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平成 20 年７月１日 

各 位 

会社名    トランスデジタル株式会社 

代表者氏名  代表取締役社長  後藤 幸英 

（JASDAQ・コード番号：９７１２） 

問合せ先   管理本部長     鈴木 康平 

電話番号   ０３－６８５８－２１００ 

 
簡易株式交換に関する株式交換契約のお知らせ 

 

平成 20 年５月 27 日にお知らせいたしましたとおり、トランスデジタル株式会社（以下「当社」又は「トラ

ンスデジタル」といいます。）とモバイルジャッジ株式会社（以下「同社」又は「モバイルジャッジ」といい

ます。）は、株式交換締結に向けて作業を進めておりましたが、この度、本日開催の各取締役会における決議

により、トランスデジタルがモバイルジャッジを完全子会社とする株式交換契約を締結いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします。  

 

記  

 

１．株式交換による完全子会社化の目的  

当社は現在、創業精神に立ち返りシステム開発事業に経営資源を集中し、事業の強化・拡大を図って

おります。このような状況の中で、インターネットを利用したマーケティングリサーチ事業を展開して

いるモバイルジャッジと株式交換に関する基本合意書を締結いたしました。 

モバイルジャッジは、経済産業省が平成18年から掲げる『情報大航海プロジェクト』に平成19年7月に

採択された『メガリサーチ』の開発を進めるかたわら、モバイルサイト『モバイルジャッジ』の運営を行

っており、同サイトは広告掲載料及びマーケティングリサーチ代行料を収益の柱として事業を推進してま

いりました。 

同社は現在、中堅・中小規模の企業をターゲットとする低コストの次世代型リサーチシステムを開発中

で、今後はマーケティングリサーチ代行業に注力し、さらなる事業拡大を図るべく取り組んでおります。 

今回のモバイルジャッジの子会社化につきましては、水平的統合であるため当社の既存事業とのシナジ

ーが確実に期待できるものであり、かつ、『情報大航海プロジェクト』における同社の『メガリサーチ』

を成功へ導くことに大きく貢献できるものと考えております。 

当社はモバイルジャッジのシステム事業において、当社の保有するノウハウと、モバイルジャッジの保

有するノウハウを結びつけることにより、双方のクライアント／アライアンス企業の活用、システム開発、

人材等によるシナジー効果を上げ、当社の本業であるシステム開発事業をより充実させ、システム開発事

業におけるさらなる収益拡大を目的といたします。 

 

２．株式交換の条件等  

（１）株式交換の日程等  

平成20年７月１日     株式交換契約書承認取締役会（当社及びモバイルジャッジ）  

平成20年７月１日     株式交換契約書締結 

平成20年７月11日     株式交換契約承認臨時株主総会（モバイルジャッジ） 

平成20年７月25日     株式交換期日（効力発生日） 

平成20年７月下旬（予定） 株券交付日  

（注）トランスデジタルは、会社法第796条第３項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない

簡易株式交換の手続きにより、本株式交換を行います。 

 

（２）株式交換比率に係る割当ての内容 

会 社 名 
トランスデジタル 

（完全親会社） 

モバイルジャッジ 

（完全子会社）  

株式交換比率 1 42,844 
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（注）１．株式の割当比率  

モバイルジャッジの株式１株に対して、トランスデジタルの株式42,844株を割当交付しま 

す。なお、前記株式交換比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協

議のうえ、変更することがあります。 

 

２．株式交換により発行する新株式数等  

普通株式 44,986,200株（平成20年６月末現在の発行済株式数に占める割合：18.5％） 

 

（３）株式交換比率の算定根拠等  

①算定の基礎及び経緯  

本株式交換の株式交換比率の公正性・妥当性を確保するため、トランスデジタルおよびモバイルジ

ャッジは、東陽コンサルティング株式会社を、上記交換比率算定に当たっての第三者機関として選定

いたしました。  

東陽コンサルティング株式会社は、トランスデジタルについてはジャスダック証券取引所に上場し

ている株式であることから、その評価額は市場価額が も合理性があると考え、市場価格平均法によ

る算定を行いました。 

また、モバイルジャッジについては、同社の会社設立後の経過年数が短いことを考慮する一方で、

事業の成長性が期待されることから、純資産価額方式およびＤＣＦ法により算定した各株式価値を、        

50：50の割合で加重平均して株式評価額を算定しております。 

上記、算定結果に基づき、トランスデジタルの１株当たり株式価値を１とした場合の株式交換比率

を以下のように算定いたしました。 
項 目 トランスデジタル モバイルジャッジ 

純資産価額法 － 36,496 

ＤＣＦ法 － 1,002,000 

市場価格平均法 11.67 － 

株式評価額（円） 11.67 519,248 

株式交換比率 1 44,494 

トランスデジタルの株式価値については、同社の普通株式がジャスダック証券取引所に上場し、市

場価格が存在することから、市場株価を参照することとし、平成20年４月16日から平成20年５月30

日までの30営業日の市場価格平均法（終値）により、株式評価額を11.67円と評価いたしました。 

     モバイルジャッジにおける純資産価額方式については、平成20年４月次試算表を基準としたうえで、 

給料手当・賞与等の未払費用を追加考慮し、36,496円と評価いたしました。また、DCF法については、

同社が現在、取組んでおります各事業における進捗を考慮した中長期経営計画（予測期間３年）を基

準とし、1,002,000円と評価いたしました。なお、東陽コンサルティング株式会社は、モバイルジャ

ッジの株価算定に際して、各当事者から提供を受けた情報が正確かつ完全であること、当該株価の算

定に重大な影響を与える事実で、東陽コンサルティング株式会社に対して開示されていない事実はな

いことを前提としており、かつ、個別の資産・負債について独自の評価又は査定は行っておりません。

また、モバイルジャッジの財務見通しについては、現時点で得られる合理的な予測及び判断に基づき、

準備・作成されたことを前提としております。 
さらに、計画や条件の設定方法との関係で当然のことながら結果が相違することも想定されます。

そのため、株式交換比率は、各株式評価額から単純計算された交換比率の、上下10％程度を合理的範

囲といたしました。  

 

モバイルジャッジの株価評価額のレンジ (a)467,323円～(b)571,173円 

 

変動幅 項 目 トランスデジタル モバイルジャッジ 

＋10％
株式評価額（円） 11.67 (b)571,173 

株式交換比率 (d)48,943 １ 

△10％
株式評価額（円） 11.67 (a)467,323 

株式交換比率 (c)40,044 １ 

 

 

 

株式交換比率のレンジ (c)40,044～(d)48,943 
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トランスデジタルおよびモバイルジャッジは、それぞれ第三者機関による分析結果を参考に検討し、

また両社の財務状況、業績動向、株価動向等のその他の要因を含め慎重に協議・交渉を進めた結果、

平成20年７月１日に開催された各社の取締役会において、本株式交換における株式交換比率を合意・

決議し、同日株式交換契約を締結いたしました。かかる株式交換比率は東陽コンサルティングがトラ

ンスデジタルおよびモバイルジャッジに提供した算定結果の範囲内において決定されたものであり

ます。 

なお、株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議の上、変更

することがあります。  

②算定機関との関係  

算定機関である東陽コンサルティング株式会社は、当社及びモバイルジャッジの関連当事者には該

当しません。  

 

（４）完全子会社となる会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

３．株式交換の当事会社の概要 

直近決算期現在における各社の概況は下記のとおりでございます。        （平成20年３月31日現在） 

（１） 商号  
トランスデジタル 

（完全親会社） 

モバイルジャッジ 

（完全子会社） 

（２） 事業内容  

・システム開発事業 

・システム機器販売事業 

・グループ会社の経営管理  

・携帯電話を利用した市場調査 

・リサーチの企画設計・集計・分析 

・インターネット広告事業 

（３） 設立年月日  昭和44年８月２日  平成19年２月13日  

（４） 本店所在地  東京都千代田区永田町2－4－3  東京都渋谷区渋谷1－8－7 

（５） 代表者  代表取締役社長 後藤 幸英 代表取締役社長 堤 栄二 

（６） 資本金の額  7,629,559千円  55,000千円  

（７） 発行済株式数  243,067,685株 1,050株  

（８） 純資産  764百万円（連結）  15百万円（非連結）  

（９） 総資産  2,853百万円（連結）  138百万円（非連結）  

（10） 事業年度末日  ３月31日  ７月31日  

（11） 従業員数  115名（連結）  ７名（非連結） 

（12） 主要取引先  

㈱電通国際情報サービス 

シャープドキュメントシステム㈱   

㈱ディエスジャパン  

経済産業省 

イナゴ㈱ 

（13） 
大株主及び  

持株比率  

TD投資事業組合 

㈲ﾌｧｲｱｰﾊﾞｰﾄﾞ 

井下 健一 

笹山 健生 

8.12％  

3.90％ 

3.74％  

3.74％   

ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ投資事業組合 

東邦ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱｿｼｴｲﾂ㈱ 

堤 栄二 

山﨑 公明 

笹川 裕司 

ﾋﾞｰﾋﾞｰﾈｯﾄ㈱ 

江口 紀代子 

寺田 航平 

三吉 康之 

38.19％ 

28.57％ 

10.47％ 

5.71％ 

5.71％ 

4.76％ 

2.85％ 

2.85％ 

0.85％ 

（14） 主要取引銀行  
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

（15） 当事会社の関係  

資本関係 該当事項はありません 

人的関係  該当事項はありません 

取引関係  該当事項はありません 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません  

（※）モバイルジャッジの株主であります、山﨑公明氏は平成20年６月27日開催の当社第39回定時株主総会に

おいて、当社取締役として選任されました。 

（※）トランスデジタルの概要の（６）（７）、およびモバイルジャッジの概要の（６）（７）（13）につき

ましては、平成20年６月30日現在の数になります。 
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（16） 近3年間の業績                               （単位：百万円）  

 
トランスデジタル 

（完全親会社） 連結 

モバイルジャッジ

（完全子会社） 

 非連結  

事業年度の末日  
平成18年  

３月期  

平成19年  

３月期  

平成20年  

３月期  

平成19年  

７月期  

売上高  5,600 5,827 3,530 １

営業利益  266 △603 △678 △31

経常利益  211 △793 △788 △31

当期純利益  △2,235 △5,670 △4,259 △11

1株当たり当期純利益（円）  △55.16 △122.41 △47.0 △18,943

1株当たり年間配当金（円）  - - - -

1株当たり純資産（円）  160.82 37.61 3.23 64,390

（注）モバイルジャッジにつきましては、平成19年２月設立であり、設立後２年目であるため、 近１年間（平

成19年２月～平成19年７月）の業績を記載しております。 
 
４．株式交換後の完全親会社の状況  

（1）  商号 トランスデジタル株式会社  

（2）  事業内容 システム開発事業・機器販売事業等 

（3）  本店所在地 東京都千代田区永田町2－4－3 

（4）  代表者 代表取締役社長 後藤 幸英  

（5）  資本金の額 7,544,110千円 

（6）  総資産（連結） 現時点では確定しておりません。確定次第、速やかにお知らせいたします。 

（7）  純資産（連結） 現時点では確定しておりません。確定次第、速やかにお知らせいたします。 

（8）  事業年度の末日 ３月31日  

（9）  会計処理の概要 企業結合会計上、同行為は取得に該当する見込みです。なお、この処理に伴い、

のれんが発生した場合における金額及び償却年数等、現時点では確定しており

ませんので、会計監査人と協議のうえ、確定次第お知らせいたします。 

 

５．今後の状況 

当社の連結業績及び個別業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、明確になり次第速やか

にお知らせいたします。  

 

以 上 
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（別 紙）モバイルジャッジ株式会社の中期事業計画に関するご説明 
 

１．メガリサーチについて 

平成 19 年度より３ヵ年計画で進める経済産業省 情報大航海プロジェクトにおけるモバイルジャッジの「メ

ガリサーチ」開発実証計画は、平成 19 年度にインタビュー型アンケートシステム(開発済)、平成 20 年度に広

告効果測定システム(開発予定)、平成 21 年度にマーケティング・シミュレーションシステム(開発予定)を開

発し、画期的かつ先進的なリサーチ・マーケティング・シミュレーションシステムの実現を目指しております。 

「メガリサーチ」は、精度の高いリサーチ結果に基づく需要予測シミュレーションを行い、このデータを生

産計画及び広告・販売戦略に反映させ、業種を問わず企業経営をより効率化させることを主たる目的としたシ

ステムです。 

例えば、製造業における不良在庫の圧縮は、原燃料費の抑制、物流コストの削減等、直接的な企業収益を向

上させるだけではなく、省エネや地球温暖化防止につながるなど、環境に貢献することが期待されております。 

また、教育や医療分野への転用なども考えられており、国費投入の責任を自覚しつつ、国家プロジェクトに

ふさわしい社会的意義のあるシステム開発に努めております。 

「メガリサーチ」は平成 22 年３月に開発実証を終え、平成 22 年４月の事業化を予定し、５年後には約 48

億円の売上を見込んでいます。(経済産業省へ明示済み) 

なお、平成 20 年９月 30 日～平成 20 年 10 月４日に開催予定のアジア 大級の情報・通信・エレクトロニク

スに関する国際展示会である「ＣＥＡＴＥＣ ＪＡＰＡＮ」に「メガリサーチ」の展示紹介を行う予定です。

この場においては、来場者の方々に対し具体的な商談に繋がるアプローチを行い、事業化と同時に販売開始で

きる準備を鋭意進めてまいります。 

また、「ＩＴによる『情報大航海時代』の情報利用を考える研究会」のメンバーが中心となり発足した情報

大航海プロジェクト・コンソーシアム内においても、通信会社系大手ベンダー様をはじめ数社より「メガリサ

ーチ」取り扱いの打診を受けており、事業化と同時の販売開始に向け協議を進めてまいります。平成 22 年 7

月期における販売目標 10 ユニット、1億円の売上を見込んでおります。（1ユニット 1,000 万円で換算） 

さらに、中国において市場調査及び広告を取り扱う現地法人による本システムの取り扱いが内定し、現在は、

言語対応など詳細の打ち合わせを行っております。今後、アジア市場での拡販を視野に入れた開発を進めてま

いります。 

 

２．リサーチ売上について 

現在、メガリサーチに並行して開発中（平成 20 年８月完成予定）のリサーチ・マーケティングシステムは、

自動見積り機能及びクレジットカード決済機能を備えた次世代型のリサーチシステムです。 

従来のシステムは、各クライアントの調査内容のヒアリング、調査対象者のセグメント、見積り、調査日程

の調整、調査実施後の報告等、一連の作業を一案件ごとに営業担当者などが行っておりました。 

これに対し新システムでは、リサーチを検討中のクライアント自らがＷｅｂページにアクセスし、調査対象

者を選別し、瞬時に見積もりが表示され、リサーチ内容の入稿及び調査開始の指示、調査結果の閲覧・データ

分析、料金の決済に至るまでをワンストップで提供することを可能としたシステムです。比較的小規模で数万 

円程度の予算のクライアントにも適しているため、利便性と合わせて、マーケティングリサーチ需要の裾野が

広がることが期待されます。 

本システムはその多くの過程を自動化することにより、従来比で大幅なコストダウンが可能となり、現在の

マーケティングリサーチの市場価格における 安価でのサービス提供を予定しております。 

なお、本システムの売上については、現在年間 500 億円規模であるマーケティングリサーチ市場で、平成

21 年７月期にシェア 0.25％以上、売上１億 2,855 万円、平成 22 年７月期に同 0.5％以上、売上２億 5,965 万

円を必達目標に掲げています。 

また、当システムは自社運営のみならず、システムのユニット販売及び ASP にも対応し、すでに多数のベン

ダー様より取り扱いを打診されております。(中小企業に特化した B2B ポータルサイト運営会社様、ＩＴシス

テム開発を基盤としたマーケティングリサーチ・コンサルティング会社様による取り扱いが内定しておりま

す。) 

さらに、モバイルジャッジと取引実績のある政党に対し、平成 21 年７月期中に想定される国政選挙におけ

る有権者の動向調査において、本サービスの提案を現在進めております。(全国 300 選挙区、1 選挙区あたり

2,300 サンプル、予想売上 6,900 万円） 

なお、当リサーチ売上に影響を及ぼす可能性がある事項には以下のようなものがあります。 
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① 競合他社との競争によるリスク 

インターネットを利用したマーケティングリサーチの市場規模は、平成 12 年の 25 億円から平成 19

年には 500 億円と急拡大を続けておりますが、これに比例して新規参入する企業が増加しております。

競合他社との競争激化は、販売価格の低下、営業コストの増加、広告宣伝費の増加、優位性を維持する

ための開発費の増加を招き、リサーチ売上とその利益に影響を与える可能性があります。 

② 景気悪化によるリサーチ案件減少のリスク 

マーケティングリサーチの中心的なクライアントは、大衆向けに商品やサービスを提供する製造業や

サービス業の企業です。絶えず変化し多様化する消費者のニーズを捉えるために、従来型の人手を介し

た電話や文書によるアナログ式リサーチに替わり、その有効性からインターネットによるデジタル式リ

サーチを選択するクライアントが増えております。 

しかしながら、不景気とされる経済トレンド状況下においては、これらクライアントが新たな商品や

サービスの開発を手控え、リサーチ案件自体が減少する可能性があります。また、リサーチ予算の削減

は、一案件当たりの予算規模を縮小させることから、リサーチ売上とその利益に影響を与える可能性が

あります。 

 

３．インターネット広告売上について 

モバイルジャッジは、既存取引先である広告代理店に加え、新たにインターネット広告代理店との間でモバ

イルジャッジ広告枠の販売について平成 20 年７月１日付で代理店契約を締結しました。 

この新規広告代理店に対する販売計画として、平成 21 年７月期に 3,000 万円、平成 22 年７月期に 8,000

万円が予算計上されております。 

広告商品の販売につきましては、会員数増加による在庫増加に合わせ、引き続き既存取引代理店への営業と

有力な広告代理店の新規開拓を行い、平成 21 年７月期に 3,970 万円、平成 22 年７月期に１億 1,040 万円を広

告売上の目標としております。 

なお、当広告売上に影響を及ぼす可能性がある事項には以下のようなものがあります。 

① 景気悪化による広告宣伝費削減のリスク 

バブル崩壊など過去を例にとりますと、景気悪化時における企業の広告宣伝費削減の動きは敏速かつ

顕著なものがあります。スタグフレーションが懸念される現在において、モバイルジャッジでは決して

楽観的な経済環境を踏まえた広告売上の予想は行っておりませんが、予想以上の景気減速や景気低迷の

長期化によっては、広告売上とその利益に影響を与える可能性があります。 

② 法的規制等によるリスク 

モバイルジャッジでは、各広告代理店から広告商品の引き合いがあった段階において、広告主及び広

告内容の掲載可否を独自の基準により審査しております。具体的には、公序良俗に反する商材の販売や

サービス提供を行っていないか、特定商取引に関する法律などは順守されているか、さらには広告を配

信するユーザーに対し不快な印象や不利益を与える可能性がないかなど、一案件ごとに担当者が厳格な

審査を行い、これらに該当すると判断したものに対しては、掲載をお断りしております。すでに一部業

種の広告表示方法等の規制は行われておりますが、今後新たなモバイルを含むインターネット広告に対

する法的規制等が行われ、その内容によっては、広告売上に影響を与える可能性があります。 

 

４．プロジェクト委託料売上について 

平成 21 年７月期においては、すでに申請済の経済産業省への予算提案をはじめ、４億 5,000 万円を見込ん

でおります。また、平成 22 年７月期においてもほぼ同額の予算を見込んでおります。 

なお、当プロジェクト委託料売上に影響を及ぼす可能性がある事項には以下のようなものがあります。 

① 不採択・予算減額によるリスク 

昨年度より経済産業省により進められている情報大航海プロジェクトは、平成 19 年度より平成 21

年度まで予定される継続事業であり、弊社の「メガリサーチ」につきましても、これに準ずるスケジュ

ールで開発が進められます。昨年度に引き続き平成 20 年度第１回公募におきましても、すでに応募資

料を提出いたしましたが、公募書類審査、財務審査、評価委員会審査を経て委託先が決定され、委託契

約に至ります。 

ただし、平成 20 年度及び平成 21 年度において、全部または部分的にモバイルジャッジの提案内容が

各審査基準を満たさなかった場合は、不採択あるいは予算減額により、委託料売上に影響を与える可能

性があります。 
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② 開発遅延によるリスク 

情報大航海プロジェクト「メガリサーチ」の開発にあたっては、委託先であるモバイルジャッジが選

定した再委託先、外注先の協力を得て、プロジェクトチームを編成して行われます。従事するすべての

スタッフは、常に互いの開発進捗状況を把握し、連携を図りながら開発を進行しますが、開発に遅延が

発生し、全部一部を問わず年度内未納入となった場合は(本年度は平成 21 年２月 27 日まで)、委託費の

支払いがなされないため、委託料売上に影響を与える可能性があります。 

 

５．その他受託売上について 

平成 20 年７月期に音楽系のクライアント様より、サイト制作、プロモーション、ディレクション等を約２

億円分受託しており、今期末までに納品が完了する予定です。また、先方の３ヵ年計画により、平成 21 年７

月期、平成 22 年７月期においても継続の打診を受けております。 

平成 20 年７月期分の受注につきましては、その大半を外注したために売上に占める原価率が 90％台と高く

なったため、低い利益率となりましたが、翌期及び翌々期につきましては内製化を進め、売上原価率を 70％

に抑え、利益ベースで 200％増を見込んでおります。 

なお、当その他受託売上に影響を及ぼす可能性がある事項には以下のようなものがあります。 

① 計画の変更・中止によるリスク 

平成 21 年度７月期及び平成 22 年度７月期に継続受注予定の案件につきましては、音楽系という性格

上、当該アーティストの創作及び活動が前提となっております。健康上その他の理由により、創作及び

活動計画が変更・中止された場合は、その他受託売上に影響を与える可能性があります。 

② 人材不足によるリスク 

平成 20 年度７月期に受注した案件につきましては、社内の体制上、内製による期限内の納品が困難

であると判断し、大半を外注するに至りました。次年度以降につきましては、利益率改善のために内製

化比率の向上を計っており、人材確保を 優先課題として取り組んでまいりますが、予定する人材を確

保できなかった場合は、外注比率が高まり、その他受託売上の利益に影響を与える可能性があります。 

 

６．販売管理費等について 

先の説明の通りモバイルジャッジの主力商品であるリサーチシステムはその多くの作業が自動化されてい

るため、販売管理費の中で比率の高い人件費については、会員数及び売上増に比例して増加させることなく、

抑制することが可能です。 

また、会員に対してリサーチごとに支払われるポイントインセンティブについては、販売価格に対し一律

10％に固定されているため、会員数の増加による固定した維持費の増加はサーバー及び回線の増強などに限定

されます。 

モバイルジャッジが進める事業戦略においては、損益分岐点(会員数ベースで 50 万人、平成 21 年７月期第

３四半期を予想)を上回った時点で、利益が積み上がるビジネスモデルとなっております。  

 

７．目標会員数について                           （単位：千人・累計） 

 
第２期 第３期 第４期 

（平成20年７月期） （平成21年７月期） （平成22年７月期）

会員数 

Ｐ Ｃ 50 500 800

モバイル 50 150 200

合 計 100 650 1,000

平成 19 年度経済産業省、情報大航海プロジェクトにモバイルジャッジの「メガリサーチ」が採択された後、

各メディア媒体への露出が増え、同時に運営サイト「モバイルジャッジ」の認知度と信頼度が向上しました。

特段のマーケティング活動を行わずとも会員数が採択直後に 4.5 万人に達したことから、平成 20 年度及び平

成 21 年度の採択時においても同様の効果が想定され、今後数年間は安定的な会員数の増加につながるものと

考えております。 

現在、100 万人規模の会員数を有する大手サイトと会員の相互活用を中心とした業務提携に向け、平成 21

年７月期 第１四半期のサービスインを目標に協議を進めております。 

多数の会員を抱えるサイトとの提携は、会員獲得のマーケティングコスト抑制、利益率の向上に寄与するだ

けではなく、モバイルジャッジのリサーチ及び広告商品の在庫増、さらにはＥコマースなど新たなビジネスモ

デルの構築が期待されます。 

なお、本業務提携後は提携先からの会員誘導が即時開始される予定となっており、４ヶ月で約 30 万人の会

員増を見込んでおります。 
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また、平成 21 年７月より毎月 200 万円のプロモーション予算により、月平均２～３万人の会員増を見込ん

でおります。（会員１人当たりのプロモーション予算 80 円、月間退会率約２％、共に実績ベースで算出してお

ります。） 

 

８．中期経営計画数値目標                           （単位：千円） 

 第２期 第３期 第４期 

（平成 20 年７月期） （平成 21 年７月期） （平成 22 年７月期）

 リサーチ売上 2,250 128,550 259,650

 広告売上 2,176 39,700 110,400

 システム売上 0 0 100,000

 プロジェクト委託料 95,238 450,000 450,000

 その他受託売上等 200,000 200,000 200,000

売上高 299,664 818,250 1,120,050

 営業利益 △30,100 110,045 502,885

 経常利益 △30,100 110,045 502,885

 

 

上記に記載した数値目標につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社で判断したものであります。

この数値目標には、さまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの数値と異なる場合がござい

ますので、当該情報のみに依拠して投資等のご判断を行うことは差控えていただきますようお願いいたしま

す。 

 

以 上 


