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平成20年12月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成20年５月12日 
上 場 会 社 名   株式会社エルゴ・ブレインズ 上場取引所    大証ヘラクレス 

コ ー ド 番 号   4309 URL http://www.ergobrains.co.jp 

代 表 者   (役職名)代表取締役 最高経営責任者(CEO)  (氏名)宮田 徹 

問合せ先責任者   (役職名)取締役   最高財務責任者(CFO)  (氏名)小川 大介  TEL(03)5775－6070 

配当支払開始予定日 未定 

 
(百万円未満切捨て) 

１. 平成20年12月期第１四半期の業績（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

 (1) 経営成績                                 (％表示は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

 百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％  百万円 ％

20年12月期第１四半期 412  (20.5)  4 (―)  4 (―)  1 (―)

19年12月期第１四半期  342 (△23.7)  △77 (―)  △77 (―)  △77 (―)

19年12月期  1,462  △195  △194   △242 

 

 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益

 円 銭  円 銭 

20年12月期第１四半期    ―    43  ― ― 

19年12月期第１四半期  △17 60  ― ― 

19年12月期  △54   79  ― ― 

(注) 20年12月期第１四半期に係る潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。また、19年12月期第１四半期、及び19年12月期に係る潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)

純利益については、１株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。 

 

 (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12月期第１四半期  917  430  47.0  97   57 

19年12月期第１四半期  1,239  593  47.9  134   27 

19年12月期  918  429  46.7  97   10 

 

(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12月期第１四半期  14  △4  △13  417 

19年12月期第１四半期  △95  △34  △49  733 

19年12月期  △273  △48  △168  421 

 

２. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第１四半期末 

  円 銭 

20年12月期第１四半期  ― ― 

19年12月期第１四半期  ― ― 
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３. 平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

当社は新規事業に積極的に取り組んでいること、また、市場環境の激しい変化が業績に大きく影響を与える可能

性があることなどから、現時点では業績予想につきましては記載しておりません。なお、適時開示のルールに従い、

開示が可能となった時点で、必要に応じて速やかに公表を行ってまいります。 

 

４. その他 

(1) 四半期財務諸表の作成基準 ：中間財務諸表作成基準 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：無 

  (注) 詳細は、11 ページ「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ：無 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１． 営業成績に関する定性的情報 

当第１四半期(平成20年１月１日～平成20年３月31日)における当社は、メール広告及びＥコマース事業の売上が

堅調に推移し、売上高は412,158千円（前年同期比20.5％増）となりました。売上原価は、Ｅコマース事業の業容拡

大等に伴い133,564千円（前年同期比26.3％増）となりました。また広告宣伝費を中心としたコスト削減に取り組ん

だ結果、販売費及び一般管理費は274,074千円（前年同期比12.8％減）となり、営業利益は4,519千円（前年同期は

77,970千円の営業損失）、四半期純利益は1,917千円（前年同期は77,781千円の四半期純損失）となりました。 

 

２． 財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて 1,102千円減少し、917,275 千円となりました。

負債につきましては借入金の返済などにより前事業年度末に比べ 3,020 千円減少し、486,284 千円となりました。純

資産につきましては、四半期純利益の計上等により前事業年度末に比べ 1,918 千円増加し、430,990 千円となりまし

た。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが税引前第１四半期純利益の計上

などにより 14,790 千円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、新規事業用の固定資産の取

得などにより 4,828 千円のマイナスとなりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による

支出により 13,332 千円のマイナスとなりました。これらの結果、現金及び現金同等物の第１四半期末残高は 3,370

千円減少し、417,931 千円となりました。 

 

３． 業績予想に関する定性的情報 

当社は新規事業に積極的に取り組んでいること、また、市場環境の激しい変化が業績に大きく影響を与える可能

性があることなどから、現時点では業績予想につきましては記載しておりません。なお、適時開示のルールに従い、

開示が可能となった時点で、必要に応じて速やかに公表を行ってまいります。 
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４． 四半期財務諸表 

(１) 四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 

(平成19年３月31日) 
当第１四半期会計期間末 

(平成20年３月31日) 
前事業年度要約貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

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   733,625 417,931  421,302

 ２ 受取手形   1,312 ―  ―

 ３ 売掛金   148,422 187,394  178,888

 ４ たな卸資産   17,752 26,344  20,859

 ５ 前払費用   29,102 30,381  25,374

 ６ 未収入金   ― 4,526  2,437

 ７ その他   6,291 812  19,387

   貸倒引当金   △284 △147  △138

  流動資産合計   936,223 75.5 667,244 72.7  668,110 72.7

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産 ※１  66,254 5.4 52,135 5.7  53,868 5.9

 ２ 無形固定資産   25,597 2.1 36,793 4.0  35,212 3.8

 ３ 投資その他の資産    

  (1)投資有価証券  ― 41,184 41,164 

  (2)関係会社株式  ― 4,900 4,900 

  (3)長期前払費用  ― 12,931 13,036 

  (4)差入保証金  ― 102,086 102,086 

  (5)破産更生債権等  ― 123,087 123,087 

   貸倒引当金  ― 211,176 17.0 △123,087 161,102 17.6 △123,087 161,186 17.6

   固定資産合計   303,028 24.5 250,030 27.3  250,267 27.3

   資産合計   1,239,252 100.0 917,275 100.0  918,378 100.0
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前第１四半期会計期間末 
(平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年３月31日) 

前事業年度要約貸借対照表 
(平成19年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

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   28,490 28,213  21,294

 ２ 一年以内返済予定 
     長期借入金   292,577 39,996  39,996

 ３ 一年以内償還社債   ― 200,000  200,000

 ４ 未払金   63,539 53,344  51,573

 ５ 未払費用   7,481 3,962  9,330

 ６ 未払法人税等   1,616 1,622  3,673

 ７ その他 ※２  11,524 16,118  9,201

   流動負債合計   404,958 32.7 343,257 37.4  335,070 36.5

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債   200,000 ―  ―

 ２ 長期借入金   ― 120,008  133,340

 ３ ポイント引当金   40,900 22,927  20,822

 ４ 繰延税金負債   59 92  72

   固定負債合計   240,959 19.4 143,027 15.6  154,235 16.8

   負債合計   645,918 52.1 486,284 53.0  489,305 53.3

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   948,145 76.5 948,145 103.4  948,145 103.2

２ 資本剰余金    

(1)資本準備金  270,876 270,876 270,876 

(2)その他資本剰余金  356,961 356,961 356,961 

資本剰余金合計   627,838 50.7 627,838 68.4  627,838 68.4

３ 利益剰余金    

 (1)その他利益剰余金    

 繰越利益剰余金  △942,259 △1,104,644 △1,106,562 

利益剰余金合計   △942,259 △76.0 △1,104,644 △120.4  △1,106,562 △120.5

４ 自己株式   △40,477 △3.3 △40,521 △4.4  △40,521 △4.4

株主資本合計   593,247 47.9 430,817 47.0  428,900 46.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
      評価差額金   86 173  172

評価・換算差額等 
    合計   86 0.0 173 0.0  172 0.0

純資産合計   593,333 47.9 430,990 47.0  429,072 46.7

負債純資産合計   1,239,252 100.0 917,275 100.0  918,378 100.0
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(２) 四半期損益計算書 

  
前第１四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   342,098 100.0 412,158 100.0  1,462,175 100.0

Ⅱ 売上原価   105,732 30.9 133,564 32.4  494,215 33.8

   売上総利益   236,365 69.1 278,594 67.6  967,959 66.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   314,335 91.9 274,074 66.5  1,163,136 79.5

   営業利益又は 
   営業損失(△)   △77,970 △22.8 4,519 1.1  △195,176 △13.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  7,001 2.0 7,382 1.8  28,903 2.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  6,191 1.8 7,861 1.9  28,540 2.0

   経常利益又は 
   経常損失(△)   △77,160 △22.6 4,040 1.0  △194,812 △13.3

Ⅵ 特別利益   75 0.0 ―  365 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３  86 0.0 ―  45,197 3.1

 税引前第１四半期(当期) 
 純利益又は税引前第１四 
 半期純損失(△) 

  △77,171 △22.6 4,040 1.0  △239,644 △16.4

 法人税、住民税及び 
 事業税  610 2,123 2,440 

 法人税等調整額  ─ 610 0.1 ─ 2,123 0.5 ─ 2,440 0.2

 第１四半期純利益又は第１ 
 四半期(当期)純損失(△) 

  △77,781 △22.7 1,917 0.5  △242,084 △16.6
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 (３) 四半期株主資本等変動計算書 

  前第１四半期会計期間 (自 平成19年１月１日 至 平成19年３月31日) 

項目 

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

その他利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 資本 

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 繰越利益 

剰余金 

平成18年12月31日残高  
(千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △864,477 △864,477 △40,477 671,028

第１四半期会計期間中の
変動額   

四半期純損失  △77,781 △77,781 △77,781

株主資本以外の項目の当
第１四半期会計期間中の
変動額 (純額) 

  

第１四半期会計期間中の
変動額合計(千円) ― ― ― ― △77,781 △77,781 ― △77,781

平成19年３月31日残高  
(千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △942,259 △942,259 △40,477 593,247

 

 

評価・換算差額等 

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12月31日残高 
(千円) 62 62 671,090

第１四半期会計期間中の
変動額  

四半期純損失  △77,781

株主資本以外の項目の当
第１四半期会計期間中の
変動額 (純額) 

24 24 24

第１四半期会計期間中の
変動額合計(千円) 24 24 △77,756

平成19年３月31日残高  
(千円) 86 86 593,333
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  当第１四半期会計期間 (自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日) 

項目 

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

その他利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 資本 

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 繰越利益 

剰余金 

平成19年12月31日残高  
(千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △1,106,562 △1,106,562 △40,521 428,900

当第１四半期会計期間中
の変動額   

四半期純利益  1,917 1,917 1,917

株主資本以外の項目の当
第１四半期会計期間中の
変動額 (純額) 

  

当第１四半期会計期間中
の変動額合計(千円) ― ― ― ― 1,917 1,917 ― 1,917

平成20年３月31日残高  
(千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △1,104,644 △1,104,644 △40,521 430,817

 

 

評価・換算差額等 

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12月31日残高 
(千円) 172 172 429,072

当第１四半期会計期間中
の変動額  

四半期純利益  1,917

株主資本以外の項目の当
第１四半期会計期間中の
変動額 (純額) 

1 1 1

当第１四半期会計期間中
の変動額合計(千円) 1 1 1,918

平成20年３月31日残高  
(千円) 173 173 430,990
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  前事業年度 (自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

項目 

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

その他利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 資本 

準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 繰越利益 

剰余金 

平成18年12月31日残高  
(千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △864,477 △864,477 △40,477 671,028

事業年度中の変動額   

当期純損失  △242,084 △242,084 △242,084

 自己株式の取得   △43 △43

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) ― ― ― ― △242,084 △242,084 △43 △242,128

平成19年12月31日残高  
(千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △1,106,562 △1,106,562 △40,521 428,900

 

 

評価・換算差額等 

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12月31日残高 
 (千円) 62 62 671,090

事業年度中の変動額  

 当期純損失  △242,084

 自己株式の取得  △43

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額 
(純額) 

110 110 110

事業年度中の変動額合計 
(千円) 110 110 △242,018

平成19年12月31日残高  
(千円) 172 172 429,072
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(４) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

科 目 
 

前第１四半期会計期間
(自 平成19年１月１日
  至 平成19年３月31日)

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日
  至 平成19年12月31日)

注記
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 1.  税引前第１四半期(当期)純利益  △77,171 4,040 △239,644 

 2.  減 価 償 却 費  4,054 3,339 16,650 

 3.  ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 額  3,340 3,740 14,591 

 4.  投 資 有 価 証 券 評 価 損  ― ― 22,625 

 5.  貸 倒 引 当 金 の 減 少 額  △75 8 △489 

 6.  ポ イ ン ト 引 当 金 の 減 少 額  △5,860 2,104 △25,937 

 7.  受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金  △369 △366 △1,199 

 8.  支 払 利 息 及 び 社 債 利 息  1,261 1,841 5,484 

 9.  固 定 資 産 除 却 損  86 ― 22,509 

10.  売 上 債 権 の 減 少 額  41,446 △8,505 12,561 

11.  た な 卸 資 産 の 増 加 額  △2,803 △5,485 △5,909 

12.  前 払 費 用 の 減 少 額  △938 △5,007 2,785 

13.  未 収 消 費 税 の 増 加 額  ― 17,490 △17,490 

14.  仕 入 債 務 の 減 少 額  △8,057 6,918 △15,252 

15.  未 払 金 の 減 少 額  △8,019 △326 △19,985 

16.  未 払 消 費 税 等 の 減 少 額  △36,801 7,700 △39,469 

17.  そ の 他  △3,197 △6,958 △665 

小                 計  △93,106 20,535 △268,834 

18.  利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額  350 366 1,213 

19.  利 息 の 支 払 額  △1,413 △2,478 △5,162 

20.  法 人 税 等 の 支 払 額  △939 △3,633 △1,080 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △95,108 14,790 △273,863 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 1.  有形固定資産の取得による支出  △291 △1,143 △11,654 

 2.  有形固定資産の売却による収入  ― ― 356 

 3.  無形固定資産の取得による支出  △1,640 △3,684 △22,507 

 4.  投資有価証券の取得による支出  △30,131 ― △30,131 

 5.  差入保証金の預入れによる支出  △2,206 ― △9,457 

 6.  差入保証金の返還による収入  224 ― 36,701 

 7.  長期前払費用の増加による支出  △346 ― △346 

 8.  そ の 他  ― ― △11,637 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △34,391 △4,828 △48,675 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

 1.  長期借入金の返済による支出  △49,599 △13,332 △168,840 

2. 自 己 株 式 の 取 得 に よ る 支 出  ― ― △43 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △49,599 △13,332 △168,883 

Ⅳ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 加 額  △179,099 △3,370 △491,422 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  912,724 421,302 912,724 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期末(期末)残高   733,625 417,931 421,302 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第１四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

１ 有価証券の評価基

準及び評価方法 

(1) 有価証券 

 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。 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

  ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

   第１四半期末日の市

場価格等に基づく時価

法を採用しておりま

す。なお、評価差額は

全部純資産直入法によ

り処理しており、売却

原価は移動平均法によ

り算定しております。

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 ②その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算期末日の市場価

格等に基づく時価法を

採用しております。な

お、評価差額は全部純

資産直入法により処理

しており、売却原価は

移動平均法により算定

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。 

   時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価

基準及び評価方法 

(1) 商品 

   移動平均法による原 

  価法を採用しておりま

す。 

(1) 商品 

同左 

(1) 商品 

同左 

(2) 仕掛品 

   個別法による原価法 

  を採用しております。 

(2) 仕掛品 

同左 

(2) 仕掛品 

同左 

(3) 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。 

(3) 貯蔵品 

同左 

(3) 貯蔵品 

同左 
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項目 

前第１四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12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。なお、主な耐
用年数は以下のとおり
であります。 

   建物   ８～15年
   器具備品 ４～15年

(1) 有形固定資産 
 ①平成19年３月31日以

前に取得した有形固
定資産 

   法人税法の定めと同
一の基準による旧定率
方を採用しておりま
す。 

 ②平成19年４月１以後に
取得した有形固定資産

   法人税法の定めと同
一の基準による定率法
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   ８～15年
   器具備品 ４～15年
(会計処理の変更) 
   法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正
する法律 平成19年３
月30日 法律第６号) 

  及び(法人税法施行令
の一部を改正する政令

  平成19年３月30日 政
令第83号))に伴い、当
事業年度から平成19年
４月１日以降に取得し
た有形固定資産につい
て、改正後の法人税法
に基づく減価償却の方
法に変更しておりま
す。 
これにより営業利

益、経常利益および税
引前第１四半期純利益
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。 
これにより営業利

益、経常利益および税
引前第１四半期純利益
に与える影響は軽微で
あります。 

(1) 有形固定資産 
 ①平成19年３月31日以

前に取得した有形固
定資産 

   法人税法の定めと同
一の基準による旧定率
方を採用しておりま
す。 

 ②平成19年４月１以後に
取得した有形固定資産

   法人税法の定めと同
一の基準による定率法
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   ８～15年
   器具備品 ４～15年
(会計処理の変更) 
   法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正
する法律 平成19年３
月30日 法律第６号) 

  及び(法人税法施行令
の一部を改正する政令

  平成19年３月30日 政
令第83号))に伴い、当
事業年度から平成19年
４月１日以降に取得し
た有形固定資産につい
て、改正後の法人税法
に基づく減価償却の方
法に変更しておりま
す。 
これにより営業損

失、経常損失および税
引前当期純損失に与え
る影響は軽微でありま
す。 
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項目 
前第１四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

 (2) 無形固定資産 

ソフトウェア(自社利用)

社内における見込利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア(自社利用)

同左 

(2) 無形固定資産 

ソフトウェア(自社利用)

同左 

 (3) 長期前払費用 

定額法を採用しており

ます。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる

損失に備えて、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検

討し、回収不能見込額を

計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

 (2)ポイント引当金 

 ドリームメール会員

等に対し、メール受信・

アンケート回答等に関

して付与したポイント

の使用により今後発生

すると見込まれる景品

交換費用等に備えるた

め、当第１四半期末にお

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。 

(2)ポイント引当金 

同左 

(2)ポイント引当金 

 ドリームメール会員

等に対し、メール受信・

アンケート回答等に関

して付与したポイント

の使用により今後発生

すると見込まれる景品

交換費用等に備えるた

め、当事業年度末におい

て将来使用されると見

込まれる額を計上して

おります。 
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項目 
前第１四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有者

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 同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採

用しております。なお、

特例処理の要件を満た

している金利スワップ

等に関しては、特例処理

を採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

――― 

(1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採

用しております。なお、

特例処理の要件を満た

している金利スワップ

等に関しては、特例処理

を採用しております。 

 (2) 主なヘッジ手段とヘッ

ジ対象 

ヘッジ手段 金利 

スワップ

ヘッジ対象 借入金 

(2) 主なヘッジ手段とヘッ

ジ対象 

――― 

(2) 主なヘッジ手段とヘッ

ジ対象 

ヘッジ手段 金利 

スワップ

ヘッジ対象 借入金 

 (3) ヘッジ方針 

   内規に基づき、金利

変動リスクをヘッジし

ております。 

(3) ヘッジ方針 

――― 

(3) ヘッジ方針 

   内規に基づき、金利

変動リスクをヘッジし

ております。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

 金利スワップの特例

処理の要件を満たして

いるものに限定するこ

とで有効性の評価とし

ております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

――― 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

 金利スワップの特例

処理の要件を満たして

いるものに限定するこ

とで有効性の評価とし

ております。 

７ 四半期キャッシ

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。 

 第１四半期キャッシ

ュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、要求払

預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来す

る定期預金からなってお

ります。 

 キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、

要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の

到来する定期預金からな

っております。 

８ その他四半期財務

諸表(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 

 税抜方式により処理し

ております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
前第１四半期会計期間 (自 平成19年１月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

 
当第１四半期会計期間 (自 平成20年１月１日 至 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19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

該当事項はありません。 
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(５) 注記事項 

(四半期貸借対照表) 

前第１四半期会計期間末 
(平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年３月31日) 

前事業年度末 
(平成19年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

   額 

――― 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

   額 

 141,695千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

   額 

 138,355千円 

※２ 消費税等の取扱い 

――― 

※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、金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※２ 消費税等の取扱い 

――― 

 

(四半期損益計算書関係) 

前第１四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

――― 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 336千円 

受取手数料 89千円 

業務委託料収入 600千円 

家賃収入 6,019千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,138千円 

受取手数料 897千円 

業務委託料収入 2,400千円 

家賃収入 24,407千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

――― 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 1,567千円 

社債利息 274千円 

家賃原価 6,019千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 4,382千円 

社債利息 1,101千円 

家賃原価 23,054千円 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

――― 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

――― 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損  

 器具及び備品 2,096千円 

 建物付属設備 8,862千円 

 大阪オフィス 

 原状回復費 

11,550千円 

合計 22,509千円 

投資有価証券

評価損 

22,625千円 

４ 減価償却実施額 

――― 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,339千円 

無形固定資産 3,740千円 
 

４ 減価償却実施額 

有形固定資産 16,650千円 

無形固定資産 14,591千円 
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(四半期株主等変動計算書関係) 

 当第１四半期会計期間（自 平成20年１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） 

当第１四半期会計期

間増加株式数（株） 

当第１四半期会計期

間減少株式数（株） 

当第１四半期会計期

間末株式数（株） 

発行株式   

 普通株式 4,486,600 ― ― 4,486,600

合計 4,486,600 ― ― 4,486,600

自己株式   

 普通株式 67,932 ― ― 67,932

合計 67,932 ― ― 67,932

 

 ２．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） 当第１四半期
会計期間末残

高 
（千円） 

前事業 
年度末 

当第１四半
期会計期間

増加 

当第１四半
期会計期間

減少 

当第１四半
期会計期間

末 

提出会社 

平成13年５月 

新株引受権  
普通株式 304,000 ─ ─ 304,000 ─

平成13年11月 

新株引受権  
普通株式 3,700 ─ ─ 3,700 ─

平成15年６月 

新株予約権  

(注)１ 

普通株式 55,400 ─ 3,000 52,400 ─

平成17年12月 

新株予約権 

(注)２ 

普通株式 111,100 ─ 2,300 108,800 ─

平成18年４月 

新株予約権 

(注)３、４ 

普通株式 75,500 ─ 2,000 73,500 ─

合計 ― ― ─ ─ ─ ─ ─

(注)１ 平成15年６月新株予約権の当第１四半期会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ２ 平成17年12月新株予約権の当第１四半期会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ３ 平成18年４月新株予約権の当第１四半期会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ４ 平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 
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 前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12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） 

発行株式   

 普通株式 4,486,600 ― ― 4,486,600

合計 4,486,600 ― ― 4,486,600

自己株式   

 普通株式 67,760 172 ― 67,932

合計 67,760 172 ― 67,932

(注) 自己株式の増加172株は単元未満株式の買取りによるものであります。 

 

２．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） 当事業年度末
残高 

（千円） 前事業 
年度末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

提出会社 

平成13年５月 

新株引受権  
普通株式 304,000 ─ ─ 304,000 ─

平成13年11月 

新株引受権  
普通株式 3,700 ─ ─ 3,700 ─

平成15年６月 

新株予約権  
普通株式 55,400 ─ ─ 55,400 ─

平成17年12月 

新株予約権 

(注)１、３ 

普通株式 143,400 ─ 32,300 111,100 ─

平成18年４月 

新株予約権 

(注)２、３ 

普通株式 87,500 ─ 12,000 75,500 ─

合計 ― ― ─ ─ ─ ─ ─

(注)１ 平成17年12月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ２ 平成18年４月新株予約権の当事業年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ３ 平成17年12月新株予約権及び平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成20年３月31日現在)

現金及び預金勘定 417,931千円

現金及び現金同等物 417,931千円

※１ 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 

(平成19年12月31日現在)

現金及び預金勘定 421,302千円

現金及び現金同等物 421,302千円

 

 

(リース取引関係) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び第１四半期末残高相当額 

 取得価額相

当額 

(千円) 

減価償却累

計額相当額 

(千円) 

期末残高相

当額 

(千円) 

工具器具備品 171,822 109,308 62,513

合計 171,822 109,308 62,513

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

 
取得価額相

当額 

(千円) 

減価償却累

計額相当額 

(千円) 

期末残高相

当額 

(千円) 

工具器具備品 171,822 100,146 71,675

合計 171,822 100,146 71,675

２ 未経過リース料第１四半期末残高相当額 

１年以内 37,792 千円 

１年超 19,640 千円 

合計 57,433 千円 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 37,611 千円 

１年超 26,297 千円 

合計 63,908 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

支払リース料 6,760 千円 

減価償却費相当額 9,162 千円 

支払利息相当額 284 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

支払リース料 38,269 千円 

減価償却費相当額 36,428 千円 

支払利息相当額 1,546 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) 

 １.その他有価証券で時価のあるもの 

 当第１四半期会計期間末 

(平成20年３月31日) 

前事業年度末 

(平成19年12月31日) 

取得原価 

(千円) 

四半期貸借対

照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

取得原価 

(千円) 

貸借対照表計

上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

株式 80 118 38 80 145 65

その他 30,310 30,358 47 30,131 30,310 179

合計 30,390 30,476 85 30,211 30,456 244

 

２.時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

 当第１四半期会計期間末 

(平成20年３月31日) 

前事業年度末 

(平成19年12月31日) 

四半期貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券 

非上場株式 10,708 10,708

合計 10,708 10,708

（2）子会社株式及び関連会社株式 

子会社株式 0 0

関連会社株式 4,900 4,900

合計 4,900 4,900

 

 

 (デリバティブ取引関係) 

当第１四半期会計期間 

（自 平成20年１月１日 

   至 平成20年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成19年１月１日 

   至 平成19年12月31日） 

―――――  当社が利用しているデリバティブ取引については、すべ

てヘッジ会計を適用しているので掲載を省略しておりま

す。 
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(ストック・オプション等関係) 

当第１四半期会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 
１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(１)ストック・オプションの内容 

 平成13年５月 

ストック・オプション 

平成13年11月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役 ３名 

当社従業員 26名 

認定支援者 ６名 

当社従業員 26名 

株式の種類別のストック・オプション

の数（注）１ 
普通株式 591,700株 普通株式 49,900株 

付与日 平成13年５月28日 平成13年11月16日 

権利確定条件 （注）２ （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成13年５月28日 

至 平成23年５月27日 

自 平成13年11月16日 

至 平成23年11月15日 

 

 平成15年６月 

ストック・オプション 

平成17年12月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役 １名 

当社従業員 30名 

当社子会社従業員 ６名 

社外協力者 １名 

当社取締役 ３名 

当社従業員 78名 

株式の種類別のストック・オプション

の数（注）１ 
普通株式 140,200株 普通株式 234,500株 

付与日 平成15年６月30日 平成17年12月22日 

権利確定条件 （注）２ （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成16年６月１日 

至 平成20年５月31日 

自 平成20年１月１日 

至 平成22年５月31日 

 

 平成18年４月 

ストック・オプション 

 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役 ８名 

当社監査役 ３名 

当社従業員 64名 

 

株式の種類別のストック・オプション

の数（注）１ 
普通株式 106,500株 

 

付与日 平成18年４月20日  
権利確定条件 （注）２  
対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。  

権利行使期間 
自 平成22年１月１日 

至 平成26年12月31日 

 

（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

   ２ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

① 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあ

ることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合は、この限りではない。 

② 新株予約権者のうち、社外協力者は、新株予約権の行使時においても、社外協力者であること、又は当社及

び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であることを要する。 

③ 新株予約権者の譲渡、質入れその他処分及び相続は認めない。 

④ その他の条件については、本総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権者割当契約」に定めるところによる。 
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(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ①ストック・オプションの数 
 平成13年５月 

ストック・オプション 

平成13年11月 

ストック・オプション 

権利確定前 （株） 

前事業年度末 ― ―

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後 （株） 

前事業年度末 304,000 3,700

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 304,000 3,700

 
 平成15年６月 

ストック・オプション 

平成17年12月 

ストック・オプション 

権利確定前 （株） 

前事業年度末 ― 111,100

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― 111,100

未確定残 ― ―

権利確定後 （株） 

前事業年度末 55,400 ―

権利確定 ― 111,100

権利行使 ― ―

失効 3,000 2,300

未行使残 52,400 108,800

 
 平成18年４月 

ストック・オプション 

 

権利確定前 （株） 

前事業年度末 75,500

付与 ―

失効 2,000

権利確定 ―

未確定残 73,500

権利確定後 （株） 

前事業年度末 ―

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13年５月 

ストック・オプション 

平成13年11月 

ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 1,000 1,000

行使時平均株価      （円） ― ―

公平な評価単価（付与日） （円） ― ―

 
 平成15年６月 

ストック・オプション 

平成17年12月 

ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 880 758

行使時平均株価      （円） ― ―

公平な評価単価（付与日） （円） ― ―

 
 平成18年４月 

ストック・オプション 

 

権利行使価格       （円） 708

行使時平均株価      （円） ―

公平な評価単価（付与日） （円） ―
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 前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (１)ストック・オプションの内容 

 平成13年５月 

ストック・オプション 

平成13年11月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役 ３名 

当社従業員 26名 

認定支援者 ６名 

当社従業員 26名 

株式の種類別のストック・オプション

の数（注）１ 
普通株式 591,700株 普通株式 49,900株 

付与日 平成13年５月28日 平成13年11月16日 

権利確定条件 （注）２ （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成13年５月28日 

至 平成23年５月27日 

自 平成13年11月16日 

至 平成23年11月15日 

 

 平成15年６月 

ストック・オプション 

平成17年12月 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役 １名 

当社従業員 30名 

当社子会社従業員 ６名 

社外協力者 １名 

当社取締役 ３名 

当社従業員 78名 

株式の種類別のストック・オプション

の数（注）１ 
普通株式 140,200株 普通株式 234,500株 

付与日 平成15年６月30日 平成17年12月22日 

権利確定条件 （注）２ （注）２ 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 
自 平成16年６月１日 

至 平成20年５月31日 

自 平成20年１月１日 

至 平成22年５月31日 

 

 平成18年４月 

ストック・オプション 

 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役 ８名 

当社監査役 ３名 

当社従業員 64名 

 

株式の種類別のストック・オプション

の数（注）１ 
普通株式 106,500株 

 

付与日 平成18年４月20日  
権利確定条件 （注）２  
対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。  

権利行使期間 
自 平成22年１月１日 

至 平成26年12月31日 

 

（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

   ２ 権利行使の条件は以下のとおりです。 

① 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあ

ることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職の場合は、この限りではない。 

② 新株予約権者のうち、社外協力者は、新株予約権の行使時においても、社外協力者であること、又は当社及

び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であることを要する。 

③ 新株予約権者の譲渡、質入れその他処分及び相続は認めない。 

④ その他の条件については、本総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権者割当契約」に定めるところによる。 
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 (２)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ①ストック・オプションの数 
 平成13年５月 

ストック・オプション 

平成13年11月 

ストック・オプション 

権利確定前 （株） 

前事業年度末 ― ―

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後 （株） 

前事業年度末 304,000 3,700

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 304,000 3,700

 
 平成15年６月 

ストック・オプション 

平成17年12月 

ストック・オプション 

権利確定前 （株） 

前事業年度末 ― 143,400

付与 ― ―

失効 ― 32,300

権利確定 ― ―

未確定残 ― 111,100

権利確定後 （株） 

前事業年度末 55,400 ―

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 55,400 ―

 
 平成18年４月 

ストック・オプション 

 

権利確定前 （株） 

前事業年度末 87,500

付与 ―

失効 12,000

権利確定 ―

未確定残 75,500

権利確定後 （株） 

前事業年度末 ―

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13年５月 

ストック・オプション 

平成13年11月 

ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 1,000 1,000

行使時平均株価      （円） ― ―

公平な評価単価（付与日） （円） ― ―

 
 平成15年６月 

ストック・オプション 

平成17年12月 

ストック・オプション 

権利行使価格       （円） 880 758

行使時平均株価      （円） ― ―

公平な評価単価（付与日） （円） ― ―

 
 平成18年４月 

ストック・オプション 

 

権利行使価格       （円） 708

行使時平均株価      （円） ―

公平な評価単価（付与日） （円） ―
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(持分法投資損益等) 

 

当第１四半期会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

 

関連会社に対する投資の金額（千円） 4,900 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 40,109 

持分法を適用した場合の投資利益又は損失(△)の金額（千円） △8,062 

 

前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

 

関連会社に対する投資の金額（千円） 4,900 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 48,171 

持分法を適用した場合の投資利益又は損失(△)の金額（千円） △34,685 
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 (１株当たり情報) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

１株当たり純資産額  １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

 134円27銭  97円54銭  97円10銭

１株当たり当期純損失  １株当たり当期純利益 １株当たり当期純損失 

 17円60銭  －円43銭  54円79銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

 １株当たり当期純損失であるため

記載しておりません。 

 希薄化効果を有している潜在株式

がないため記載しておりません。 

 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株当たり第１四半期純利益又は１株当たり第一四半期(当期)純損失、及び潜在株式調整後１株当たり当期純利

益の算定上の基礎 

 
前第１四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日)

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日)

第１四半期純利益又は 
第１四半期(当期)純損失(△) △77,781 1,917 △242,084

(千円) 

普通株主に帰属しない金額 
― ― ─

(千円) 

普通株式に係る第１四半期純利益
又は第１四半期(当期)純損失(△) △77,781 1,917 △242,084

(千円) 

普通株式の期中平均株式数 
4,418,840 4,418,668 4,418,802

(株) 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり第１四半期(当

期)純利益の算定に含まれなかった

潜在株式の概要 

(新株引受権) 

 臨時株主総会決議日 

  平成13年５月28日 

 (新株引受権 3,040個)

 臨時株主総会決議日 

  平成13年11月16日 

 (新株引受権 37個) 

(新株予約権) 

 株主総会決議日 

  平成15年３月27日 

 (新株予約権 554個) 

 株主総会決議日 

 平成17年３月25日 

 (新株予約権 1,374個)

 株主総会決議日 

 平成18年３月24日 

 (新株予約権 845個) 

 

(新株引受権) 

 臨時株主総会決議日 

  平成13年５月28日 

 (新株引受権 3,040個) 

 臨時株主総会決議日 

  平成13年11月16日 

 (新株引受権 37個) 

(新株予約権) 

 株主総会決議日 

  平成15年３月27日 

 (新株予約権 524個) 

 株主総会決議日 

 平成17年３月25日 

 (新株予約権 1,088個) 

 株主総会決議日 

 平成18年３月24日 

 (新株予約権 735個) 

 

(新株引受権) 

 臨時株主総会決議日 

  平成13年５月28日 

 (新株引受権 3,040個)

 臨時株主総会決議日 

  平成13年11月16日 

 (新株引受権 37個) 

(新株予約権) 

 株主総会決議日 

  平成15年３月27日 

 (新株予約権 554個) 

 株主総会決議日 

 平成17年３月25日 

 (新株予約権 1,111個)

 株主総会決議日 

 平成18年３月24日 

 (新株予約権 755個) 
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(重要な後発事象) 

 
前第１四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

――――― ――――― １ ストックオプション(新株予約

権)について 

   当社は、平成20年２月18日開催の

取締役会において、会社法第236条、

第238条及び第239条の規定に基づき、

以下のとおりストックオプションと

して、株主以外の者に対して特に有利

な条件をもって新株予約権を発行す

ることの承認を求める議案並びに本

件新株予約権の募集事項の決定を取

締役会に委任することの承認を求め

る議案を、平成20年３月25日開催予定

の第11期定時株主総会に提案するこ

とを決議いたしました。 

  ・新株予約権の目的となる株式の種

 類 

当社普通株式 

・新株予約権割当の対象者 

当社の従業員及び当社子会社の

取締役、監査役並びに従業員に割

り当てるものとする。 

・新株予約権発行の要領 
  ① 新株予約権の目的となる株式の

種類及び数 

当社普通株式60,000株を上限と

する。 

  ② 新株予約権の総数 

600個を上限とする。(新株予約

権１個につき普通株式100株。た

だし、①に定める株式の数の調

整を行った場合は、同様の調整

を行う。) 

  ③ 新株予約権の価額 

金銭の払込を要しないものとす 

る。 
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前第１四半期会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

  ④ 新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額 

  各新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額は金銭とし、

新株予約権の行使に際して交付

を受けることができる株式１株

当たりの払込金額（以下、「行使

価額」という。）に当該新株予約

権の目的となる株式の数を乗じ

た金額とする。 

  行使価額は、新株予約権を割り当

てる日（以下、「割当日」という。）

の属する月の前月の各日（取引が

成立していない日を除く。）にお

ける大阪証券取引所における当

社普通株式の普通取引の終値の

平均値に1.1を乗じた金額（１円

未満の端数は切上げ）とする。 

  ただし、当該金額が割当日の前日

の終値（当該日に終値がない場

合、それに先立つ直近日の終値）

を下回る場合は、当該終値とす

る。 

  ・新株予約権を行使することができ

る期間 

 平成24年１月１日から平成27年 

12月31日までの期間で取締役会 

が決定する期間とする。 

――――― ――――― ２ 被債務保証について 

当社は、平成20年１月22日開催の取

締役会において、当社の親会社である

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社との間で、当社の銀

行からの借入170,003千円、社債

200,000千円に対する被債務保証の契

約を、平成20年１月23日付けで締結す

ることを決議し、実行しております。

――――― ――――― ３ 貸出コミットメントライン契約

の締結について 

当社は、平成20年１月22日開催の取

締役会において、当社の親会社である

デジタル・アドバタイジング・コンソ

ーシアム株式会社との間で、当社が貸

し出しを受けられる貸出コミットメン

トライン契約を、平成20年１月23日付

けで締結することを決議し、実行して

おります。貸出コミットメントライン

契約の概要は以下の通りです。 

(1) 契約の相手会社の名称 

  デジタル・アドバタイジング・ 

コンソーシアム株式会社 

(2) 契約期間 

  平成20年１月23日～平成20年12月

31日 

(3) 貸出コミットメントラインの総額

  250,000千円 
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(６) 事業部門別売上高 

 

(千円未満切捨) 

期 別  

項 目 

前第１四半期会計期間 

(自 平成19年１月１日 

  至 平成19年３月31日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年３月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

  至 平成19年12月31日) 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

オプトインメール® 

「ＤＥmail」 179,052 52.3 211,864 51.4 735,013 50.3

ＨＴＭＬマガジン 

「マグスタ」 36,781 10.8 35,911 8.7 145,072 9.9

ブログ記事掲載型広告 

「パブログ」 － － 10,645 2.6 35,581 2.4

インターネットリサーチ 

「ターゲットリサーチ」 36,311 10.6 40,708 9.9 129,633 8.9

Ｅコマース 

「ドリームカタログ」 83,948 24.5 102,717 24.9 383,236 26.2

その他 6,004 1.8 10,311 2.5 33,636  2.3

合 計 342,098 100.0 412,158 100.0 1,462,175  100.0

 

 


