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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）平成20年３月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっておりますので、対前期増減及び平成20年３月期第１四半期の経営成績（累計）については記載しておりま
せん。  

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,106 ― △81 ― △82 ― △82 ―

20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △2,918.79 ―

20年3月期第1四半期 ― ―

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

21年3月期第1四半期 1,608 672 41.8 23,816.80
20年3月期 1,848 754 40.8 26,748.75

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  672百万円 20年3月期  754百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

（注）平成20年３月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率については記載しておりません。  

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

第2四半期累計期間 2,479 △12.2 10 ― 10 ― 8 ― 290.67
通期 5,116 ― 100 ― 99 ― 95 ― 3,391.82

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ「４．その他 （1）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ「４．その他 （2）四半期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」をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成20年３月期は、決算期変更に伴い10ヶ月決算となっておりますので、平成20年３月期第１四半期の期中平均株式数（四半期累計期間）については記載し
ておりません。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  29,560株 20年3月期  29,560株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,343株 20年3月期  1,343株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  28,217株 20年3月期第1四半期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、多分に不確定の要素を含んでおります。実際の業績等は業
況の変化等今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間における日本経済は、原油及び原材料価格の高騰や円高・ドル安を背景として、これまで景

気の拡大を牽引してきた設備投資や輸出の伸びに鈍化が見られました。加えて米国のサブプライム住宅ローン問題に

端を発する金融市場の混乱、米国経済の減速懸念の高まりや、ガソリン・食料品価格等の上昇に伴う消費者心理の急

速な冷え込みにより、景気の先行き不透明感が一層増幅しています。

　こうした経済状況のもと、当社を取り巻く市場環境としては、インターネット広告市場において、2007年度　6,003

億円（電通発表）前年比 124%の増加と引き続き高い成長が見込まれます。一方ウェブインテグレーション市場につい

ては、上記マクロ経済悪化の影響から国内企業の設備投資に抑制の兆しがあり、顧客企業がより付加価値、費用対効

果の高いサービスの提供を志向することが想定されます。

　このような顧客企業の志向に対応するべく、マーケティング戦略立案からSEM、SEO、LPO等の顧客サイトへの集客、

ウェブサイト制作、運用、改善提案に至るまでトータルにサポートすることができるという当社の特徴・強みをより

顧客企業に認知されるように専門プランニング部門を新設し、ネット広告、ウェブサイト制作の統合営業を更に本格

化させ、消費者データに基づいたネットマーケティングサービスの提供に注力して参りました。

　その結果、販売管理費等のコスト抑制は前事業年度より引き続き実施しているものの、マーケティング戦略の再確

立に伴う初期準備コストや新卒人員の人件費の増加を賄いきれず、売上高 1,106百万円、営業損失 81百万円、経常損

失 82百万円、四半期純損失 82百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

(1)財政状態

　（総資産）

　　当第１四半期会計期間末の総資産は1,608百万円（前事業年度末比239百万円の減少）となりました。これは主と

　して、売掛債権が減少したことによるものです。

　（負債）

　　当第１四半期会計期間末の負債は936百万円（前事業年度末比156百万円の減少）となりました。これは、未払金

　及び未払費用が84百万円増加したものの、買掛金が142百万円、借入金が50百万円減少したことによるものです。

　（純資産）

　　純資産につきましては672百万円（前事業年度末比82百万円の減少）となりました。これは主として、四半期純

　損失によるものです。

(2)キャッシュ・フローの状況

　　当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、主に売上債権の減少

　により、前事業年度末に比べ32百万円の増加となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期会計期間において営業活動の結果得られた資金は、83百万円となりました。収入の主な内訳は、売

　上債権の減少382百万円によるものであり、支出の主な内訳は、税引前四半期純損失81百万円及び仕入債務の減少

　142百万円によるものです。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、1百万円となりました。これは主として、無形

　固定資産の購入によるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　当第１四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は、50百万円となりました。これは、借入金の返済

　によるものです。
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３．業績予想に関する定性的情報

　第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現時点では平成20年５月15日発表の業績予想の通りであ

ります。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理）

　税金費用の計算

　　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

　の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実行税率を乗じて計算しております。

（２）四半期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

　①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

　る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

　則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

　②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

　が、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

　５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

　づく簿価切下げの方法）により算定しております。当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

　③リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりました

　が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

　会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

　16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

　月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第

　１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。ま

　た、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

　用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。当該変更に伴う損益に与える影響はありませ

　ん。

　　なお、平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸

　借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 557,726 525,105

受取手形及び売掛金 675,335 991,378

仕掛品 104,529 59,102

その他 37,987 39,430

貸倒引当金 △6,143 △6,924

流動資産合計 1,369,434 1,608,093

固定資産   

有形固定資産 42,478 43,884

無形固定資産 2,671 1,726

投資その他の資産 194,098 194,647

固定資産合計 239,248 240,258

資産合計 1,608,683 1,848,351

負債の部   

流動負債   

買掛金 299,799 442,346

短期借入金 74,998 100,000

1年内返済予定の長期借入金 75,000 100,000

未払金及び未払費用 278,600 194,016

未払法人税等 3,003 5,500

賞与引当金 37,480 51,152

事業整理損失引当金 4,908 15,200

その他 100,340 49,378

流動負債合計 874,129 957,594

固定負債   

長期リース資産減損勘定 62,514 135,986

固定負債合計 62,514 135,986

負債合計 936,644 1,093,581

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,275 771,275

資本剰余金 401,738 401,738

利益剰余金 △455,187 △372,828

自己株式 △45,415 △45,415

株主資本合計 672,410 754,769

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △371 －

評価・換算差額等合計 △371 －

純資産合計 672,038 754,769



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債純資産合計 1,608,683 1,848,351



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,106,590

売上原価 942,139

売上総利益 164,451

販売費及び一般管理費 245,621

営業損失（△） △81,169

営業外収益  

受取配当金 266

受取保険金 632

雑収入 66

営業外収益合計 964

営業外費用  

支払利息 727

支払手数料 444

雑損失 818

営業外費用合計 1,990

経常損失（△） △82,195

特別利益  

貸倒引当金戻入額 780

特別利益合計 780

税引前四半期純損失（△） △81,414

法人税、住民税及び事業税 945

法人税等合計 945

四半期純損失（△） △82,359



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △81,414

減価償却費 2,117

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △10,291

貸倒引当金の増減額（△は減少） △780

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,671

受取配当金 △266

支払利息 727

売上債権の増減額（△は増加） 382,487

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,426

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,818

仕入債務の増減額（△は減少） △142,547

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,503

小計 87,248

利息及び配当金の受取額 266

利息の支払額 △620

法人税等の支払額 △2,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 83,992

投資活動によるキャッシュ・フロー  

無形固定資産の取得による支出 △1,066

投資有価証券の取得による支出 △304

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,370

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △25,002

長期借入金の返済による支出 △25,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,620

現金及び現金同等物の期首残高 525,105

現金及び現金同等物の四半期末残高 557,726



　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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