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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(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2四半期 807 ― 44 ― 64 ― 63 ―

20年3月期第2四半期 681 3.3 △3 ― 17 △73.8 16 △80.4

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2四半期 311.99 ―

20年3月期第2四半期 78.77 78.70

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2四半期 3,407 3,048 89.5 15,807.78
20年3月期 3,616 3,312 91.6 16,264.12

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  3,048百万円 20年3月期  3,312百万円

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 1,767 13.3 97 13.6 117 △8.9 115 △9.8 567.02

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期 203,669株 20年3月期 203,663株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 10,792株 20年3月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期 202,814株 20年3月期第2四半期 203,509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．本資料に記載している売上高及び利益の予想数値は、業界の動向、顧客の状況、その他現時点で入手可能な情報による判断及び仮定により算出しております。従
いまして、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の売上高及び利益は当該予想数値と異なる場合がありますので、ご承
知おきください。 
実際の業績に与え得る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向、為替レートの変動などが含まれています。 
２．第２四半期会計期間において、自己株式を取得したことにより、１株当たり（予想）当期純利益算定の根拠となる株式数について、以下の通りに変更しております。 
  変更前 203,663株（平成20年３月期 期末発行済株式数）  変更後 202,814株（平成21年３月期第２四半期 期中平均株式数）  
３．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 

(市場環境) 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安によ

る混乱ならびに原油価格の乱高下等により、国内景気は減速傾向が鮮明になってまいりました。 

 このような状況の下、当社の事業ドメインであるインターネット・マーケティング市場は、引き続き拡大基調にあ

ります。インターネット環境は、総務省の発表によりますと、利用者のブロードバンド化は確実に進展（平成20年６

月末現在2,934万契約）しております。これを背景に、インターネット広告市場も、音声や動画などを活用した豊か

な広告表現を可能とするリッチメディア広告の需要拡大や行動ターゲティング等の新たな手法の需要で市場が活性化

され、成長が継続しております。株式会社電通が発表した「2007年（平成19年）日本の広告費」によりますと、平成

19年のわが国の総広告費は、７兆191億円（前年比101.1％）という状況の中、マスコミ四媒体広告費（テレビ、新

聞、雑誌、ラジオ）は2.6％減となる一方で、インターネット広告費（媒体費＋広告制作費）*は6,003億円（前年比

124.4％）と大幅に伸長し、テレビ広告、新聞広告に次ぐ規模に拡大しました。 

*（平成19年より、インターネット広告費に広告制作費が加算されました。「2007年（平成19年）日本の広告費」、

株式会社電通ニュースリリース参照。） 

 また、同調査によるとモバイルマーケティング市場も引き続き拡大基調にあります。モバイル環境は、3G端末の普

及、通信料の定額制の定着、その結果としての接続速度の高速化とコンテンツ容量の増大などにより、市場の成長を

後押しいたしました。社団法人電気通信事業者協会の調べによりますと、携帯電話の契約数は１億483万台（平成20

年９月末現在）と拡大しており、「2007年（平成19年）日本の広告費」によりますと、モバイル広告費は621億円

（前年比159.2％）に達し、インターネット広告のうち10.3％を占めるなど、今後も高い数値で推移していくと期待

されております。 

  

(事業展開) 

 このような環境下で、当社はさらなる顧客満足の創造に挑み続けるテクノロジーカンパニーとして、製品の機能強

化ならびに顧客企業との関係強化を図ってまいりました。 

 当社の主力製品の一つであるASP型インターネット広告配信システム「DART for Publishers」（ダート・フォー・

パブリッシャーズ）および「DART for Advertisers」（ダート・フォー・アドバタイザーズ）については、大容量化

している広告クリエイティブに対応するために配信容量を３倍である300KB（従来は100KB）に拡大いたしました。

「DART for Publishers」については、株式会社日経BP、等各社に導入いただき、営業活動は堅調に推移いたしまし

た。リッチメディア広告ソリューション「DART Motif」（ダート・モティーフ）については、株式会社西日本新聞

社、等各社に導入いただき、確実に市場での利用を拡大いたしました。また、10月には、最大10MBまでの大容量動画

広告の配信および効果測定をより簡単かつ安価に実現することが可能となる「EASY10」（イージーテン）をリリース

し、さらなる拡販が期待されています。ソフトウェア型インターネット広告配信管理システム「DART Enterprise」

（ダート・エンタープライズ）については、当社主催のユーザカンファレンス「DART Enterprise Summit」を５月に

開催し、米国の最新トレンドや日本での最新事例を紹介する等、顧客との関係強化と拡販を図りました。  

 統合型モバイルマーケティングサービス「MobileMK」（モバイル・エム・ケー）については、６月に新バージョン

である「MobileMK 1.8」をリリースし、モバイルメールの高速配信機能の強化や顧客データ登録・管理面の機能拡張

を行いました。西川産業株式会社、等各社に導入いただき、売上拡大に大きく貢献いたしました。 

 メールマーケティングソフトウェアである「ClickM@iler」（クリックメーラー）については、４月にASP版である

「ClickM@iler.jp」（クリックメーラー・ドット・ジェーピー）を発表いたしました。「ClickM@iler.jp」について

は、株式会社ビービーエフ、等発売から半年足らずで100社を超える企業に導入いただき、順調に顧客数ならびに売

上を伸ばしました。また、９月には、オムニチュア株式会社の「Omniture Genesisパートナー」となり、「Omniture 

SiteCatalyst」および「ClickM@iler」と「ClickM@iler.jp」の連携により、メールキャンペーンとウェブサイトデ

ータを関連付けた包括的な効果測定や精度の高いターゲティングおよびリマーケティングが可能になることから、さ

らなる拡販が期待されています。 

 ウェブ分析サービス「Omniture SiteCatalyst」（オムニチュア・サイトカタリスト）については、５月には販売

促進活動の一環として、オムニチュア株式会社が主催する「Omniture Summit Tokyo 2008」に参加し、販売・サポー

ト会社として実績のあつい協力関係をアピールいたしました。株式会社ウェブクルー、等各社に導入いただき、販売

実績を着実に伸ばしました。既存顧客に対しては、９月に自社セミナーである「アクセス解析×Webマーケティング

セミナー」を開催し、ツールの有効活用や最新事例を紹介する等、顧客企業の分析活動を支援いたしました。 

 さらに経営面においては、資本効率の向上を図るとともに経営環境に応じた機動的な資本政策を可能とすることを

目的として自己株式の取得を行い、合計で10,792株を取得いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は８億７百万円（前年同期比：18.4％増）、営業利益は44百万円（前

年同期は営業損失３百万円）、経常利益は64百万円（前年同期比：272.9％増）、四半期純利益は63百万円（前年同



期比：294.7％増）となりました。   

  

(経営成績) 

① 売上高 

  当第２四半期累計期間の売上高は、８億７百万円と前年同期比で１億25百万円の増収（18.4％増）となりまし

た。 

 その内訳として、ソフトウェアライセンス売上高は27百万円と前年同期比で27百万円の減収（49.8％減）となりま

した。これは、前年に「ClickM@iler」の大型案件の受注があったことによるものであります。 

 ASP利用売上高は４億81百万円と前年同期比で93百万円の増収（24.1％増）となりました。これは、前年同期は未

発売であった「MO-ON」（平成19年10月１日サービス開始）、「ClickM@iler.jp」（平成20年４月15日サービス開

始）の順調な立ち上がりに加え、「MobileMK」の着実な拡販ならびに「SiteCatalyst」の販売好調によるものであり

ます。 

 サービス・その他売上高は、２億98百万円と前年同期比で59百万円の増収（25.1％増）となりました。 

② 売上原価 

 当第２四半期累計期間の売上原価は、４億92百万円と前年同期比で22百万円の増加（4.9％増）となりました。当

第２四半期累計期間の売上高に対する比率は61.0％となり、前年同期比で7.8ポイント低下いたしました。これは開

発及び運用コストの適正化を図ったためであります。 

③ 売上総利益 

 当第２四半期累計期間の売上総利益は、３億15百万円と前年同期比で１億２百万円の増益（48.3％増）となりまし

た。当第２四半期累計期間の売上総利益率は39.0％となり、前年同期比で7.8ポイント上昇いたしました。これは主

に売上高の順調な増加と売上原価率の改善によるものであります。 

④ 販売費及び一般管理費 

 当第２四半期累計期間の販売費及び一般管理費は、２億70百万円と前年同期比で54百万円の増加（25.2％増）とな

りました。当第２四半期累計期間の売上高に対する比率は33.5％となり、前年同期比で1.8ポイント上昇いたしまし

た。これは、事業部制移行に伴う費用の見直しによるものであります。 

⑤ 営業利益 

 当第２四半期累計期間の営業利益は、44百万円と前年同期比で48百万円の増益となりました。当第２四半期累計期

間の売上高営業利益率は5.5％となりました。これは主に売上総利益の増加によるものであります。 

⑥ 経常利益 

 当第２四半期累計期間の経常利益は、64百万円と前年同期比で46百万円の増益（272.9％増）となりました。当第

２四半期累計期間の売上高経常利益率は7.9％となりました。これは主に営業利益の増加及び為替差益の増加による

ものであります。 

⑦ 四半期純利益 

 これらの結果、当第２四半期累計期間の四半期純利益は63百万円となり、前年同期比で47百万円の増益（294.7％

増）となりました。当第２四半期累計期間の売上高四半期純利益率は7.8％となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 (資産、負債、純資産の状況) 

 当第２四半期末の流動資産は、31億63百万円と前事業年度末比で２億29百万円の減少（6.8％減）となりました。

 当第２四半期末の固定資産は、２億44百万円と前事業年度末比で20百万円の増加（9.2％増）となりました。 

 当第２四半期末の流動負債は、３億47百万円と前事業年度末比で57百万円の増加（19.8％増）となりました。 

  

平成21年３月期 

第２四半期 

（６ヶ月累計） 
対前年同期

増減率 

平成20年３月期 

第２四半期 

（６ヶ月累計） 

（参考）平成20年３月期

  金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 ソフトウェアライセンス 
百万円 

 27

％

 3.4

％

 △49.8

百万円

 55

％ 

 8.1

百万円 

 158

％

 10.1

 ASP利用  481  59.6  24.1  387  56.9  907  58.2

 サービス・その他  298  37.0  25.1  238  35.0  494  31.7

 合 計  807   100.0  18.4  681  100.0  1,559  100.0

                



 当第２四半期末の固定負債は、11百万円と前事業年度末比で2百万円の減少（18.2％減）となりました。 

 当第２四半期末の純資産は、30億48百万円と前事業年度末比で２億63百万円の減少（8.0％減）となりました。 

 当第２四半期末の総資産は、34億７百万円と前事業年度末比で２億８百万円の減少（5.8％減）となりました。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、自己株式の取得による１株当たり（予想）当期純利益の変更を除き、

平成20年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

  

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 

１. 簡便な会計処理 

     ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

        一般債権の貸倒見積高の算定方法につきましては、当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末

        に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度決算において算定した貸倒実績率等を使

        用して算定する方法によっております。 

    ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

        減価償却の方法として定率法を採用している固定資産につきましては、事業年度に係る減価償却費の額を期

        間按分して算定する方法によっております。 

    ③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

        法人税等の納付税額の算定につきましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して算

        定する方法によっております。 

        繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

        況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

        ンニングを利用する方法によっております。 

  

    ２. 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  

     該当事項はありません。 

  

（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 

 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。 

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 459,481 383,666

売掛金 204,921 254,348

預け金 2,400,000 2,700,000

その他 99,117 54,778

貸倒引当金 △204 △254

流動資産合計 3,163,315 3,392,538

固定資産   

有形固定資産 38,327 41,671

無形固定資産 97,255 102,511

投資その他の資産 108,691 79,466

固定資産合計 244,273 223,648

資産合計 3,407,589 3,616,187

負債の部   

流動負債   

買掛金 111,845 105,855

未払法人税等 4,758 5,244

賞与引当金 5,228 7,784

その他 225,500 171,092

流動負債合計 347,333 289,976

固定負債   

退職給付引当金 6,976 5,645

その他 4,322 8,166

固定負債合計 11,298 13,812

負債合計 358,632 303,788

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,883,782 1,883,669

資本剰余金 1,098,186 1,098,073

利益剰余金 405,575 342,298

自己株式 △332,166 －

株主資本合計 3,055,377 3,324,041

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △6,421 △11,642

評価・換算差額等合計 △6,421 △11,642

純資産合計 3,048,956 3,312,398

負債純資産合計 3,407,589 3,616,187



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 807,421

売上原価 492,281

売上総利益 315,139

販売費及び一般管理費 270,492

営業利益 44,647

営業外収益  

受取利息 18,627

為替差益 1,371

仕入割引 1,795

雑収入 258

営業外収益合計 22,052

営業外費用  

自己株式取得費用 2,654

営業外費用合計 2,654

経常利益 64,045

特別利益  

貸倒引当金戻入額 49

特別利益合計 49

特別損失  

固定資産除却損 343

特別損失合計 343

税引前四半期純利益 63,751

法人税、住民税及び事業税 474

法人税等合計 474

四半期純利益 63,276



 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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年９月１日及び９日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその取得方法について決議し、当第

２四半期会計期間において、同決議に基づき、自己株式の取得を実施いたしました。 

 この結果、自己株式は当第２四半期会計期間において332,166千円増加し、当第２四半期会計期間末において

332,166千円となりました。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 百分比（％）

Ⅰ 売上高  681,814  100.0

Ⅱ 売上原価  469,303  68.8

売上総利益  212,511  31.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  216,112  31.7

営業損失  3,601 △0.5

Ⅳ 営業外収益  21,598  3.1

Ⅴ 営業外費用  821  0.1

経常利益  17,175  2.5

税引前中間純利益  17,175  2.5

法人税、住民税及び事業税  1,145  0.1

中間純利益  16,030  2.4
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