業を独立したセグメントで表

示していましたが、当連結会計年度よりその他事業に含めて開示しておりますので前年同期の比較を省略していま

す）。５月から化粧品のＥコマースを開始し、その収益を計上しておりますが、サービスの創業期に当たり、費用

が先行している状況です。同様に、欧州における携帯電話向けサービスをはじめとする新規事業に係る運営費及び

開発費、調査費を計上しました。

　事業の種類別セグメント情報につきましては、Ｐ39「連結財務諸表 注記事項 セグメント情報」を参照ください。

※売上区分別の販売実績についてはＰ68「補足資料（連結）売上区分別の販売実績」を参照ください。

（２）財政状態に関する分析

　当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末から2,088百万円減少し、8,639百万円となりました。当期純損失を

1,969百万円計上しており、資産の減少に直接関係する内容として、商品評価損、固定資産除却損、固定資産の減損損

失、投資有価証券評価損を計上するなど、資産の損失処理をいたしました。その一方で、ソフトウェアの制作や権利

金及びのれんの取得、業務提携に伴う出資（株式取得）といった投資をいたしました。

　資産、負債及び純資産の主な変動は以下のとおりです。

流動資産

・現金及び預金

前連結会計年度末に比べ575百万円減少し4,120百万円となりました。音楽コンテンツ配信サービスに係るソフトウェ

ア制作や新たなオンラインゲームタイトルの運営権取得、化粧品Ｅコマース事業の買収、子会社の設立、国内外の

提携関係にある会社への出資など、積極的に資金を使用しました。

・有価証券

　業務提携先に対する資金協力として前連結会計年度末に保有していた有価証券（社債）310百万円が償還されました。

・売掛金

　前連結会計年度に比べ161百万円減少し2,270百万円となりました。年度末近くの広告販売が前連結会計年度と比べ

て低調であったことや、一部回収が滞っていた売掛金について損失処理したことによるものです。

・たな卸資産

　前連結会計年度末から159百万円減少し66百万円となりました。化粧品Ｅコマース事業を始めたことによる仕入増が

ありましたが、一方で、韓流Ｅコマース事業からの撤退に伴い商品在庫の評価損を196百万円計上したため、減少し

ました。

固定資産

・無形固定資産

　権利金が前連結会計年度末から138百万円増加し243百万円となりました。オンラインゲームの新タイトルの運営権

取得に213百万円を投資しました。

　ソフトウェアが前連結会計年度末から157百万円減少し446百万円となりました。音楽コンテンツ配信や動画配信サー

ビスを中心とするソフトウェアに計228百万円投資しました。当連結会計年度におけるソフトウェア資産の償却額は

243百万円となります。また当連結会計年度は、サービスの終了等による除却損や減損損失を計128百万円計上しま

した。

　のれんが前連結会計年度末から110百万円増加し124百万円となりました。これは化粧品Ｅコマース事業の買収に伴

い、のれんを計上したことによるものです。

・投資その他の資産

　投資有価証券は、前連結会計年度末から814百万円減少し542百万円となりました。業務提携に伴う出資（株式取得、

注参照）に283百万円を投資しました。その一方で、一部株式を売却したほか、減損処理による評価損を1,015百万

円計上しました。

（注）主な出資内容：

ビューティーナビ株式会社　　　　株式取得価額 81百万円　　（出資比率40.0％）

OnNet USA, Inc.　　　　　 　　　株式取得価額 83百万円　　（出資比率17.5％）

株式会社ハッツ・アンリミテッド　株式取得価額 49百万円　　（出資比率33.8％）

デザインバーコード株式会社　　　株式取得価額 45百万円　　（出資比率14.5％）
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流動負債

　　買掛金は、前連結会計年度末から145百万円増加し938百万円となりました。化粧品Ｅコマース事業をはじめたこ

とによる商品仕入やオンラインゲーム事業の売上増に伴う協業会社への収益分配金の増加によるものです。

純資産

　　純資産は前連結会計年度末から1,941百万円減少し7,223百万円となりました。当期純損失を計上したことにより

前連結会計年度末で2,026百万円あった利益剰余金が△10百万円となりました。これらの結果、自己資本比率は前連

結会計年度末から3.3ポイント低下し79.3％になっております。

キャッシュ・フローの状況

　　当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ575百万円減少し4,120百万円となりました。

化粧品Ｅコマース事業の買収やオンラインゲームの新タイトルの運営権取得、業務提携に伴う出資（株式取得）な

ど積極的な投資活動による資金の支出がありました。当期純損失を計上したものの、資金の支出を伴わない損失計

上（商品評価損、固定資産除却損、減損損失、投資有価証券評価損等）が大きな要因となっているため、営業活動

によるキャッシュ・フローは収入超を維持し、投資活動による支出の一部を賄いました。

・営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローでは、197百万円の資金収入を得ました。前連結会計年度は売

上債権の増加が仕入債務の増加を上回るなど、運転資金需要が高まりましたが、当連結会計年度は売上債権が減少

し、その一方で仕入債務が増加したことにより営業循環における資金の流入が生じる状況となりました。

・投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、690百万円の支出となりました。主な内容としましては、

サービス拡充に伴うソフトウエアの制作等（無形固定資産への投資）に571百万円、化粧品Ｅコマース事業等の買収

に284百万円、資本提携（投資有価証券の取得）に283百万円の資金を使用しました。資金の収入面につきましては、

保有していた社債の償還による収入310百万円、株式の売却による収入130百万円を計上いたしました。

・財務活動によるキャッシュ・フロー

前事業年度の期末配当金及び当事業年度の中間配当金の支払額として91百万円を計上しました。株式の発行による

収入を9百万円計上しておりますが、これはストックオプション目的で発行した新株予約権の行使による払込代金で

あります。

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

期末 期末 期末

自己資本比率（％） 80.8 82.6 79.3

時価ベースの自己資本比率（％） 712.2 144.5 50.4

＊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

＊債務の返済に係る安全性指標につきましては、当連結会計期間末及び前連結会計年度末とも有利子負債がありま

せんので、記載を省略しております。

（３）次期の見通し

　次期の業績予想につきましては以下のような方針を基に策定しております。

・メディア事業につきましては、インターネット広告の市場は順調に拡大しており、当社はその需要を獲得すべく、

広告商品の競争力を強化するとともに、販売戦略を見直しております。広告料金は緩やかでありますが回復傾向に

ありますので、この傾向を維持、加速させていきたい考えです。

・エンタテインメント事業につきましては、音楽コンテンツ配信やオンラインゲームで新しいサービスを投入するこ

とにより収益を増大する計画です。インターネット接続サービスでは、光回線の普及を背景に、当社サービスの利

用者が安定的に増加する見通しであります。

・その他事業につきましては、連結子会社のエキサイトＦＸ株式会社が、平成20年5月より事業を開始いたしました。

また、新規事業の立ち上げや調査を積極的に推し進めていく予定であります。

※業績予想に関する留意事項

本資料に記載されている通期の業績予想やその他の将来の見通しに関する記述は当社が現時点で入手可能な情報や

社内機密的に設定している経営計画並びに将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定等を前提とした当社

経営陣による判断に基づいています。実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。
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 中間業績予想の記載を差し控えることについて

　当社は中長期の事業展望に基づいた経営をしておりますが、経営管理の基本である１年間の期間収益認識に合わせ、

年次での業績管理を徹底しております。そのため、通期業績予想につきましては期間損益に対するコミットメントの

意味を含め、投資者情報として指し示すべきものとの考えであります。しかしながら、中間業績予想につきましては、

当社は様々な新規事業に挑戦しており、また会社全体の業績を左右することもあると考えております。こうした状況

の中、事業の進捗によっては収益認識が中間期末を境にして前後することも予想され、短期間の業績予想数値と実績

に差異が生じる可能性があり、中間業績予想を指し示すことは投資者に誤解を与える（投資判断をミスリードする）

ことになる懸念さえあると危惧するところであります。むしろ事業の進捗については、年次計画を指し示した上で、

四半期、中間期業績の開示をもって、お知らせすることが適当であり、中間業績予想の記載を差し控えるものであり

ます。

（４）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は発展途上にあるインターネット市場を活動の場とすることから、継続的に企業価値を向上させることによっ

て株主利益を増大することを第一の方針としています。そのため、事業活動より得られる収益に関しましては、内部

留保による事業への再投資（財務体質の強化、設備投資、研究開発、Ｍ＆Ａ等）を基本とする考えです。一方で上場

株式の流動性と期間損益に対する株主の利益を尊重し、一定水準の配当原資を確保し安定配当による株主還元を実施

する考えです。なお、会社法施行後も、従来どおり中間配当及び期末配当にて配当金を支払う方針であります。

　しかしながら、当年度は2,015百万円の当期純損失（個別決算数値、以下同）を計上したため、当年度末の利益剰余

金は、前年度末から2,107万円減少し４百万円となりました。次年度（平成21年３月期）におきましても、当期純利益

は100百万円の予想でありますので、次年度末の利益剰余金の水準は低い状況が続くと言わざるを得ません。上記のと

おり、当社は安定配当方針を掲げておりますが、財務の健全性の観点から平成20年３月期の期末配当金及び次年度の

配当の支払を見送ることにいたしました（平成20年５月９日発表の「平成20年３月期 期末配当予想の修正に関するお

知らせ」を参照ください）。当年度は、中間配当金として１株あたり750円を支払っておりますので年間配当金は750

円となります。

　業績を回復させ早期の復配をいたしたい考えであります。株主様におかれましてはご理解とご支援のほどをお願い

申し上げたく存じます。
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２．企業集団の状況
　当社は親会社である伊藤忠商事株式会社が形成する企業集団の「宇宙・情報・マルチメディアカンパニー」部門に属し

ており、同企業集団においてインターネットを使ったＢ２Ｃ事業を展開しております。また当社は、インターネットビジ

ネスを営む複数の子会社・関連会社と連携し、多様なサービスを提供しております。当社グループ（当社及び連結子会社、

持分法適用関連会社）の主な事業内容は以下のとおりです。

（１）メディア事業

広告、アフィリエイト広告、検索連動型広告等

（２）エンタテイメント事業

コミュニティーサービス、オンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、インターネット接続サービス等

（３）その他

　金融サービス、Ｅコマース、新規事業等

当社グループの構成及び企業集団における各社の位置付け並びに事業取引の系統図は以下のとおりです。

【当社】エキサイト(株)
【顧客】

広告掲載（有償）

情報・コンテンツ提供
（有償・無償）

インターネット接続
サービス（有償）

物品販売（有償）

【子会社】(株)クロスネットワークス
アフィリエイト広告

直接所有 83.4％

広告取引

【子会社】(株)クロスリスティング
検索連動型広告

直接所有 56.6％

広告取引

【子会社】エキサイトクレジット(株)
金融サービス事業

直接所有 51.0％

営業協力

【子会社】エキサイト・ミュージック
エンタテインメイント(株)
音楽サイト運営・音楽レーベル

直接所有 92.1％

サイト共同運営

【子会社】(株)オンネットジャパン
インターネット技術開発事業

直接所有 51.0％

技術開発

メ
デ
ィ
ア
事
業

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
事
業

そ
の
他
事
業

【親会社】伊藤忠商事（株）及び
その子会社（計2社）

所有 59.7％

ブランド使用権･ロイヤリティ
システム保守･業務委託

金融サービス（有償）

取引関係資本関係

【関連会社】(株)ハッツアンリミテッド
音楽関連事業 業務提携

直接所有 33.8％

【関連会社】ビューティーナビ(株) 
美容室インターネット検索事業

業務提携

直接所有 40.0％

広告主
（企業）

ユーザー
（一般消費者）

メディア事業部
・インターネット広告等

ブロードバンド＆
コミュニケーション事業部
・コミュニティーサービス
・オンラインゲーム
・音楽コンテンツ配信
・インターネット接続
サービス等

その他
・WEBサイト連携
・Eコマース

・新規事業等

【子会社】エキサイトＦＸ(株)
外為証拠金取引事業

直接所有 100.0％

【当社】エキサイト(株)
【顧客】

広告掲載（有償）

情報・コンテンツ提供
（有償・無償）

インターネット接続
サービス（有償）

物品販売（有償）

【子会社】(株)クロスネットワークス
アフィリエイト広告

直接所有 83.4％

広告取引

【子会社】(株)クロスリスティング
検索連動型広告

直接所有 56.6％

広告取引

【子会社】エキサイトクレジット(株)
金融サービス事業

直接所有 51.0％

営業協力

【子会社】エキサイト・ミュージック
エンタテインメイント(株)
音楽サイト運営・音楽レーベル

直接所有 92.1％

サイト共同運営

【子会社】(株)オンネットジャパン
インターネット技術開発事業

直接所有 51.0％

技術開発

メ
デ
ィ
ア
事
業

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
事
業

そ
の
他
事
業

【親会社】伊藤忠商事（株）及び
その子会社（計2社）

所有 59.7％

ブランド使用権･ロイヤリティ
システム保守･業務委託

金融サービス（有償）

取引関係資本関係

【関連会社】(株)ハッツアンリミテッド
音楽関連事業 業務提携

直接所有 33.8％

【関連会社】ビューティーナビ(株) 
美容室インターネット検索事業

業務提携

直接所有 40.0％

広告主
（企業）

ユーザー
（一般消費者）

メディア事業部
・インターネット広告等

ブロードバンド＆
コミュニケーション事業部
・コミュニティーサービス
・オンラインゲーム
・音楽コンテンツ配信
・インターネット接続
サービス等

その他
・WEBサイト連携
・Eコマース

・新規事業等

【子会社】エキサイトＦＸ(株)
外為証拠金取引事業

直接所有 100.0％

・平成17年９月22日、株式会社クロスネットワークス（平成17年８月15日に、株式会社イー・クラシスのアフィリエイ

ト事業部門を分離し、独立会社として設立）の第三者割当増資を引き受けました。当社は同社を通じてアフィリエイ

ト広告市場の開拓及び当社Ｅコマース事業の販売促進を進めております。

・平成17年12月８日、ＮＴＴレゾナント株式会社と合弁でインターネット検索サービス会社 株式会社クロスリスティン

グを設立しました。検索連動型広告（リスティング広告）の専門会社として、同事業の拡大を図っております。

・平成18年１月24日、株式会社オリエントコーポレーション及び伊藤忠商事株式会社と合弁でインターネット専業の金

融サービス会社 エキサイトクレジット株式会社を設立しました。インターネットと親和性の高い金融サービスを展開

することで、グループ全体の事業領域を拡大し、金融分野での収益の獲得を目指します。

・平成19年３月22日、音楽レーベル事業に進出するため、エキサイト・ミュージックエンタテインメント株式会社を設

立しました。

・平成18年４月12日、インターネット技術に関する開発及びマーケティング業務を行う株式会社オンネットジャパンの

第三者割当増資を引き受けました。次世代Ｗｅｂ技術のローカライズやマーケティングで協業し、ソフトウェアの企
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画開発やサービス提供に係る運営・営業体制の連携を図っております。

・平成19年４月11日、音楽ソフトの作成及び販売、原盤権の取り扱いを事業とする株式会社ハッツ・アンリミテッドの

第三者割当増資を引き受けました。当社は同社との業務提携を通じて音楽関連事業の拡大を目指します。

・平成19年６月15日、美容室のインターネット検索サイトを運営するビューティーナビ株式会社の第三者割当増資を引

き受けました。当社は同社の美容室情報を活用しポータルサイトコンテンツの充実を図っております。

・平成19年10月25日、外国為替保証金取引事業に進出するため、エキサイトＦＸ株式会社を設立しました。
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３．経営方針
（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略、（４）会社の対処すべ

き課題につきましては、平成18年３月期中間決算短信（平成18年10月30日開示）により開示を行った内容から重要な変

更がないため開示を省略します。

　　当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

　　（当社ホームページ） 

　http://ir.excite.co.jp/

　　（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

（５）内部管理体制の整備・運用状況につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システ

ムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。

　　コーポレート・ガバナンスに関する報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

　　（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

「エキサイト株式会社」「3754」「平成 20 年３月期決算短信」

－ 9 －



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）

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   4,696,132   4,120,513  

２．受取手形及び売掛金   2,432,485   2,270,954  

３. 有価証券   310,000   －  

４．たな卸資産   225,733   66,438  

５．前払金   191,856   20,799  

６．繰延税金資産   149,586   199,981  

７．その他   158,030   150,705  

貸倒引当金   △2,324   △34,237  

流動資産合計   8,161,501 76.1  6,795,154 78.6

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物  203,976   163,096   

減価償却累計額  100,705 103,271  74,041 89,054  

(2）工具器具備品  293,130   288,172   

減価償却累計額  207,423 85,706  216,814 71,357  

有形固定資産合計   188,978 1.8  160,412 1.9

２．無形固定資産        

(1）のれん   14,557   124,675  

(2）権利金   105,410   243,703  

(3）ソフトウェア   604,408   446,955  

(4）その他   3,625   74,044  

無形固定資産合計   728,001 6.7  889,380 10.3

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※１  1,357,219   542,413  

(2）繰延税金資産   42,520   23,353  

(3）敷金保証金   222,020   212,384  

(4）その他   28,037   21,722  

貸倒引当金   －   △4,921  

投資その他の資産合計   1,649,798 15.4  794,952 9.2

固定資産合計   2,566,778 23.9  1,844,745 21.4

資産合計   10,728,279 100.0  8,639,899 100.0
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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）

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   793,343   938,784  

２．未払金   276,364   262,562  

３．未払法人税等   307,787   115,445  

４．未払消費税等   41,598   10,438  

５. 返品調整引当金   4,036   －  

６. ポイント引当金   2,909   －  

７．その他   136,256   75,493  

流動負債合計   1,562,296 14.6  1,402,725 16.2

Ⅱ　固定負債        

長期未払金   －   13,176  

固定負債合計   － －  13,176 0.2

負債合計   1,562,296 14.6  1,415,901 16.4

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   3,222,632   3,227,467  

２．資本剰余金   3,643,513   3,648,348  

３．利益剰余金   2,026,626   △10,115  

４．自己株式   △4,800   △4,800  

　　株主資本合計   8,887,972 82.8  6,860,900 79.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金   △26,508   △11,224  

　　評価・換算差額等合計   △26,508 △0.2  △11,224 △0.1

Ⅲ　新株予約権   68,140 0.6  137,058 1.6

Ⅳ　少数株主持分   236,378 2.2  237,263 2.7

純資産合計   9,165,983 85.4  7,223,998 83.6

負債純資産合計   10,728,279 100.0  8,639,899 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   11,937,727 100.0  13,169,544 100.0

Ⅱ　売上原価   5,821,507 48.8  7,994,384 60.7

売上総利益   6,116,219 51.2  5,175,159 39.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  5,944,537 49.8  5,379,192 40.8

営業利益（△損失）   171,682 1.4  △204,033 △1.5

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  4,810   14,698   

２. 受取配当金  703   1,409   

３．その他  896 6,410 0.1 1,659 17,767 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  －   1,954   

２．開業費  －   7,164   

３．持分法投資損失  66,596   12,929   

４．株式交付費  10,019   －   

５．その他  8,966 85,583 0.7 3,733 25,781 0.2

経常利益（△損失）   92,509 0.8  △212,047 △1.6

Ⅵ　特別利益        

１．持分変動利益  18,832   －   

２．投資有価証券売却益  28,040   －   

３．関係会社株式売却益 ※４ 908,239   －   

４．事業譲渡益  －   23,096   

５．その他  － 955,112 8.0 404 23,500 0.2

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 12,169   73,578   

２．減損損失 ※３ －   195,067   

３．投資有価証券評価損  －   1,015,161   

４．クレーム処理損失  47,566   29,036   

５. 中国オンライン
ゲーム事業整理損失 

※５ 232,679   －   

６. 美容室検索事業整理損失 ※６ 138,582   －   

７．事業撤退に伴う商品評価損 ※７ －   196,765   

８．チケット事業整理損失 ※８ －   88,086   

９．その他  2,122 433,120 3.6 118,732 1,716,428 13.1

税金等調整前当期純利益
（△損失）

  614,501 5.2  △1,904,975 △14.5

法人税、住民税及び事業税  295,175   114,101   

法人税等調整額  43,983 339,159 2.8 △50,992 63,109 0.5

少数株主利益又は少数株主
損失（△）

  △136,750 △1.1  1,124 0.0

当期純利益（△損失）   412,092 3.5  △1,969,209 △15.0
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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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 2,219,433 2,640,315 1,743,146 △4,800 6,598,095

連結会計年度中の変動額

新株の発行 1,003,198 1,003,198   2,006,396

剰余金の配当（注）   △41,916  △41,916

剰余金の配当 (中間配当)   △45,495  △45,495

役員賞与（注）   △40,000  △40,000

当期純利益   412,092  412,092

その他   △1,200  △1,200

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

1,003,198 1,003,198 283,480 － 2,289,877

平成19年３月31日　残高（千円） 3,222,632 3,643,513 2,026,626 △4,800 8,887,972

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高（千円） △6,818 △6,818 － 312,168 6,903,445

連結会計年度中の変動額

新株の発行     2,006,396

剰余金の配当（注）     △41,916

剰余金の配当 (中間配当)     △45,495

役員賞与（注）     △40,000

当期純利益     412,092

その他    1,200 －

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△19,690 △19,690 68,140 △76,990 △28,540

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△19,690 △19,690 68,140 △75,790 2,262,537

平成19年３月31日　残高（千円） △26,508 △26,508 68,140 236,378 9,165,983

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

「エキサイト株式会社」「3754」「平成 20 年３月期決算短信」

－ 13 －



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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 3,222,632 3,643,513 2,026,626 △4,800 8,887,972

連結会計年度中の変動額

新株の発行 4,834 4,834   9,669

剰余金の配当   △45,948  △45,948

剰余金の配当（中間配当）   △46,035  △46,035

当期純損失   △1,969,209  △1,969,209

持分法適用会社減少に伴う増加
高

  24,451  24,451

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

4,834 4,834 △2,036,742 － △2,027,072

平成20年３月31日　残高（千円） 3,227,467 3,648,348 △10,115 △4,800 6,860,900

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高（千円） △26,508 △26,508 68,140 236,378 9,165,983

連結会計年度中の変動額

新株の発行     9,669

剰余金の配当     △45,948

剰余金の配当（中間配当）     △46,035

当期純損失     △1,969,209

持分法適用会社減少に伴う増加
高

    24,451

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

15,283 15,283 68,918 885 85,087

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

15,283 15,283 68,918 885 △1,941,985

平成20年３月31日　残高（千円） △11,224 △11,224 137,058 237,263 7,223,998
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益（△損失）  614,501 △1,904,975

減価償却費  71,322 51,867

権利金償却費  81,552 59,256

ソフトウェア償却費  146,124 243,300

のれん償却額  15,244 60,237

持分法による投資損失  66,596 12,929

貸倒引当金の増加額  2,324 36,833

返品調整引当金の増加額（△減少額）  4,036 △4,036

ポイント引当金の増加額（△減少額）  2,909 △2,909

受取利息  △4,810 △14,698

受取配当金  △703 △1,409

支払利息  － 1,954

株式交付費  10,019 －

株式報酬費用  68,140 68,918

投資有価証券売却益  △28,040 －

関係会社株式売却益  △908,239 －

事業譲渡益  － △23,096

持分変動利益  △18,832 －

固定資産除却損  12,169 73,578

減損損失  － 195,067

投資有価証券評価損  － 1,015,161

クレーム処理損失  47,566 29,036

中国オンラインゲーム事業整理損失  232,679 －

美容室検索事業整理損失  138,582 －

事業撤退に伴う商品評価損  － 196,765

チケット事業整理損失  － 88,086

売上債権の増減額（△増加額）  △290,894 161,531

営業貸付金の減少額  200,000 －

たな卸資産の増加額  △62,151 △37,469

前払金の減少額  5,362 72,445

その他流動資産の増減額（△増加額）  △15,048 47,255

仕入債務の増加額  97,132 145,441

未払金の減少額  △24,866 △52,822

未払費用の減少額  △159,293 △23,187

未払法人税等の減少額  △31,457 △9,768

未払消費税等の増減額（△減少額）  20,015 △31,159

その他流動負債の増減額（△減少額）  77,999 △37,574

その他の営業活動による収入  43,983 113,811

役員賞与の支払額  △40,000 －

小計  373,929 530,371
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

利息の受取額  4,810 14,698

配当金の受取額  703 1,409

クレーム処理損失の支払額  △47,566 △29,036

法人税等の支払額  △18,264 △296,675

その他  － △23,734

営業活動によるキャッシュ・フロー  313,611 197,033

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  △310,000 －

有価証券の償還による収入  － 310,000

投資有価証券の取得による支出  △640,726 △283,523

  　　投資有価証券の売却による収入  31,540 130,622

関係会社株式の取得による支出  － △6,501

関係会社株式の売却による収入  1,011,052 －

有形固定資産の取得による支出  △100,668 △26,019

有形固定資産の売却による収入  － 50

無形固定資産の取得による支出  △433,647 △571,632

事業譲受による支出 ※３ － △284,107

事業譲渡による収入  － 24,000

敷金保証金の回収による収入  8,687 9,636

新規連結子会社の取得による収入 ※２ 7,000 －

その他の投資活動による収入（△支出）  △6,612 7,136

投資活動によるキャッシュ・フロー  △433,375 △690,338

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  1,996,376 9,669

配当金の支払額  △87,412 △91,984

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,908,964 △82,314

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  1,789,201 △575,619

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,899,322 4,696,132

Ⅵ　新規連結子会社の現金及び現金同等物の期
首残高 

※２ 7,608 －

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,696,132 4,120,513
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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５社

連結子会社の名称

　㈱クロスネットワークス

　㈱クロスリスティング

  エキサイトクレジット㈱

  ㈱オンネットジャパン

　エキサイト・ミュージックエンタテイ

ンメント㈱ 

上記のうち、㈱オンネットジャパンは、

当連結会計年度において株式を取得した

ことにより、当連結会計年度より連結の

範囲に含めております。

また、エキサイト・ミュージックエンタ

テインメント㈱は、当連結会計年度に設

立したことにより、当連結会計年度より、

連結の範囲に含めております。

連結子会社の数　６社

連結子会社の名称

　㈱クロスネットワークス

　㈱クロスリスティング

　エキサイトクレジット㈱

　㈱オンネットジャパン

エキサイト・ミュージックエンタテイ

ンメント㈱ 

エキサイトＦＸ㈱

上記のうち、エキサイトＦＸ㈱は、当連

結会計年度に設立したことにより、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　１社

関連会社の名称

　㈱パー七十二プラザ　

なお、前連結会計年度において持分法適

用会社でありました、㈱Duogate並びに、

Prima Intergame ICT Sdn Bhdは、当連

結会計年度において全持分を売却しまし

た。株式売却までの期間の損益は連結損

益計算書に含まれております。

持分法適用の関連会社数　２社

関連会社の名称

　㈱ハッツ・アンリミテッド

ビューティーナビ㈱

上記の２社は、当連結会計年度において

株式を取得したことにより持分法適用の

関連会社に含めております。

なお、前連結会計年度において持分法適

用会社でありました、㈱パー七十二プラ

ザは、実質的に影響力を有しているとは

認められなくなったことにより、持分法

の適用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

すべての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
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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）

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

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価

法(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)を採用しております。　

①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 

 

②たな卸資産

 イ．商品

総平均法による原価法を採用しており

ます。

②たな卸資産

 イ．商品

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

 (会計方針の変更)

従来、総平均法による原価法を採用し

ておりましたが、当連結会計年度より、

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

この変更は、取り扱う商材が従前に比

べ、総じてライフサイクルの短いもの

にシフトしている状況に鑑み、それら

の商品特性により適した評価方法に変

更するものであります。

この変更による損益に与える影響は軽

微であります。なお、セグメント情報

に与える影響は当該箇所に記載してお

ります。

 ロ．貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用し

ております。

 ロ．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

①有形固定資産

 定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）及び構築物に

ついては、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

 　建物及び構築物　　　　　３～18年

 　工具器具備品　　　　　　２～15年

①有形固定資産

 定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）及び構築物に

ついては、定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

 　建物及び構築物　　　　　３～22年

 　工具器具備品　　　　　　２～15年

 (会計方針の変更)

 当社及び国内連結子会社は、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。

この変更による損益に与える影響は軽

微であります。なお、セグメント情報

に与える影響は当該箇所に記載してお

ります。

 (追加情報)

 当社及び国内連結子会社は、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。

この変更による損益に与える影響は軽

微であります。なお、セグメント情報

に与える影響は当該箇所に記載してお

ります。

 ②無形固定資産

 定額法を採用しております。

 なお、権利金については契約期間（３

年）に基づいております。また、自社

利用のソフトウェアについては、当社

グループにおける見込利用可能期間

（３～５年）に基づいております。

 ②無形固定資産

 定額法を採用しております。

 なお、権利金については契約期間（１

～５年）に基づいております。また、

自社利用のソフトウェアについては、

当社グループにおける見込利用可能期

間（１～５年）に基づいております。

(3）繰延資産の処理方法  ①株式交付費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

 ①株式交付費

　　　　　  同　左

──────  ②開業費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。
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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）

(4）重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えて、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

算定しております。

①貸倒引当金

　　　　　 同　左

 ②返品調整引当金

将来予想される売上返品による損失に

備え、過去の返品率等を勘案した将来

の返品による損失予想額を計上してお

ります。

──────

③ポイント引当金

顧客に付与されたポイントの使用によ

る費用発生に備えるため当連結会計年

度において将来使用されると見込まれ

る額を計上しております。

──────

(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

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方法は、

全面時価評価法を採用しております。

  　　　　　　　同  左

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却については、

５年間の均等償却を行っております。な

お、金額的重要性が乏しい場合には、発

生年度の損益として処理することとして

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、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、且つ、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）

（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8,861,463千

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）

を適用しております。

　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68,140千円減少しております。なお、セ

グメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しておりま

す。

（役員賞与に関する会計基準)

　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。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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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、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、当連結会計年度より「のれん」

と表示しております。

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「前払費

用」（当連結会計年度は、100,958千円）は、資産の総

額の100分の５以下となったため、流動資産の「その

他」に含めて表示することにしました。

３. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「ソフト

ウェア仮勘定」（当連結会計年度は、2,700千円）及び

「電話加入権」（当連結会計年度は、924千円）は、資

産の総額の100分の５以下となったため、無形固定資産

の「その他」に含めて表示することにしました。

４. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期前

払費用」（当連結会計年度は、23,937千円）は、資産

の総額の100分の５以下となったため、投資その他の資

産の「その他」に含めて表示することにしました。

５．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「未払費

用」（当連結会計年度は、47,455千円）、「預り金」

（当連結会計年度は、87,614千円）、「前受収益」(当

連結会計年度は、1,186千円)は、負債及び純資産の総

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しました。

（連結貸借対照表）　

──────

（連結損益計算書）

１. 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「受取配当金」は、当連結会計年

度において、営業外収益の総額の100分の10を超えたた

め区分掲記しました。

　　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「受

取配当金」は290千円であります。

２．前連結会計年度において、営業外費用として表示して

おりました「新株発行費」は、当連結会計年度より、

「株式交付費」として表示しております。

３．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「コミッ

トメントライン手数料」（当連結会計年度は、3,998千

円）は、営業外費用の総額の100分の10以下となったた

め、営業外費用「その他」に含めて表示することにし

ました。

（連結損益計算書）

１. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「株式交

付費」（当連結会計年度は、140千円）は、営業外費用

の総額の100分の10以下となったため、営業外費用「そ

の他」に含めて表示することにしました。

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度に営業活動によるキャッシュ・フロー

において表示しておりました「新株発行費」は、当連

結会計年度より「株式交付費」として表示しておりま

す。

２．前連結会計年度において区分掲記しておりました連結

キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ

シュ・フローの「前払費用の増加額」は、重要性が減

じたため、当連結会計年度より営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま

す。

　なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しております「前払

費用の増加額」は、12,900千円であります。

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度において区分掲記しておりました連結

キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ

シュ・フローの「株式交付費」は、重要性が減じたた

め、当連結会計年度より営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しております。「株

式交付費」は、140千円であります。

「エキサイト株式会社」「3754」「平成 20 年３月期決算短信」

－ 22 －



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．このうち関連会社に対するものは次のとおりであ

ります。

投資有価証券（株式）　　　　  　105,068千円 

 ※１．このうち関連会社に対するものは次のとおりであ

ります。

投資有価証券（株式）　　       120,630千円 

 　２．当社においては、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連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

 　２．当社においては、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連結会計年度末の借

入未実行残高は次のとおりであります。

 当座貸越極度額の総額 500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 500,000千円

 当座貸越極度額の総額 1,500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 1,500,000千円
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（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。

 給料手当 1,483,592千円 

 業務委託費 844,783千円 

 減価償却費 71,322千円 

 給料手当 1,425,181千円 

 業務委託費 965,778千円 

 減価償却費 51,867千円 

 ソフトウェア償却費 236,919千円 

 貸倒引当金繰入額 36,833千円 

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 760千円

工具器具備品 2,496千円

ソフトウェア 8,912千円

　計 12,169千円

建物及び構築物 －千円

工具器具備品 103千円

ソフトウェア 73,475千円

　計 73,578千円

※３．               ────── ※３．当連結会計年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。

 （１）資産グループ及び減損損失の金額

資産グループ又は用途

（供用する事業）
資産の種類

減損金額

（千円）

 Ｅコマース事業
のれん 115,521

ソフトウェア 31,351

 オンラインゲーム事業
権利金 24,880

ソフトウエア 14,478

 音楽コンテンツ配信事業 ソフトウエア 8,834

※上記資産を有する場所は、いずれも本社（東京都渋谷

区）であります。

（２） グルーピングの方法 

　資産グループは、事業単位に依っております。

（３）減損損失を認識するに至つた経緯

　Ｅコマース事業につきましては、創業段階にあるもの

の、損益の状況や計画との乖離を勘案し、将来キャッ

シュ・フローによる回収可能価額まで帳簿価額を減額い

たしました。

　オンラインゲーム事業及び音楽コンテンツ配信事業に

つきましては、遊休状態にある資産について帳簿価額を

備忘価額まで減額しております。

（４）回収可能価額の算定方法

　使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を10％で割り引いて算定しております。

 ※４．関係会社株式売却益の内容は次のとおりであります。

 ㈱Duogate 720,475千円

 ㈱クロスネットワークス 53,856千円

 ㈱クロスリスティング 133,908千円

　計 908,239千円

 ※４．               ──────
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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）

 ※５．中国オンラインゲーム事業整理損失は、関係会社で

あるPrima Intergame ICT Sdn Bhdとの資本業務提携

の清算に伴う損失であり、内容は次のとおりであり

ます。

関係会社株式売却損 11,719千円

権利金除却損 214,960千円

債権放棄による損失 6,000千円

　計 232,679千円

 ※５．               ──────

 ※６．美容室検索事業整理損失は、美容室検索事業の廃止

に伴う損失であり、内容は次のとおりであります。

ソフトウェア除却損 6,175千円

債権放棄による損失 132,407千円

　計 138,582千円

 ※６．               ──────

 ※７．               ──────  ※７．韓流タレントグッズを扱うＥコマース事業から撤退

しましたので、当該事業に係るたな卸資産について

帳簿価額を備忘価額まで減額いたしました。

 ※８．               ──────  ※８．チケット事業整理損失は、チケット事業の廃止に伴

う損失であり、内容は次のとおりであります。

固定資産の除却 57,725千円

前払金の償却 30,361千円

　計 88,086千円
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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) 55,896.0 5,376.0 － 61,272.0

合計 55,896.0 5,376.0 － 61,272.0

自己株式

普通株式 7.2 － － 7.2

合計 7.2 － － 7.2

　（注）発行済株式総数の増加は、平成18年８月に実施した第三者割当増資に係る新株発行によるものが4,700.0株、新株

予約権の行使によるものが、676.0株となっております。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成15年度 第１回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 1,732 － 474 1,258 －

平成15年度 第２回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 630 － 110 520 －

平成15年度 第３回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 168 － 30 138 －

平成15年度 第４回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 402 － 116 286 －

平成16年度 第５回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 302 － 56 246 －

平成17年度 第６回新株予約権

(注)１、(注)３
普通株式 450 － － 450 －

ストック・オプションとしての

新株予約権
－ － － － － 68,140

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 68,140

　（注）１．第１回から第６回までの新株予約権はすべて役職員に対するストックオプションとして発行するものです。 

２．新株予約権の減少は、新株予約権の行使あるいは新株予約権を付与された役職員の退職等の事由による新株

予約権の消滅によるものです。

３．第１回から第５回までの新株予約権は当連結会計年度末までに行使期間が到来したものであります。第６回

の新株予約権は当連結会計年度末において行使期間を迎えておりません。
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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６月23日

定時株主総会
普通株式 41,916 750 平成18年３月31日 平成18年６月26日

平成18年10月30日

取締役会
普通株式 45,495 750 平成18年9月30日 平成18年12月11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

（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26日

定時株主総会
普通株式 45,948 利益剰余金 750 平成19年３月31日 平成19年６月27日
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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．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) 61,272.0 488.0 － 61,760.0

合計 61,272.0 488.0 － 61,760.0

自己株式

普通株式 7.2 － － 7.2

合計 7.2 － － 7.2

　（注）発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使によるものとなっております。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成15年度 第１回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 1,258 － 368 890 －

平成15年度 第２回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 520 － 110 410 －

平成15年度 第３回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 138 － 28 110 －

平成15年度 第４回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 286 － 140 146 －

平成16年度 第５回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 246 － 54 192 －

平成17年度 第６回新株予約権

(注)１、(注)２、(注)３
普通株式 450 － 80 370 －

ストック・オプションとしての

新株予約権
－ － － － － 137,058

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － 137,058

　（注）１．第１回から第６回までの新株予約権はすべて役職員に対するストックオプションとして発行するものです。 

２．新株予約権の減少は、新株予約権の行使あるいは新株予約権を付与された役職員の退職等の事由による新株

予約権の消滅によるものです。

３．第１回から第６回までの新株予約権は当連結会計年度末までに行使期間が到来したものであります。

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６月26日

定時株主総会
普通株式 45,948 750 平成19年３月31日 平成19年６月27日

平成19年10月30日

取締役会
普通株式 46,035 750 平成19年９月30日 平成19年12月10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）

現金及び預金勘定 4,696,132千円

現金及び現金同等物 4,696,132千円

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 4,120,513千円

現金及び現金同等物 4,120,513千円

 ※２．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２社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

価額と取得に伴う支出（純額）との関係は次のとお

りであります。

エキサイト・ミュージックエンタテインメント㈱
 

流動資産 49,000千円

少数株主持分 △7,000千円

新規連結子会社株式の取得価額 42,000千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物

 

49,000千円

差引：新規連結子会社の取得によ

る収入

 

7,000千円

㈱オンネットジャパン
 

流動資産 58,151千円

固定資産 22,725千円

流動負債 △371千円

少数株主持分 △30,524千円

新規連結子会社株式の取得価額 49,980千円

新規連結子会社の現金及び現金同

等物の期首残高

 

57,588千円

差引：新規連結子会社の現金及び

現金同等物の期首残高

 

7,608千円

 ※２．　　　　　　　──────

 ※３．　　　　　　　──────  ※３．事業の譲受けにより増加した資産及び負債

平成19年５月１日付けで化粧品ＥＣ事業を譲受けい

たしました。当該事業の取得価額である286,393千円

と同額を、のれんとして資産に計上いたしました。

事業の譲受けに際し、受け入れた資産及び引き受け

た負債はありません。
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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

(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

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

 
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）

建物及び構築物 3,938 512 3,425

工具器具備品 670,415 293,019 377,396

ソフトウェア 378,404 140,451 237,952

合計 1,052,758 433,983 618,774

 
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）

建物及び構築物 3,938 1,019 2,919

工具器具備品 639,893 194,713 445,180

ソフトウェア 205,008 81,480 123,528

合計 848,840 277,212 571,628

(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年以内 217,733千円

１年超 410,320千円

合計 628,053千円

１年以内 179,327千円

１年超 406,167千円

合計 585,494千円

(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  234,315千円

減価償却費相当額 223,894千円

支払利息相当額 15,860千円

支払リース料 240,434千円

減価償却費相当額 220,987千円

支払利息相当額 14,951千円

(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

(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（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価があるもの 

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 115,735 80,500 △35,235

小計 115,735 80,500 △35,235

合計 115,735 80,500 △35,235

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

31,540 28,040 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 当連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

  非上場株式 1,199,339

  非上場社債 310,000

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

非上場社債 310,000 － － －

合計 310,000 － － －
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当連結会計年度（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価があるもの 

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 33,694 37,552 3,858

小計 33,694 37,552 3,858

合計 33,694 37,552 3,858

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

130,622 － 10,518

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 当連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

  非上場株式 384,230

（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行っておりませんので、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）

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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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．当連結会計年度における費用計上額及び科目名

        販売費及び一般管理費「株式報酬費用」　　　39,019千円

        販売費及び一般管理費「役員報酬」　　　　  29,121千円

２．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18年
ストック・オプション①

平成18年
ストック・オプション②

平成18年
ストック・オプション③

付与対象者の区分及び数 当社の取締役　　６名 当社幹部従業員　21名 当社従業員　　　133名

ストック・オプション数(注) 普通株式350株 普通株式174株 普通株式436株

付与日 平成18年７月11日 平成18年７月11日 平成18年７月11日

権利確定条件

付与日（平成18年７月11日）

以降、権利確定日（平成20年

６月23日）まで継続して勤務

していること。

付与日（平成18年７月11日）

以降、権利確定日（平成20年

６月23日）まで継続して勤務

していること。

付与日（平成18年７月11日）

以降、権利確定日（平成22年

６月23日）まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間
平成18年７月11日から平成22

年６月23日まで

平成18年７月11日から平成22

年６月23日まで

平成18年７月11日から平成22

年６月23日まで

権利行使期間
平成20年６月24日から平成24

年６月22日まで

平成20年６月24日から平成24

年６月22日まで

平成22年６月24日から平成24

年６月22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18年
ストック・オプション①

平成18年
ストック・オプション②

平成18年
ストック・オプション③

権利確定前　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 350 174 436

失効 － － 40

権利確定 － － －

未確定残 350 174 396

権利確定後　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

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18年
ストック・オプション①

平成18年
ストック・オプション②

平成18年
ストック・オプション③

権利行使価格　　　（円） 764,782 764,782 764,782

行使時平均株価　　（円） － － －

付与日における公正な

評価単価　　　　　（円）

平成20年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

325,185

平成21年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

344,324

平成22年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

362,248

平成23年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

379,122

平成20年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

325,185

平成21年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

344,324

平成22年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

362,248

平成23年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

379,122

　　　────── 

 

－

　　　──────

 

－

平成22年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

362,248

平成23年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

379,122

 (注）表中の権利行使価格は発行当初の金額を記載しております。平成19年３月31日現在の権利行使価格は、平成18年８

月14日付けで時価を下回る価額で新株が発行されていたため、規定に従い、ストック・オプション①、②、③とも

761,819円に調整されております。
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下

のとおりであります。

①　使用した評価技法　二項モデル

②　主な基礎数値及び見積方法

 
平成18年

ストックオプション①

平成18年

ストックオプション②

平成18年　

ストックオプション③

価格変動性　　　　(注)１ 55.14％ 同左 同左

予想残存期間　　　(注)２

権利行使期間　平成20年６月

24日～平成24年６月22日：　

3.95年

同左

権利行使期間　平成22年６月

24日～平成24年６月22日：　

4.95年

権利行使期間　平成21年６月

24日～平成24年６月22日：　

4.45年

権利行使期間　平成23年６月

24日～平成24年６月22日：　

5.45年

権利行使期間　平成22年６月

24日～平成24年６月22日：　

4.95年

権利行使期間　平成23年６月

24日～平成24年６月22日：　

5.45年

予想配当　　　　　(注)３ 1,500円／株 同左 同左

無リスク利子率　　(注)４

予想残存期間　3.95年：　

1.421％

同左

予想残存期間　4.95年：　

1.601％

予想残存期間　3.45年：　

1.511％

予想残存期間　5.45年：　

1.691％

予想残存期間　4.95年：　

1.601％

予想残存期間　5.45年：　

1.691％

　（注）１．平成16年11月から平成18年７月までの株価実績に基づき算定しております。

２．段階的に権利行使が可能となるストック・オプションであるため、権利行使期間開始日の違いにより、予想

残存期間を設定しております。

３．平成18年３月期の配当実績によっております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応するスワップレートであります。対象レートの近接レート（整数年）か

ら、線形近似法により非整数年のレートを算出しております。

４．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、失効数の見積りは行っておりません。
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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．当連結会計年度における費用計上額及び科目名

        販売費及び一般管理費「役員報酬」　　　　  38,828千円

        販売費及び一般管理費「株式報酬費用」　　　30,089千円

２．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18年
ストック・オプション①

平成18年
ストック・オプション②

平成18年
ストック・オプション③

付与対象者の区分及び数 当社の取締役　　６名 当社幹部従業員　21名 当社従業員　　　133名

ストック・オプション数(注) 普通株式350株 普通株式174株 普通株式436株

付与日 平成18年７月11日 平成18年７月11日 平成18年７月11日

権利確定条件

付与日（平成18年７月11日）

以降、権利確定日（平成20年

６月23日）まで継続して勤務

していること。

付与日（平成18年７月11日）

以降、権利確定日（平成20年

６月23日）まで継続して勤務

していること。

付与日（平成18年７月11日）

以降、権利確定日（平成22年

６月23日）まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間
平成18年７月11日から平成22

年６月23日まで

平成18年７月11日から平成22

年６月23日まで

平成18年７月11日から平成22

年６月23日まで

権利行使期間
平成20年６月24日から平成24

年６月22日まで

平成20年６月24日から平成24

年６月22日まで

平成22年６月24日から平成24

年６月22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18年
ストック・オプション①

平成18年
ストック・オプション②

平成18年
ストック・オプション③

権利確定前　　　　（株）    

前連結会計年度末 350 174 396

付与 － － －

失効 － 40 100

権利確定 － － －

未確定残 350 134 296

権利確定後　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

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18年
ストック・オプション①

平成18年
ストック・オプション②

平成18年
ストック・オプション③

権利行使価格　　　（円） 764,782 764,782 764,782

行使時平均株価　　（円） － － －

付与日における公正な

評価単価　　　　　（円）

平成20年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

325,185

平成21年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

344,324

平成22年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

362,248

平成23年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

379,122

平成20年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

325,185

平成21年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

344,324

平成22年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

362,248

平成23年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

379,122

　　　────── 

 

－

　　　──────

 

－

平成22年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

362,248

平成23年６月24日から権利

行使可能な新株予約権　

379,122

 (注）表中の権利行使価格は発行当初の金額を記載しております。平成19年３月31日現在の権利行使価格は、平成18年８

月14日付けで時価を下回る価額で新株が発行されていたため、規定に従い、ストック・オプション①、②、③とも

761,819円に調整されております。

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度に付与したストック・オプションはないため、該当事項はありません。

４．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、失効数の見積りは行っておりません。
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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内

訳

 （流動の部）   

繰延税金資産   

未払費用 31,846千円

未払事業税 29,524千円

未払事業所税 2,051千円

未確定債務否認額 58,016千円

たな卸資産評価損 25,772千円

その他 2,375千円

繰延税金資産（流動）合計 149,586千円

 （流動の部）   

繰延税金資産   

未払費用 15,259千円

未払事業税 12,129千円

未払事業所税 2,096千円

未確定債務否認額 75,358千円

繰越外国税額控除 6,514千円

繰越欠損金 77,779千円

その他 11,255千円

繰延税金資産（流動）小計 200,391千円

評価性引当額 △410千円

繰延税金資産（流動）合計 199,981千円

（固定の部）   

繰延税金資産   

減価償却超過額 24,326千円

その他有価証券評価差額金 18,193千円

子会社繰越欠損金 148,001千円

繰延税金資産（固定）小計 190,522千円

　評価性引当額 △148,001千円

繰延税金資産（固定）合計 42,520千円

（固定の部）   

繰延税金資産   

減価償却超過額 41,926千円

投資有価証券評価損 321,669千円

減損損失 80,613千円

繰越欠損金 450,486千円

その他 32,147千円

繰延税金資産（固定）小計 926,842千円

　評価性引当額 △901,918千円

繰延税金資産（固定）合計 24,923千円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △1,570千円

繰延税金負債（固定）合計 △1,570千円

繰延税金資産の純額 23,353千円

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 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
9.6％

住民税均等割 1.1％

前期確定申告差異 △3.6％

持分法投資損失 4.4％

持分変動利益 △1.3％

子会社に係る評価性引当額 19.3％

関連会社株式売却損益 △8.6％

ＩＴ投資促進税制法人税額特別

控除

△6.6％

のれん償却 1.0％

税効果未認識未実現利益 2.0％

子会社の税務上繰越欠損金の利

用

△2.5％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
55.2％

税金等調整前当期純損失を計上したため、法定実効税

率と法人税等の負担率との差異の原因は記載しており

ません。
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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）

 　(事業区分の変更）

当社グループ事業は、様々なサービスをこれまで単一の事業として経営管理してきましたが、当連結会計年度より、

多岐にわたるサービスの収益管理を強化するため、各サービスを展開する主幹部門を明確にしたマネジメント体制を

敷くことにいたしました。これに伴い、当連結会計年度よりメディア事業、エンタテインメント事業、金融サービス

事業、その他事業の各セグメントに分類表示することにいたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　単位:千円　

メディア事業
エンタテイン

メント事業

金融サービス

事業
その他 計 消去又は全社 連結

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
5,742,665 5,795,863 15,120 384,077 11,937,727 － 11,937,727

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
117,248 4,500 － 432 122,180 △122,180 －

計 5,859,913 5,800,363 15,120 384,509 12,059,907 △122,180 11,937,727

営業費用 5,017,959 4,942,033 251,627 585,116 10,796,737 969,308 11,766,045

営業利益(△損失) 841,954 858,330 △236,507 △200,607 1,263,170 △1,091,488 171,682

Ⅱ　資産、減価償却費

及び資本的支出
       

資産 1,656,783 2,724,037 247,700 1,090,166 5,718,687 5,009,591 10,728,279

減価償却費 49,486 204,968 273 8,123 262,852 32,576 295,428

資本的支出 161,518 352,789 － 103,448 617,757 23,886 641,644

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。

事業区分 主要なサービス

メディア事業 広告、アフィリエイト広告、検索連動型広告等

エンタテインメント事業
コミュニティーサービス、オンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、

インターネット接続サービス等

金融サービス事業 カードローン、クレジットサービス等

その他事業 EC、新規事業等

２．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、969,308千円であり、主なものは、

当社の管理部門に係る費用であります。

 　　　 ３. 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、5,009,591千円であり、主なものは、当社での余

資運用資金(現金及び現金同等物)、及び管理部門に係る資産であります。

 ４．会計方針の変更

（ストック・オプション等に関する会計基準)　

「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」に記載のとおり、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。これにより、メディア事業　17,829千円、エンタテインメント事業　11,504千円、その他　2,727千円、

及び消去又は全社 36,079千円それぞれ営業費用が増加し、営業利益が同額減少しております。

（役員賞与に関する会計基準)

「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」に記載のとおり、当期連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第４号 企業会計基準委員会平成17年11月29日)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。
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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）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　単位:千円　

メディア事業
エンタテイン

メント事業
その他 計 消去又は全社 連結

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 4,544,273 8,073,577 551,693 13,169,544  13,169,544

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5,411 － 101,490 106,901 △106,901 ―

計 4,549,684 8,073,577 653,183 13,276,445 △106,901 13,169,544

営業費用 4,336,560 7,413,796 973,205 12,723,561 650,015 13,373,577

営業利益(△損失) 213,124 659,781 △320,022 552,883 △756,916 △204,033

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出
      

資産 1,262,652 2,122,707 852,527 4,237,887 4,402,012 8,639,899

減価償却費 94,307 230,921 77,589 402,818 11,843 414,662

減損損失 27,163 48,194 119,708 195,067 － 195,067

資本的支出 95,335 473,403 361,801 930,541 △41,569 888,971

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称

事業区分は、サービスの内容及び特性を考慮して区分しております。

事業区分 主要なサービス

メディア事業 広告、アフィリエイト広告、検索連動型広告等

エンタテインメント事業
コミュニティーサービス、オンラインゲーム、音楽コンテンツ配信、

インターネット接続サービス等

その他事業 金融サービス、Ｅコマース、新規事業等

２．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、650,015千円であり、主なものは、

当社の管理部門に係る費用であります。

 　　　 ３. 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、4,402,012千円であり、主なものは、当社での余

資運用資金(現金及び現金同等物)、及び管理部門に係る資産であります。

 　　　 ４. 減価償却費には、無形固定資産に係る償却を含んでおります。

５．事業区分の変更

前連結会計年度では、「金融サービス事業」を区分掲記しておりましたが、当セグメントの重要性が低下し

たため、「その他事業」に含めて表示しております。なお、従前の区分に従った当連結会計年度における金

融サービス事業の売上高は26,907千円、営業費用は58,533千円、営業損失は31,626千円、総資産は501,428千

円、減価償却費は192千円、資本的支出は54,113千円であります。同じくその他事業の売上高は626,276千円、

営業費用は914,672千円、営業損失は288,396千円、総資産は351,098千円、減価償却費73,758千円、資本的支

出は307,687千円であります。

 ６．会計方針の変更

①「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、従来、

総平均法による原価法を採用しておりましたが、当連結会計年度より、移動平均法による原価法を採用し

ております。この変更は、取り扱う商材が従前に比べ、総じてライフサイクルの短いものにシフトしてい

る状況に鑑み、それらの商品特性により適した評価方法に変更するものであります。なお、この変更によ

るセグメント情報に与える影響は軽微であります。

②「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当連

結会計年度より有形固定資産の減価償却の方法を、法人税法の改正に伴い、平成19年４月1日以降に取得し

たものについて、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。なお、この変更による

セグメント情報に与える影響は軽微であります。
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７．追加情報

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、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。

この変更によるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

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）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）

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合

がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

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）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）

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

１．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

株式会社

東京都

港区
202,241 総合商社

(被所有)

－

業務支

援・商標

の使用・

資金寄託

取引

ロイヤリティ 345,842
買掛金 48,667

直接 売上原価 5,481

58.4% 販売促進 12,000
未払金 512

間接 業務委託 5,890

 1.8% 受取利息 4,231  － －

 資金の寄託 1,271,506 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

　　  ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　  ロイヤリティについては両社が協議して決定した契約上の料率に基づき支払っております。

資金の寄託については、グループファイナンスの基本契約に基づいて行っており、金利については、市場金

利を勘案し、両社協議の上で個別に決定しております。また、資金の寄託の取引金額については期中平均残

高を記載しております。

２．役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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

役員 行方　國雄 - - 当社監査役 - - -
弁護士報酬の

支払
28,867 未払金 535

　（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　  弁護士報酬については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

３．子会社等

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

子会社

㈱クロスネット

ワークス

東京都

渋谷区
75

アフィリエ

イト広告事

業

(所有)

兼任4名

広告事業

パート

ナー

広告売上 9,060 売掛金 252

直接 広告代理店手

数料
25,554 未払金 1,637

50.0%

㈱クロスリス

ティング

東京都

渋谷区
75

カテゴリー

検索サービ

ス

(所有)

兼任3名

広告事業

パート

ナー

広告売上 114,242 売掛金 21,208

直接 
広告原価 4,681 未払金 －

56.6%

エキサイトクレ

ジット㈱

東京都

渋谷区
250

金融サービ

ス事業

(所有)

兼任2名

金融事業

パート

ナー

広告売上 36,132 売掛金 1,053

直接 
業務委託 1,000 未払金 735

51.0%

㈱オンネット

ジャパン

東京都

渋谷区
64.9

インター

ネット技術

開発事業

(所有)

兼任2名

技術提供、

パート

ナー

開発委託 30,000 売掛金 15,750直接 

51.0%

　（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　市場価格に基づいての取引基本契約によっております。
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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）

１．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

株式会社

東京都

港区
202,241 総合商社

(被所有)

－

業務支

援・商標

の使用・

資金寄託

取引

売上 4,890 売掛金 －

直接 ロイヤリティ 258,354 買掛金 44,384

58.0% 業務委託 6,354 未払金 －

間接 受取利息 6,300  － －

 1.8% 資金の寄託 1,800,273 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

　　  ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　  ロイヤリティについては両社が協議して決定した契約上の料率に基づき支払っております。

資金の寄託については、グループファイナンスの基本契約に基づいて行っており、金利については、市場金

利を勘案し、両社協議の上で個別に決定しております。また、資金の寄託の取引金額については期中平均残

高を記載しております。

２．役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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

役員 行方　國雄 - - 当社監査役 - - -
弁護士報酬の

支払
12,462 未払金 475

　（注）１．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　  弁護士報酬については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
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（企業結合等関係）

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）

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）

────── （パーチェス法の適用）

当社は平成19年５月１日付けでユニライフジャパン株式会

社から化粧品ＥＣ事業を譲受けいたしました。

(1）事業を取得した相手企業の名称、取得した事業の内容、

企業結合を行った主な理由、企業結合日及び企業結合

の法的形式

①事業を取得した相手企業の名称

ユニライフジャパン株式会社

②取得した事業の内容

化粧品ＥＣ事業

③企業結合を行った主な理由

当社ＥＣ事業における取扱商品の拡大のため

④企業結合日

平成19年５月１日

⑤企業結合の法的形式

事業の譲受け

(2）連結財務諸表に含まれる取得した事業の業績の期間

平成19年５月１日から平成20年３月31日まで

(3）取得した事業の取得原価

286,393千円

(4）発生したのれんの金額、のれんの発生原因、償却方法

及び償却期間

①のれんの金額　286,393千円

②のれんの発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債が存在しないため、

取得原価の全額をのれんとして処理しております。

③償却方法及び償却期間

５年間で均等償却しております。

(5）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額

並びにその主な内訳

該当事項はありません。

(6）企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮

定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ

す影響の概算額

　売上高　　　 39,366千円

　営業損失　　　3,853千円

（概算額の算定方法及び重要な前提条件）

上記は、事業譲受時期が平成19年５月１日であることから、

平成19年５月１日から平成19年９月30日までの期間を事業

譲受後の初動期間とし、その間における同事業の売上高並

びに営業損益の額を平均した額によっております。

なお、当該注記については、監査証明を受けておりません。
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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 144,642円01銭

１株当たり当期純利益金額 6,977円22銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
6,658円49銭

１株当たり純資産額 110,920円88銭

１株当たり当期純損失金額 32,058円36銭

　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、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。

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株当たり当期純利益又は１株当たり当期純

損失金額
  

当期純利益（△損失）（千円） 412,092 △1,969,209

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（△損失）（千

円）
412,092 △1,969,209

期中平均株式数（株） 59,062.55 61,425.76

   

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） 2,827.24 －

（うち新株予約権） (2,827.24) (－)

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まれなかっ

た潜在株式の概要

該当なし 新株予約権　３種類

（新株予約権の数 1,150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

(1)投資有価証券

 ①概要及び目的

資本提携及び業務提携

 ②株式取得の相手会社の名称

On Net USA,Inc.

 ③株式取得の相手会社の事業内容及び規模

 　イ.事業内容

 　　インターネット技術に関する開発及びマーケティング

業務

 　ロ.規模（平成19年3月期現在）

 　　資本金　　　　　　　 　　　　　　　 　　78千US$

 　ハ.株式取得の時期

 　　平成19年４月11日

 　ニ.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

     取得する株式の数　 　　　　          467,000株

 　　取得価額　　　　　　 　　700千US$（83,695千円）

 　　持分比率　　　　　　 　　　 　　　　　 17.50％

(2)関係会社株式

 ①概要及び目的

 資本提携及び業務提携

 ②株式取得の相手会社の名称

 株式会社ハッツ・アンリミテッド

 ③株式取得の相手会社の事業内容及び規模

イ.事業内容

音楽ソフト作成・発売ビジネス・原盤権利に関するビ

ジネス。

ロ.規模(平成19年3月期現在)

 　　資本金　　　　　　　　　　　　　　　20,010千円

ハ.株式取得の時期

平成19年４月11日

ニ.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

     取得する株式の数　 　  　　　　　　　　2,270株

 　　取得価額 　　　　　　 　　　　　　　49,940千円

 　　持分比率 　　　　　　　 　　　　　　　 33.80％

(3)関係会社株式

 ①概要及び目的

 資本提携及び業務提携

 ②株式取得の相手会社の名称

 ビューティーナビ株式会社

 ③株式取得の相手会社の事業内容及び規模

イ.事業内容

美容室インターネット検索事業

ロ.規模(平成19年６月1日現在)

 　　資本金　　　　　　　　　　　　　　　12,000千円

ハ.株式取得の時期

平成19年６月15日

ニ.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

     取得する株式の数　 　  　　　　　　　　160株

 　　取得価額 　　　　　　 　　　　　　　80,000千円

 　　持分比率 　　　　　　　 　　　　　　　 40.00％

──────
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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）

２.事業の譲り受け

(1)化粧品EC事業の譲り受け

①概要及び目的

当社EC事業における取扱商品の拡大のため、平成19年3月

20日付けの事業譲渡契約に基づき、化粧品EC事業を譲り

受ける。

②譲り受ける相手会社の名称

ユニライフジャパン株式会社 

③譲り受ける事業の内容 

化粧品EC事業

④譲り受ける資産・負債の額

継承する資産・負債はありません。

⑤譲り受けの時期 

平成19年５月1日 

⑥事業の譲り受け価格

300百万円

⑦支払いの時期

当社によって事業の継承が確認できたとき。

⑧その他重要な事項

当該事業に係るノウハウ等の有形無形の財産の継承が完

全になされない場合は、当社の裁量により合意を解除で

きる。

──────
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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）

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   4,236,633   3,332,059  

２．売掛金   2,295,157   2,052,319  

３．有価証券   310,000   －  

４．商品   221,753   40,185  

５．貯蔵品   2,044   11,488  

６．前払金   191,446   16,647  

７．前払費用   97,461   85,789  

８．繰延税金資産   148,994   192,441  

９．その他   62,802   75,128  

貸倒引当金   △2,200   △34,059  

流動資産合計   7,564,094 72.4  5,771,999 70.8

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  149,812   151,668   

減価償却累計額  55,595 94,217  71,964 79,704  

(2）工具器具備品  288,356   271,320   

減価償却累計額  206,209 82,147  214,402 56,917  

有形固定資産合計   176,364 1.7  136,621 1.7

２．無形固定資産        

(1）のれん   －   112,164  

(2）権利金   105,410   237,329  

(3）ソフトウェア   585,833   406,815  

(4）ソフトウェア仮勘定   －   91,630  

(5）その他   3,625   924  

無形固定資産合計   694,869 6.6  848,864 10.4

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   1,279,839   421,783  

(2）関係会社株式   474,352   776,097  

(3）破産更生債権等   －   2,128  

(4）長期前払費用   23,771   16,801  

(5）繰延税金資産   42,520   23,353  

(6）敷金保証金   194,653   194,653  

貸倒引当金   －   △2,128  

投資損失引当金   －   △42,445  

投資その他の資産合計   2,015,137 19.3  1,390,243 17.1

固定資産合計   2,886,371 27.6  2,375,729 29.2

資産合計   10,450,465 100.0  8,147,728 100.0
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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）

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   695,110   831,626  

２．未払金   274,632   208,108  

３．未払費用   46,190   20,355  

４．未払法人税等   299,015   26,845  

５．未払消費税等   31,295   －  

６．預り金   84,984   43,898  

７．前受収益   1,062   2,756  

８．返品調整引当金   4,036   －  

流動負債合計   1,436,328 13.7  1,133,591 13.9

Ⅱ　固定負債        

　長期未払金   －   13,176  

固定負債合計   － －  13,176 0.2

負債合計   1,436,328 13.7  1,146,768 14.1

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   3,222,632 30.8  3,227,467 39.6

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  3,508,632   3,513,466   

(2）その他資本剰余金  134,881   134,881   

資本剰余金合計   3,643,513 34.9  3,648,348 44.8

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  8,604   8,604   

(2）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  2,102,554   △4,494   

利益剰余金合計   2,111,159 20.2  4,110 0.1

４．自己株式   △4,800 0.0  △4,800 △0.1

株主資本合計   8,972,505 85.9  6,875,126 84.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金   △26,508 △0.2  △11,224 △0.2

評価・換算差額等合計   △26,508 △0.2  △11,224 △0.2

Ⅲ　新株予約権   68,140 0.6  137,058 1.7

純資産合計   9,014,137 86.3  7,000,960 85.9

負債純資産合計   10,450,465 100.0  8,147,728 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   11,028,028 100.0  11,739,610 100.0

Ⅱ　売上原価   5,345,828 48.5  7,326,452 62.4

売上総利益   5,682,200 51.5  4,413,157 37.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  5,263,988 47.7  4,674,550 39.8

営業利益（△損失）   418,212 3.8  △261,393 △2.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息 ※２ 4,597   13,755   

２．受取配当金  703   1,374   

３．受託業務手数料  －   2,400   

４．その他  593 5,894 0.1 260 17,790 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  －   1,954   

２．株式交付費  10,019   －   

３．コミットメントライン手数
料

 3,998   －   

４．契約解除損失  2,444   －   

５．為替差損  －   803   

６．消費税調整額  2,273   270   

７．その他  104 18,840 0.2 124 3,153 0.0

経常利益（△損失）   405,265 3.7  △246,756 △2.1
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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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益  －   15   

２．関係会社株式売却益 ※５ 816,902   －   

３．投資有価証券売却益  28,040 844,942 7.7 － 15 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※３ 11,123   58,128   

２．減損損失 ※４ －   195,067   

３．関係会社株式評価損  132,527   76,485   

４．投資有価証券評価損  －   1,015,161   

５．投資損失引当金繰入額  －   42,445   

６．クレーム処理損失  17,566   29,036   

７．中国オンラインゲーム事業
整理損失

※６ 270,959   －   

８．美容室検索事業整理損失 ※７ 138,582   －   

９．事業撤退に伴う商品評価損 ※８ －   196,765   

10．チケット事業整理損失 ※９ －   88,086   

11．その他  － 570,760 5.2 88,850 1,790,027 15.2

税引前当期純利益（△損
失）

  679,446 6.2  △2,036,768 △17.3

法人税、住民税及び事業税  287,104   22,339   

法人税等調整額  44,575 331,679 3.0 △44,043 △21,704 △0.2

当期純利益（△損失）   347,766 3.2  △2,015,064 △17.1
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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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　情報提供料 １ 396,374 7.4 258,460 3.5

Ⅱ　ホスティング・フィー ２ 471,831 8.8 544,043 7.4

Ⅲ　オンラインゲーム原価 ３ 707,101 13.2 1,082,280 14.8

Ⅳ　ブロードバンド原価 ４ 1,340,370 25.1 2,479,682 33.8

Ⅴ　広告制作費用  412,908 7.7 187,962 2.6

Ⅵ　サービス提供料 ５ 101,927 2.0 69,595 0.9

Ⅶ  ＥＣ原価 ６ 758,062 14.2 1,249,270 17.1

Ⅷ  ミュージック原価 ７ ― ― 1,171,176 16.0

Ⅸ　その他  1,157,251 21.6 283,978 3.9

売上原価  5,345,828 100.0 7,326,452 100.0

　（注）１．情報提供料は当社サイト上に掲載するコンテンツの購入費用であります。

２．ホスティング・フィーは当社サイトのシステム運営費用であります。

３．オンラインゲーム原価はオンラインゲームの運営費用及び権利金の償却費、ゲームの権利元へのレベニュー

シェアであります。

４．ブロードバンド原価は当社ブロードバンドサービス「BB.excite」のインフラ費用であります。

５．サービス提供料はフリーメールやチャット及びサーチサービスなどの運営費用であります。

６．ＥＣ原価は、Ｅコマース（電子商取引）に係る商品仕入原価及びのれんの償却費等であります。

７．当事業年度よりミュージック原価を区分掲記しております。当費用の主な内容は、楽曲の権利元（レコード

会社等）に対するレベニューシェアであります。前事業年度はその他に含めて表示しておりました。前事業

年度のミュージック原価は812,135千円であります。
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
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

利益準備金

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）

2,219,433 2,505,433 134,881 2,640,315 8,604 1,882,200 1,890,804 △4,800 6,745,754

事業年度中の変動額

新株の発行 1,003,198 1,003,198  1,003,198     2,006,396

剰余金の配当（注）      △41,916 △41,916  △41,916

剰余金の配当 (中間配当)      △45,495 △45,495  △45,495

役員賞与（注）      △40,000 △40,000  △40,000

当期純利益      347,766 347,766  347,766

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

1,003,198 1,003,198 － 1,003,198 － 220,354 220,354 － 2,226,751

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,222,632 3,508,632 134,881 3,643,513 8,604 2,102,554 2,111,159 △4,800 8,972,505

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

△6,818 △6,818 － 6,738,936

事業年度中の変動額

新株の発行    2,006,396

剰余金の配当（注）    △41,916

剰余金の配当 (中間配当)    △45,495

役員賞与（注）    △40,000

当期純利益    347,766

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△19,690 △19,690 68,140 48,450

事業年度中の変動額合計
（千円）

△19,690 △19,690 68,140 2,275,201

平成19年３月31日　残高
（千円）

△26,508 △26,508 68,140 9,014,137

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
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

利益準備金

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）

3,222,632 3,508,632 134,881 3,643,513 8,604 2,102,554 2,111,159 △4,800 8,972,505

事業年度中の変動額

新株の発行 4,834 4,834  4,834     9,669

剰余金の配当      △45,948 △45,948  △45,948

剰余金の配当 (中間配当)      △46,035 △46,035  △46,035

当期純損失      △2,015,064 △2,015,064  △2,015,064

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

4,834 4,834 － 4,834 － △2,107,048 △2,107,048 － △2,097,379

平成20年３月31日　残高
（千円）

3,227,467 3,513,466 134,881 3,648,348 8,604 △4,494 4,110 △4,800 6,875,126

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

△26,508 △26,508 68,140 9,014,137

事業年度中の変動額

新株の発行    9,669

剰余金の配当    △45,948

剰余金の配当 (中間配当)    △46,035

当期純損失    △2,015,064

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

15,283 15,283 68,918 84,201

事業年度中の変動額合計
（千円）

15,283 15,283 68,918 △2,013,177

平成20年３月31日　残高
（千円）

△11,224 △11,224 137,058 7,000,960
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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。

(2）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

(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)を採用しております。　

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

同左

２．たな卸資産の評価基準及び

評価方法

(1）商品

総平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）商品

移動平均法による原価法を採用して

おります。

 (会計方針の変更)

従来、総平均法による原価法を採用し

ておりましたが、当事業年度より、移

動平均法による原価法を採用しており

ます。なお、この変更による損益に与

える影響は軽微であります。

この変更は、取り扱う商材が従前に比

べ、総じてライフサイクルの短いもの

にシフトしている状況に鑑み、それら

の商品特性により適した評価方法に変

更するものであります。

 (2）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用

しております。 

(2）貯蔵品

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）

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、

平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）及び構築

物については、定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　　　３～18年

構築物　　　　　　　　　　３年

工具器具備品　　　　　２～15年

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）及び構築

物については、定額法を採用してお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　　　３～22年

工具器具備品　　　　　２～15年

 (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。

この変更による損益に与える影響は軽

微であります。

 (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。

この変更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

定額法を採用しております。

なお、権利金については契約期間

（３年）に基づいております。また、

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）に基づいております。

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、権利金については契約期間

（１～５年）に基づいております。

また、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）に基づいておりま

す。

４．繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

──────
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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）

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えて、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) 返品調整引当金 

  　将来予想される売上返品による損失

に備え、過去の返品率等を勘案した

将来の返品による損失予想額を計上

しております。 

(2) 返品調整引当金 

──────

 ────── (3) 投資損失引当金

  　関係会社等への投資に係る損失に備

えて財政状態並びに将来の回復見込

等を勘案して必要と認められる額を

計上しております。

６．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

７．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

────── のれん及び負ののれんの償却については、

５年間の均等償却を行っております。な

お、金額的重要性が乏しい場合には、発

生年度の損益として処理することとして

おります。

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

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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は8,945,996千

円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適

用しております。

　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68,140千円減少しております。

（役員賞与に関する会計基準)

 　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。

　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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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）

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「ソフトウェ

ア仮勘定」（当期末残高2,700千円）及び「電話加入

権」（当期末残高924千円）は、資産の総額の100分の

１以下となったため、無形固定資産の「その他」に含

めて表示することにしました。

（貸借対照表）

１．前事業年度において無形固定資産の「その他」に含め

て表示しておりました「ソフトウェア仮勘定」は、資

産の総額の100分の1を超えたため区分掲記しました。

なお、前事業年度の「その他」に含まれている「ソフ

トウェア仮勘定」は2,700千円であります。

 （損益計算書）

１．従来、「販売費及び一般管理費」は、各費用毎に区分

掲記しておりましたが、当事業年度から損益計算書の

表示の簡明化を図るため、一括掲記し、重要な費目を

注記する方法に変更いたしました。

なお、当事業年度の主要費目及びその金額は注記事項

（損益計算書関係）に記載しております。

２．前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「受取配当金」は、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。

なお、前事業年度の「その他」に含まれている「受取

配当金」は290千円であります。

３．前事業年度まで、「新株発行費」は、当事業年度より、

「株式交付費」として表示しております。

 （損益計算書）

──────
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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．当社においては、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事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

　１．当社においては、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事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 500,000千円

当座貸越極度額の総額 1,500,000千円

借入実行残高 －千円

借入未実行残高 1,500,000千円

「エキサイト株式会社」「3754」「平成 20 年３月期決算短信」

－ 60 －



（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．販売費に属する費用のおおよその割合は82.3％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は17.7％で

あります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は46.4％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は53.6％で

あります。

主な費目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 323,746千円

販売手数料 422,866千円 

業務提携料 574,571千円 

ロイヤリティ 345,842千円 

給料手当 1,231,217千円 

業務委託費 793,201千円 

減価償却費 214,342千円 

主な費目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 238,451千円

業務提携料 467,003千円 

ロイヤリティ 258,354千円 

給料手当 1,176,655千円 

業務委託費 904,278千円 

減価償却費 48,763千円 

ソフトウェア償却費 236,791千円 

事務所家賃 236,669千円 

貸倒引当金繰入額 33,988千円 

※２．受取利息には、関係会社からのものが、4,231千円

含まれております。

※２．受取利息には、関係会社からのものが、6,300千円

含まれております。

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具備品 2,210千円

ソフトウェア 8,912千円

　計 11,123千円

工具器具備品 103千円

ソフトウェア 58,025千円

　計 58,128千円

 ※４．　　　　　　　──────  ※４．当連結会計年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。

 （１）資産グループ及び減損損失の金額

資産グループ又は用途

（供用する事業）
資産の種類

減損金額

（千円）

 Ｅコマース事業
のれん 115,521

ソフトウェア 31,351

 オンラインゲーム事業
権利金 24,880

ソフトウエア 14,478

 音楽コンテンツ配信事業 ソフトウエア 8,834

※上記資産を有する場所は、いずれも本社（東京都渋谷

区）であります。

（２） グルーピングの方法 

　資産グループは、事業単位に依っております。

（３）減損損失を認識するに至つた経緯

　Ｅコマース事業につきましては、創業段階にあるもの

の、損益の状況や計画との乖離を勘案し、将来キャッシュ

フローによる回収可能価額まで帳簿価額を減額いたしま

した。

　オンラインゲーム事業及び音楽コンテンツ配信事業に

つきましては、遊休状態にある資産について帳簿価額を

備忘価額まで減額しております。

（４）回収可能価額の算定方法

　使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を10％で割り引いて算定しております。
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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）

 ※５．関係会社株式売却益の内容は次のとおりであります。

㈱Duogate 636,902千円

㈱クロスネットワークス 45,000千円

㈱クロスリスティング 135,000千円

　計 816,902千円

 ※５．               ──────

 ※６．中国オンラインゲーム事業整理損失は、関係会社で

あるPrima Intergame ICT Sdn Bhdとの資本業務提携

の清算に伴う損失であり、内容は次のとおりであり

ます。

関係会社株式売却損 49,999千円

権利金除却損 214,960千円

債権放棄による損失 6,000千円

　計 270,959千円

 ※６．               ──────

 ※７．美容室検索事業整理損失は、美容室検索事業の廃止

に伴う損失であり、内容は次のとおりであります。

ソフトウェア除却損 6,175千円

債権放棄による損失 132,407千円

　計 138,582千円

 ※７．               ──────

 ※８．               ──────  ※８．韓流タレントグッズを扱うＥコマース事業から撤退

しましたので、当該事業に係るたな卸資産について

帳簿価額を備忘価額まで減額いたしました。

 ※９．               ──────  ※９．チケット事業整理損失は、チケット事業の廃止に伴

う損失であり、内容は次のとおりであります。

固定資産の除却 57,725千円

前払金の償却 30,361千円

　計 88,086千円
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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）

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）

普通株式 7.2 － － 7.2

合計 7.2 － － 7.2

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

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）

普通株式 7.2 － － 7.2

合計 7.2 － － 7.2

（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

 (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

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

 
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）

建物及び構築物 3,749 468 3,280

工具器具備品 553,020 250,430 302,589

ソフトウェア 328,528 126,980 201,547

合計 885,298 377,880 507,417

 
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）

建物及び構築物 3,749 937 2,812

工具器具備品 552,581 158,514 394,066

ソフトウェア 177,412 69,532 107,879

合計 733,743 228,984 504,758

(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年以内 183,265千円

１年超 331,522千円

合計 514,788千円

１年以内 154,187千円

１年超 360,879千円

合計 515,067千円

(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 196,241千円

減価償却費相当額 188,574千円

支払利息相当額 12,269千円

支払リース料 209,847千円

減価償却費相当額 197,950千円

支払利息相当額 12,908千円

(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

(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）

　連結財務諸表に記載しております。

　なお、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。

当事業年度（平成20年３月31日）

　連結財務諸表に記載しております。

　なお、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。

（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内

訳

（流動の部）   

繰延税金資産   

未払費用 31,846千円

未払事業税 28,932千円

未払事業所税 2,051千円

未確定債務否認額 58,016千円

たな卸資産評価損 25,772千円

その他 2,375千円

繰延税金資産（流動）合計 148,994千円

（流動の部）   

繰延税金資産   

未払費用 15,259千円

未払事業税 4,178千円

未払事業所税 2,096千円

未確定債務否認額 75,358千円

繰越外国税額控除 6,514千円

繰越欠損金 77,779千円

その他 11,255千円

繰延税金資産（流動）合計 192,441千円

（固定の部）   

繰延税金資産   

減価償却超過額 24,326千円

有価証券評価差額金 18,193千円

関係会社株式評価損 53,938千円

繰延税金資産小計 96,459千円

評価性引当額 △53,938千円

繰延税金資産（固定）合計 42,520千円

（固定の部）   

繰延税金資産   

減価償却超過額 41,926千円

投資有価証券評価損 321,669千円

関係会社株式評価損 85,068千円

投資損失引当金 17,275千円

減損損失 80,613千円

繰越欠損金 252,370千円

その他 31,992千円

繰延税金資産小計 830,916千円

評価性引当額 △805,992千円

繰延税金資産（固定）合計 24,923千円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △1,570千円

繰延税金負債（固定）合計 △1,570千円

繰延税金資産の純額 23,353千円

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 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
8.6％

住民税均等割 0.8％

ＩＴ投資促進税制法人税額特別

控除

△5.9％

評価性引当額 7.9％

前期確定申告差異 △3.2％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
48.9％

税引前当期純損失を計上したため、法定実効税率と法

人税等の負担率との差異の原因は記載しておりません。
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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 146,021円81銭

１株当たり当期純利益金額 5,888円11銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
5,619円13銭

１株当たり純資産額 111,151円26銭

１株当たり当期純損失金額 32,804円88銭

　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、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。

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株当たり当期純利益又は１株当たり当期純

損失金額
  

当期純利益（△損失）（千円） 347,766 △2,015,064

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（△損失）（千

円）
347,766 △2,015,064

普通株式の期中平均株式数（株） 59,062.55 61,425.76

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（株） 2,827.24 －

（うち新株予約権（株）） （2,827.24） (－)

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まれなかっ

た潜在株式の概要

該当なし 新株予約権　３種類

（新株予約権の数 1,150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

(1)投資有価証券

 ①概要及び目的

資本提携及び業務提携

 ②株式取得の相手会社の名称

On Net USA,Inc.

 ③株式取得の相手会社の事業内容及び規模

 　イ.事業内容

 　　インターネット技術に関する開発及びマーケティング

業務

 　ロ.規模（平成19年3月期現在）

 　　資本金　　　　　　　 　　　　　　　 　　78千US$

 　ハ.株式取得の時期

 　　平成19年４月11日

 　ニ.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

     取得する株式の数　 　　　　          467,000株

 　　取得価額　　　　　　 　　700千US$（83,695千円）

 　　持分比率　　　　　　 　　　 　　　　　 17.50％

(2)関係会社株式

 ①概要及び目的

 資本提携及び業務提携

 ②株式取得の相手会社の名称

 株式会社ハッツ・アンリミテッド

 ③株式取得の相手会社の事業内容及び規模

イ.事業内容

音楽ソフト作成・発売ビジネス・原盤権利に関するビ

ジネス

ロ.規模(平成19年3月期現在)

 　　資本金　　　　　　　　　　　　　　　20,010千円

ハ.株式取得の時期

平成19年４月11日

ニ.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

     取得する株式の数　 　  　　　　　　　　2,270株

 　　取得価額 　　　　　　 　　　　　　　49,940千円

 　　持分比率 　　　　　　　 　　　　　　　 33.80％

(3)関係会社株式

 ①概要及び目的

 資本提携及び業務提携

 ②株式取得の相手会社の名称

 ビューティーナビ株式会社

 ③株式取得の相手会社の事業内容及び規模

イ.事業内容

美容室インターネット検索事業

ロ.規模(平成19年６月1日現在)

 　　資本金　　　　　　　　　　　　　　　12,000千円

ハ.株式取得の時期

平成19年６月15日

ニ.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

     取得する株式の数　 　  　　　　　　　　160株

 　　取得価額 　　　　　　 　　　　　　　80,000千円

 　　持分比率 　　　　　　　 　　　　　　　 40.00％

──────
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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）

２．事業の譲り受け

(1)化粧品EC事業の譲り受け

①概要及び目的

当社EC事業における取扱商品の拡大のため、平成19年3月

20日付けの事業譲渡契約に基づき、化粧品EC事業を譲り

受ける。

②譲り受ける相手会社の名称

ユニライフジャパン株式会社 

③譲り受ける事業の内容 

化粧品EC事業

④譲り受ける資産・負債の額

継承する資産・負債はありません。

⑤譲り受けの時期 

平成19年５月1日 

⑥事業の譲り受け価格

300百万円

⑦支払いの時期

当社によって事業の継承が確認できたとき。

⑧その他重要な事項

当該事業に係るノウハウ等の有形無形の財産の継承が完

全になされない場合は、当社の裁量により合意を解除で

きる。

──────
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６．補足資料（連結）
１．売上区分別の販売実績

区分

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)

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

広告売上 5,198,381 43.5 4,101,181 31.1

課金コンテンツサービス売上 3,455,696 29.1 4,291,043 32.6

ブロードバンドサービス売上 1,830,833 15.3 3,021,874 23.0

ＥＣ売上 874,873 7.3 1,280,224 9.7

その他売上 577,940 4.8 475,220 3.6

売上高合計 11,937,727 100.0 13,169,544 100.0

注「課金コンテンツサービス売上」の内訳は以下のとおりです。

区分

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)

金額（千円） 金額（千円）

フレンズ 837,729  599,337  

恋愛結婚 211,438  195,559  

オンラインゲーム 1,005,268  1,480,354  

音楽コンテンツ配信 1,337,368  1,923,638  

その他 63,891  92,153  

合計 3,455,696  4,291,043  

２．販売費及び一般管理費の明細

区分

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）

金額（千円） 金額（千円）

広告宣伝費  377,604  252,954

販売手数料  519,345  351,030

販売促進費  168,952  115,835

業務提携料  574,571  466,939

ロイヤリティ  345,842  258,354

役員報酬  129,823  145,899

給与手当  1,483,592  1,425,181

福利厚生費  150,903  140,431

賞与  64,907  208

退職給付費用  30,396  27,948

業務委託費  844,783  965,778

減価償却費  71,322  51,867

ソフトウエア償却費  141,089  236,919

権利金償却費  4,000  8,000

事務所家賃  294,701  272,934

のれん償却額  15,244  5,816

その他  727,454  653,093

販売費及び一般管理費合計  5,944,537  5,379,192
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