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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 32,045 ― 36 ― 45 ― △2,056 ―

20年3月期第2四半期 24,930 5.1 486 △41.3 442 △44.6 373 225.9

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 △3,989.17 ―

20年3月期第2四半期 724.88 722.28

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 17,114 5,475 30.1 9,978.72
20年3月期 17,109 7,753 42.8 14,195.14

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,143百万円 20年3月期  7,316百万円

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 ― 0.00 ― 200.00 200.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 100.00 100.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 70,000 35.2 250 △76.2 280 △69.9 △1,120 ― △2,172.88

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。] 

(3) 四半期連結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（四半期連結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【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

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  515,458株 20年3月期  515,458株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  14株 20年3月期  14株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  515,444株 20年3月期第2四半期  515,248株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アメリカにおけるサブプライムローン問題に端を発
した金融市場の混乱や、原材料価格の高騰などにより,景気の下振れリスクが高まっております。 
 同期間における日本の広告市場につきましては、広告売上の拡大に寄与すると見込まれたオリンピック
の開催があったものの、大手広告代理店の月次売上高からみると、マスメディア中心に前年度を下回ると
推測され、さらには企業業績の悪化から大手企業が販売促進費の削減を発表するなど、厳しい事業環境と
なっております。その中で当企業集団の主要な事業領域であるインターネット広告市場につきましては、
順調な拡大を続けておりますが、成長スピードは鈍化傾向にあります。 
 こうした情勢のもと当企業集団は、㈱電通及び㈱オプトとの協業を軸とした販売施策を引き続き実施
し、売上の拡大を図った結果、売上高は32,045百万円となり過去最高の第２四半期連結累計期間売上高を
記録しました。しかしながら、主力事業の利益率の低下及び連結子会社の事業計画の進捗の遅れなどの影
響により営業利益が36百万円、経常利益が45百万円、また連結子会社ののれんの一括償却858百万円、固
定資産の減損1,072百万円等を計上した結果、第２四半期連結累計純損失が2,056百万円となり当初計画を
大幅に下回りました。 
売上高における媒体種別の状況は、次の通りです。 

媒体種別の売上高内訳                       (単位：百万円未満切捨、％) 

 
ウェブ広告    ：主にパソコンのウェブサイト上に表示されるバナー広告、テキスト広告、 

           リッチメディア広告など 

 リスティング広告※：パソコン上のキーワード検索サービスで表示される広告 

 モバイル広告   ：携帯電話端末を利用したインターネット上で展開される広告 

           （含むモバイルメール広告、モバイルリスティング広告） 

 メール広告    ：パソコン上で使われる電子メールを利用した広告 

 その他        ：販売促進支援事業及び上記付随サービスや、それ以外の広告に関するもの 

※従来、媒体種別は「ウェブ広告」、「メール広告」、「モバイル広告」、「その他」の４区分で記載しておりまし
たが、「ウェブ広告」及び「その他」に含めておりました「リスティング広告」の売上高が大きくなったため、当第
１四半期連結会計期間から「リスティング広告」を加え、５区分で開示しております。 
 なお、前第２四半期連結累計期間の「ウェブ広告」及び「その他」の数値は今回変更した基準にもとづいて従来の
開示数値から「リスティング広告」を差し引いております。 

主力であるウェブ広告分野においては、様々な手法によるターゲティング広告や動画などの表現豊かな
リッチ広告を積極的に活用する企業が増え、販売が堅調に推移した結果、ウェブ広告売上高は21,951百万
円となりました。 
 リスティング広告においては、当第２四半期連結累計期間から連結子会社の㈱電通イー・リンクが㈱オ
プトからリスティング広告業務の受注を開始し、売上高が順調に伸びた結果、リスティング広告売上高は
5,018百万円となりました。 
 モバイル広告分野においては、当第２四半期連結累計期間より㈱ディーツーコミュニケーションズとの
協業を軸とした販売施策を実施し、携帯電話を活用したキャンペーンの売上高が拡大した結果、モバイル
広告売上高は1,592百万円となりました。 
 メール広告分野においては、引き続き底固い需要が続いており、メール広告売上高は869百万円となり
ました。 
 その他分野においては、全国地方新聞社46社47紙と運営しておりました「47CLUB」事業の法人化によ
り、eコマース関連の売上高は減少したものの、子会社においてマスメディア関連の売上高の増加によ
り、その他の売上高は2,613百万円となりました。 

  
※前第２四半期累計期間の実績値及び対前期増減率は参考データとなっております。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期
連結累計期間

対前期増減率

前第２四半期 
連結累計期間

自 平成20年４月１日 自 平成19年４月１日

至 平成20年９月30日 至 平成19年９月30日

金額 構成比 金額 構成比

ウェブ広告 21,951 68.5 9.7 20,016 80.3

リスティング広告※ 5,018 15.7 486.5 855 3.4

モバイル広告 1,592 5.0 31.5 1,211 4.9

メール広告 869 2.7 2.8 845 3.4

その他 2,613 8.1 30.6 2,000 8.0

合計 32,045 100.0 28.5 24,930 100.0
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 (1)資産、負債及び純資産の状況 
（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,856百万円増加し13,777百万円となりました。これは、主に
受取手形及び売掛金が2,063百万円、前払費用が102百万円増加し、前渡金が195百万円、短期貸付金が92
百万円減少したことによるものです。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて1,851百万円減少し3,337百万円となりました。これは、主に繰

延税金資産が41百万円増加し、有形固定資産が57百万円、ソフトウェアが145百万円、のれんが1,046百万
円、保険積立金が72百万円それぞれ減少したことによるものです。 
（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて2,273百万円増加し11,611百万円となりました。これは、主に
支払手形及び買掛金が2,458百万円、未払法人税等が91百万円それぞれ増加し、前受金が118百万円、未払
金が303百万円それぞれ減少したことによるものです。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて９百万円増加し、27百万円となりました。これは、主に長期リ

ース未払金が13百万円増加し、長期借入金が３百万円減少したことによるものです。 
（純資産） 
純資産は、前連結会計年度末に比べて2,277百万円減少し、5,475百万円となりました。これは、主に利

益剰余金が2,159百万円、少数株主持分が104百万円それぞれ減少したことによるものです。 
  

 (2)キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度

末と比べ27百万円減少し755百万円となりました。 
（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は918百万円（前連結会計年度は517百万円の獲得）となりました。これ
は、売上債権の増加による2,146百万円の減少、仕入債務の増加による2,654百万円の増加、法人税の支払
による127百万円などが主な要因です。 
（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は815百万円（前連結会計年度は1,856百万円の使用）となりました。こ
れは、無形固定資産の取得による支出750百万円、貸付による支出3,218百万円、貸付金の回収による収入
3,289百万円などが主な要因です。 
（財務活動におけるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果、使用した資金は130百万円（前連結会計年度は176百万円の使用）となりました。これ
は、配当金の支払額100百万円、少数株主への配当金の支払額18百万円などが主な要因です。 
  

  

当期業績予想につきましては平成20年10月24日発表の数値から変更はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出す
る方法によっております。 
  

① 第１四半期連結会計期間より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準
第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性
の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 この結果、従来の方法と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影
響はありません。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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
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③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計
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）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）を第１四半期連結会計期間
から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利
息相当額控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によっておりま
す。 
 この結果、従来の方法によった場合と比べて、リース資産が有形固定資産に10百万円計上されて
おり、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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5. 【四半期連結財務諸表】

 (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 669,791 697,533 

受取手形及び売掛金 9,732,950 7,669,015 

有価証券 113,453 113,236 

たな卸資産 44,723 29,842 

短期貸付金 2,406,309 2,498,549 

その他 831,440 929,528 

貸倒引当金 △21,511 △17,048 

流動資産合計 13,777,158 11,920,658 

固定資産 

有形固定資産 162,507 220,186 

無形固定資産 822,519 2,597,585 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,751,437 1,758,338 

その他 602,164 613,705 

貸倒引当金 △1,421 △1,473 

投資その他の資産合計 2,352,181 2,370,570 

固定資産合計 3,337,207 5,188,342 

資産合計 17,114,366 17,109,000 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 10,663,245 8,204,474 

1年内返済予定の長期借入金 7,536 8,555 

未払法人税等 223,782 132,680 

その他 716,821 992,244 

流動負債合計 11,611,385 9,337,953 

固定負債 

長期借入金 13,950 17,323 

その他 13,263 － 

固定負債合計 27,213 17,323 

負債合計 11,638,599 9,355,276 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,387,965 2,387,965 

資本剰余金 1,954,547 1,954,585 

利益剰余金 813,990 2,973,272 

自己株式 △1,314 △1,352 

株主資本合計 5,155,189 7,314,470 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △11,716 2,326 

新株予約権 250 250 

少数株主持分 332,043 436,676 

純資産合計 5,475,767 7,753,723 

負債純資産合計 17,114,366 17,109,000 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

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

売上高 32,045,642 

売上原価 25,840,376 

売上総利益 6,205,266 

販売費及び一般管理費 

販売手数料 3,661,496 

その他 2,507,002 

販売費及び一般管理費合計 6,168,499 

営業利益 36,767 

営業外収益 

受取利息 10,206 

その他 3,218 

営業外収益合計 13,425 

営業外費用 

支払利息 287 

売上債権売却損 370 

持分法による投資損失 2,387 

支払保証料 785 

その他 531 

営業外費用合計 4,362 

経常利益 45,830 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 10,519 

特別利益合計 10,519 

特別損失 

固定資産除却損 841 

減損損失 1,072,192 

投資有価証券評価損 34,780 

のれん償却額 858,348 

リース解約損 783 

特別損失合計 1,966,946 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,910,597 

法人税、住民税及び事業税 217,021 

法人税等調整額 △46,078 

法人税等合計 170,942 

少数株主損失（△） △25,347 

四半期純損失（△） △2,056,192 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

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

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 △1,910,597 

減価償却費 266,268 

減損損失 1,072,192 

のれん償却額 1,022,921 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,411 

受取利息及び受取配当金 △11,189 

支払利息 287 

持分法による投資損益（△は益） 2,387 

投資有価証券評価損益（△は益） 34,780 

固定資産除却損 841 

売上債権の増減額（△は増加） △2,146,874 

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,880 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,654,622 

未払費用の増減額（△は減少） 49,655 

割引手形の増減額（△は減少） △35,841 

その他 52,917 

小計 1,041,902 

利息及び配当金の受取額 3,910 

利息の支払額 △286 

法人税等の支払額 △127,335 

営業活動によるキャッシュ・フロー 918,191 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △32,636 

無形固定資産の取得による支出 △750,592 

投資有価証券の取得による支出 △29,043 

子会社株式の取得による支出 △66,912 

貸付けによる支出 △3,218,500 

貸付金の回収による収入 3,289,960 

敷金及び保証金の差入による支出 △766 

敷金及び保証金の回収による収入 18,602 

保険積立金の積立による支出 △454 

保険積立金の解約による収入 72,860 

定期預金の預入による支出 △11,926 

定期預金の払戻による収入 9,534 

その他 △95,292 

投資活動によるキャッシュ・フロー △815,165 
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（単位：千円） 

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

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △4,392 

リース債務の返済による支出 △6,475 

配当金の支払額 △100,867 

少数株主への配当金の支払額 △18,808 

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,542 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27,516 

現金及び現金同等物の期首残高 783,207 

現金及び現金同等物の四半期末残高 755,690 
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  
当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

  
当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 前年同四半期にかかる財務諸表 
 (1)中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

前中間連結会計期間
(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 24,930,211 100.0

Ⅱ 売上原価 19,038,853 76.4

   売上総利益 5,891,357 23.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,405,251 21.6

   営業利益 486,106 2.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 8,292

 ２ 受取配当金 789

 ３ その他 860 9,942 0.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 持分法による投資損失 50,967

 ２ その他 2,511 53,478 0.2

   経常利益 442,569 1.8

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 67

 ２ 関係会社株式売却益 10,560

 ３ 投資有価証券売却益 419,502

 ４ 貸倒引当金戻入額 1,664 431,795 1.7

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 5,014

 ２ 固定資産除却損 1,591

 ３ 投資有価証券売却損 1,104

 ４ 投資有価証券評価損 4,438

 ５ 移転費用 4,825

 ６ その他 1,758 18,732 0.1

  税金等調整前中間純利益 855,632 3.4

  法人税、住民税及び事業税 469,549

  法人税等調整額 34,543 504,093 2.0

  少数株主損失 △ 21,954 △ 0.1

  中間純利益 373,493 1.5
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 (2)中間連結キャッシュ・フロー計算書 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 855,632

 ２ 有形固定資産償却額 38,231

 ３ 無形固定資産償却額 91,337

 ４ のれん償却額 155,544

 ５ 貸倒引当金の増減額（△減少） △ 20,936

 ６ 受取利息 △ 8,292

 ７ 受取配当金 △ 789

 ８ 支払利息 746

 ９ 有形固定資産売却益 △ 67

 10 有形固定資産売却損 5,014

 11 有形固定資産除却損 1,591

 12 持分法による投資損益（△利益） 50,967

 13 投資有価証券売却益 △ 419,502

 14 投資有価証券売却損 1,104

 15 関係会社株式売却益 △ 10,560

 16 投資有価証券評価損 4,438

 17 売上債権の増減額（△増加） 429,593

 18 たな卸資産の増減額（△増加） 20,874

 19 仕入債務の増減額（△減少） △ 567,761

 20 未払費用の増減額（△減少） 58,285

 21 割引手形の増減額（△減少） 30,166

 22 その他 △ 124,612

 小計 591,005

 23 利息及び配当金の受取額 8,428

 24 利息の支払額 △ 76

 25 法人税等の支払額 △ 523,884

 営業活動によるキャッシュ・フロー 75,473

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 関係会社株式の売却による収入 55,250

 ２ 投資有価証券の売却による収入 461,551

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △ 76,923

 ４ 保有社債の満期償還による収入 260,000

 ５ 有形固定資産の取得による支出 △ 20,666

 ６ 有形固定資産の売却による収入 4,390

 ７ 無形固定資産の取得による支出 △ 278,003

 ８ 貸付による支出 △ 2,085,976

 ９ 貸付回収による収入 701,910

 10 敷金及び保証金の差入れ額 △ 5,630

 11 差入保証金の返還額 725

 12 保険積立金加入による支出 △ 454

 13 保険積立金解約による収入 76,725

 14 定期預金の預入による支出 △ 3,607

 15 定期積金の積立による支出 △ 1,900

 16 定期積金の払戻による収入 3,600

 17 その他 △ 500

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 909,508

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 △ 80,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △ 3,243

 ３ 配当金の支払による支出 △ 100,457

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 183,700

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△減少） △ 1,017,735

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,336,470

Ⅵ 合併による現金同等物の減少額 △ 37,124

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,281,611
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(子会社の増資） 
 当社の子会社である㈱クライテリア・コミュニケーションズは、平成20年10月27日～平成20年10月31日
に第三者割当増資を実施いたします。 
  
１．増資の理由 
 ㈱クライテリア・コミュニケーションズは、当企業集団において、広告配信ネットワーク「ＡＤＪＵＳ
Ｔ」を中心に事業展開しておりますが、アドマーケットプレイス基盤技術及びそこから提供する様々なサ
ービスの開発により、競争力を強化する計画です。このたびの当社、㈱電通、㈱エヌ・ティ・ティ・アド
及び㈱電通国際情報サービスに対する第三者割当増資は、その事業強化に必要な開発資金を確保すると共
に、システム開発体制ならびに広告販売体制を強化することを目的としております。 
  
２．増資の概要 

 
  
３．増資後の子会社の概要 

6. その他の情報

(１)発行新株式数： 普通株式 458,333株

(２)増資後発行新株式総数： 普通株式 585,883株

(３)発行価額： 一株当たり 6千円

(４)発行価額の総額： 2,749,998千円

 （内資本金に組入れない額の総額： 1,374,999千円）

(５)払込期間： 平成20年10月27日～平成20年10月31日

(６)増資割当先： ㈱サイバー・コミュニケーションズ 195,833株

㈱電通 195,833株

㈱エヌ・ティ・ティ・アド 41,667株

㈱電通国際情報サービス 25,000株

(１)名称(商号)： 株式会社クライテリア・コミュニケーションズ

(２)事業内容： 広告配信ネットワーク事業 等

(３)設立年月日： 平成16年３月12日

(４)本社所在地： 東京都港区東新橋二丁目４番６号

(５)代表者： 代表取締役社長 桜井 賢

(６)資本金： 1,652,510千円

(７)資本準備金： 1,432,733千円

(８)株主構成： ㈱サイバー・コミュニケーションズ 49.8%

㈱電通 33.4%

㈱エヌ・ティ・ティ・アド 9.3%

㈱電通国際情報サービス 4.3%

㈱エヌ・ティ・ティ・データ 3.3%

  ※当社の㈱クライテリア・コミュニケーションズに対する出資比率は50％を下回りますが、 
   財務諸表等規則第８条の規定により、㈱クライテリア・コミュニケーションズは引き続き 
   当社の連結子会社の地位にあります。
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