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News Release 
 

2008 年 3 月期 4305：IMJ 決算サマリー 

 売上高前年同期比 107.9% 9,992 百万円、経常利益 101.8% 231 百万円、 

当期利益は、赤字化▲825 百万円。 

 

グループ最適化・再編の仕上げの期として、事業の再整備・見直しを完了 

 売上高 9,992 百万円、経常利益 231 百万円、当期純利益▲825 百万円。 株式評価損等で当期純利益が大幅

に目標を下回りました。 

 2007年４月より開始したグループ最適化・再編の仕上げの期として、2007年4月～9月は主に不採算グループ

会社の売却や清算を進めましたが、2007 年10 月～2008 年3 月はグループ内合併や事業ユニットの統合による

規模の拡大、効率化、強みの明確化、管理系コストの削減などに取り組みました。 

 その中で、ウェブインテグレーション事業の不採算事業を2008年3月期中に完了させるべく、外部リソースを利

用したためコスト増で営業利益は前年を下回っています。当期純利益に関しては、株式評価減による特別損失

7.2 億円を計上したことが大きなマイナス要因になっています。 

 

モバイルインテグレーション事業が、黒字化し、大きく成長 

前期に▲48 百万円の営業赤字を計上した、モバイルインテグレーション事業が、プロジェクト管理の徹底で営

業利益 112 百万円の黒字化を達成。 広告マーケティング事業は、ダイレクトメール事業が好調で前年営業利益

0 百万円から今期営業利益を 116 百万円に増加させています。  

ウェブインテグレーション事業は、前述の不採算案件の早期完了コストで▲282 百万円を計上したため、減益

となりました。当該案件は 3 月末までに完了しております。 さらに、ウェブインテグレーションの顧客単価は、前

年同期比142％に伸張しており、当社の重要な戦略である、「顧客ニーズの深堀り」は計画通り進捗しています。 

 エンタテインメント事業では、ゲーム事業の自主携帯サイトによるプロジェクト赤字▲67 百万円の影響が赤字化

の要因ですが、既に撤退を決定し、当該期に撤退損を全額特損計上しております。 

 

2009 年 3 月期は、売上高 21,000 百万円、経常利益 700 百万円、当期純利益 300 百万円を計画 

 ウェブインテグレーション事業売上高は、前期（2007年4月～2008年3月）比較103.9％の7,400百

万円、モバイルインテグレーション事業売上高は、前期比較108.1％の5,400百万円、広告マーケティン

グ事業売上高は、前期比較114.8%の5,600百万円を計画しております。 
 営業利益は各々、ウェブインテグレーション事業は600百万円、モバイルインテグレーション事業は150
百万円、エンタテインメント事業は20百万円、広告マーケティング事業は150百万円と、4事業全てで

黒字化を達成する計画でございます。 
 

2009 年 3 月期に向けた新体制   

 経営と執行の分担を明確化し、経営判断のスピードを一層上げることを目的に、取締役会と執行役員との役割

を変更します。 

 業務執行に関わる判断を執行役員に委ねる一方、取締役会は、常勤役員2名に対して、非常勤役員を 
3名にすることで、経営のガバナンス機能を強化してまいりたいと考えております。 

 この体制変更により、当社は現状10名の取締役と3名の執行役員でございますが、取締役5名、 
執行役員9名の体制に変更いたします。 
 



 
■2008年3月期（2007年10月1日～2008年3月31日） 損益計算書 （百万円） 

  
07 年上期（A) 

06 年10 月～07 年3 月

07 年下期（B) 

07 年4 月～07 年9 月 

08 年3 月期（C) 

07 年10 月～08 年3 月 

前年同期比 

（C)/（A) 

売上 9,263 9,354 9,992 107.9% 

営業利益 220 △ 128 215 97.7% 

経常利益 227 △ 102 231 101.8% 

当期利益 185 △ 97 △ 825 △445.9% 

 
■2008年3月期（2007年10月1日～2008年3月31日）セグメント別売上高・営業利益 （百万円） 

    
07 年上期（A） 

06 年10 月～07 年3 月 

08 年3 月期（B） 

07 年10 月～08 年3 月 

前年同期比 

（B）/（A） 

外部売上高 3,677 3,736 101.6% ウェブ 

インテグレーション 営業利益 282 127 △ 155 

外部売上高 2,325 2,696 116.0% モバイル 

インテグレーション 営業利益 △ 48 112 +160 

外部売上高 785 1,131 144.1% 
エンタテインメント 

営業利益 30 △ 46 △ 76 

外部売上高 2,475 2,428 98.1% 
広告マーケティング 

営業利益 0 116 +116 

 消去又は全社 営業利益 △ 44 △ 94 +50 

外部売上高 9,263 9,992 107.9% 
連結 

営業利益 220 215 97.7% 

 
■取締役候補者 *正式決定は、2008年6月16日開催予定の第13期定時株主総会において行う予定です。 

① 新任候補者 

1．柴田励司  
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 顧問 

株式会社キャドセンター 代表取締役社長 

2．須藤伸一  カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 MKS 事業推進本部 

② 重任取締役 
 1． 樫野孝人   代表取締役社長兼グループ CEO 代表取締役社長執行役員兼グループ CEO 

 2． 増田宗昭   取締役 会長 取締役 会長 

 3． 堀口雄二 取締役 ES 本部長 取締役 執行役員CFO 

③退任取締役 
  旧 新 

 １．荒井尚英 取締役 事業戦略本部長 退任 

 2．渥美敬之 取締役 常務執行役員 関西支社管掌 

 3．浅川達也  取締役 
株式会社モバイル＆ゲームスタジオ 

代表取締役社長 

 4．廣田和也 取締役 Web インテグレーション事業管掌 
常務執行役員 

Web インテグレーション事業管掌 

 5．田岡 敬 
取締役 広告メディア事業本部管掌 EC

事業本部管掌 

常務執行役員 

IMO 事業本部、EC 事業本部管掌 

 6．脇 尊裕 取締役 経営企画本部長 執行役員 経営企画本部長 

 7．谷田昌広 取締役 退任 
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