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1.  20年9月期の業績（平成19年10月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年9月期 3,586 77.1 101 △46.0 75 △58.4 33 △68.0
19年9月期 2,024 44.5 187 65.2 182 62.2 104 67.3

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 自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年9月期 1,291.44 1,275.37 3.6 5.1 2.8
19年9月期 4,607.77 ― 23.6 23.3 9.3

（参考） 持分法投資損益 20年9月期  ―百万円 19年9月期  ―百万円

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9月期 2,067 1,372 66.4 47,533.51
19年9月期 926 507 54.7 22,268.67

（参考） 自己資本   20年9月期  1,372百万円 19年9月期  507百万円

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9月期 △232 △327 864 546
19年9月期 △13 △50 76 240

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間） 配当性向

純資産配当
率（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 百万円 ％ ％

19年9月期 ― ― ― 690.00 690.00 15 15.0 3.1
20年9月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00 28 77.4 2.1

21年9月期 
（予想） ― ― ― 1,000.00 1,000.00 ――― 49.8 ―――

3.  21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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）

 

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 1,900 15.9 60 △0.2 49 33.4 26 33.2 900.37
通期 4,000 11.5 130 28.4 111 46.5 58 74.7 2,008.52
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年9月期  28,877株 19年9月期  22,768株
② 期末自己株式数 20年9月期  ―株 19年9月期  ―株

※ 業績予想の適正な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が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、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。  
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  　当事業年度における我が国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加等を背景に、当事業年度当初は緩やかに景気

拡大していたものの、その後原油高を始めとする原材料価格の高騰、及び、サブプライム住宅ローン問題を背景とす

るアメリカ経済の減速、世界的な金融市場の混乱等による、国内外の景気の先行きに後退懸念が広がりました。

　当社を取り巻く環境といたしましては、日本国内における携帯電話の契約者数が平成20年９月末現在で１億483万契

約に達しており、そのうち第３世代携帯電話の契約者に占める割合は89.7％と前年同期の80.3％から一段と高まって

きております（出所：社団法人電気通信事業者協会）。また、「着うたフル®」「電子書籍」「動画」など当社が主力

とする第３世代携帯電話向けコンテンツ（以下、３Ｇコンテンツ）の市場は、大容量コンテンツの配信可能な高機能

携帯電話の普及や参入企業の増加により引き続き拡大傾向にあります。

　このような環境の下、当社はコンテンツ・メディア事業における有料会員数を拡大させるため、市場環境の変化に

応じたプロモーション方法の見直しを行い、より効果的に会員獲得が出来る方法を確立することを進めてまいりまし

た。しかし、プロモーション方法は確立したものの期初に想定していた有料会員数を獲得するまでには至らず、また、

予定していた特定アーティストサイトの開始日についても当初予定から遅延したため、コンテンツ・メディア事業の

売上高は当初予算を達成するには至りませんでした。広告事業に関しては、メディアプランニング事業において、広

告主の高い出稿意欲を背景に、モバゲータウンやmixiモバイルなどの人気SNSメディアの取扱いを拡大させたため、結

果として売上高を大幅に伸ばすことができました。また、アフィリエイト事業に関しては大口取引先からの受注もあ

り、売上高は堅調に推移しました。

　以上の結果、当事業年度の売上高は3,586,206千円（前事業年度比77.1％増）、営業利益は101,509千円（同46.0％

減）、経常利益は75,998千円（同58.4％減）、当期純利益は33,521千円（同68.0％減）となりました。

 　 部門別の状況は以下のとおりであります。

（コンテンツ・メディア事業）

　　コンテンツ・メディア事業は、携帯電話利用者に対して「着うたフル®」「電子書籍」「動画」といった３Ｇコンテ

ンツの配信を行うものであり、当社の主力事業となっております。会員獲得のための効果的なプロモーション方法の

実施、他社との差別化が可能なコンテンツの獲得などにより有料会員数を伸ばすよう努めてまいりました。当事業年

度におきましては、事業年度当初、想定していた会員数の獲得が困難であると判断し、当初想定していた会員数の獲

得プロモーション方法の見直し・検証を行い、プロモーション効果の高い新たな広告手法を確立いたしました。具体

的には、「ライフタイムコミッション」と「ランディングページの施策」であります。「ライフタイムコミッション」

は、提携先メディアから入会した会員が当社の会員でいる限り継続的にメディアに対して利益配分するモデルであり

ます。「ランディングページの施策」は、特定のコンテンツを出稿先のメディアでプロモーションし、提携先メディ

アから当社サイトへ訪問する最初のページ（ランディングページ）を工夫することで入会数を高めるものであります。

差別化が可能なコンテンツに関しては、特定のファン層を有する人気アーティストのサイト開設を進めてまいりまし

た。さらに当社が注力している動画サイトについても、取扱い作品数の増加によりサイトの充実を図り、有料会員数

を増加させました。

　この結果、コンテンツ・メディア事業の売上高は1,847,760千円（前事業年度比38.3％増）となりました。

 

（広告事業）

　　広告事業は、他社が運営するモバイル広告枠を広告代理店に対して販売するメディアプランニング事業と、成果報

酬型広告を希望するユーザーと広告案件を掲載したいモバイルメディア運営者とをマッチングさせるアフィリエイト

事業がございます。メディアプランニング事業においては、広告主の高い出稿意欲を背景に、モバゲータウンやmixi

モバイルなどの人気SNSメディアの取り扱い件数・金額ともに増加させました。広告主に関しては、コンテンツプロバ

イダー、人材サービス、美容・化粧品など様々な業種の広告主からの出稿意欲が高まっております。以上の結果とし

て、広告事業の売上高は大幅に増加いたしました。また、アフィリエイト事業に関しましても、大口取引先からの受

注などにより売上高は順調に拡大しました。

　この結果、広告事業の売上高は1,630,544千円（同169.2％増）となりました。

 

（その他事業）

　　その他事業は、モバイルサイトの公式メニュー化、モバイルサイトの運営支援及び受託制作等を行うものでありま

す。総務省は携帯電話通信キャリアに対して平成19年12月10日、フィルタリングサービスの利用促進をユーザーに促

すよう要請をいたしました。これにより、モバイルサイトの公式メニュー化ニーズが着実に高まっております。また

当社は、120を超える公式メニューの運営実績と、150以上のサイトを公式メニュー化してきた実績を背景に、その他

事業の売上高を伸ばしてまいりました。

　この結果、その他事業の売上高は107,901千円（同30.2％増）となりました。
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（次期の見通し）

　　携帯電話加入者数は１億台を突破し増加ペースは鈍化傾向にあるものの、携帯電話の高機能化、通信速度の高速化

により、モバイルコンテンツ市場は動画などの大容量コンテンツの配信がますます増加するものと予想されます。

　そのような環境の下、コンテンツ・メディア事業につきましては、引き続き３Ｇコンテンツの有料会員増加による

収益拡大を図ります。具体的には、人気アーティストなど他社と差別化が可能なコンテンツの権利獲得の推進、及び、

集客方法については「ランディングページの施策」や「ライフタイムコミッション」など当事業年度に確立した集客

方法を推進するとともに、新たな集客方法の検証もしてまいります。

　広告事業につきましては、事業の選択と集中を行うことで収益の最大化を目指してまいります。メディアプランニ

ング事業においては、引き続き広告代理店と連携し、広告主にとって最適な広告商品の提案を行ってまいります。さ

らに、広告商品の提案を通じてモバイルサイトの開発や公式メニュー化のニーズも把握し、広告主のニーズに一括し

てサービス提供できる体制を構築して収益拡大を目指してまいります。アフィリエイト事業においては、平成20年11

月６日付「当社アフィリエイト事業に関するお知らせ」で開示させていただいたとおり、当社の親会社である株式会

社セプテーニ・ホールディングスの子会社である株式会社セプテーニ・クロスゲート（以下、SCG社）と協業して事業

推進してまいります。当社は当事業年度に行っていた広告主からの出稿依頼対応、売上管理、提携モバイルメディア

への告知業務をSCG社へ移管し、アフィリエイトシステム「ケータイMAX」の運営業務のみを行います。これにより、

アフィリエイト事業における当社の事業収入は、「ケータイMAX」運営業務によりSCG社から受け取る収入のみとなり

ます。

　その他事業につきましては、コンテンツ・メディア事業で培ったモバイルサイトの運営ノウハウと広告事業を通じ

て把握した広告主のニーズをもとに、モバイルサイトの公式メニュー化、モバイルサイトの運営支援及び受託制作等

のサービス提供を拡大してまいります。

　以上により、平成21年９月期の見通しにつきましては、売上高4,000百万円、営業利益130百万円、経常利益111百万

円、当期純利益58百万円を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当事業年度における資産の状況は、新規上場にともなう公募増資等により総資産が前期末に比べ1,140,290千円増加

し、2,067,261千円となりました。負債は、前期末に比べ274,678千円増加して694,635千円となりました。

　これは、事業拡大にともない買掛金が273,066千円増加したことによるものであります。純資産についても、総資産

の増加要因と同様、新規上場にともなう公募増資等により、前期末に比べ865,611千円増加して1,372,625千円となり

ました。以上の結果、自己資本比率は、前期末の54.7％から66.4％に増加いたしました。

　各キャッシュフローの状況は以下のとおりであります。

 

②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）

　営業活動の結果使用した資金は232,134千円となりました。主な収入要因は、税引前当期純利益67,748千円及び仕入

債務の増加による収入273,066千円であり、主な支出要因は、売上債権の増加による支出388,436千円及び前払費用の

増加による支出153,328千円であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は327,108千円となりました。主な収入要因は有価証券の売却による収入101,299千円、

主な支出要因は、有価証券の取得による支出101,186千円、敷金保証金の支払による支出239,212千円であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は864,586千円となりました。主な収入要因は、新規上場にともなう公募増資と新株予

約権の行使にともなう株式の発行による収入840,296千円であります。

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年９月期 平成19年９月期 平成20年９月期

自己資本比率（％） 59.3 54.7 66.4

時価ベースの自己資本比率（％） － － 91.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 10.5 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 319.1 － －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は発行済株式数をベースに計算しています。 

（注２）平成18年９月期、平成19年９月期において、当社は非上場であり、株価の把握ができないため「時価ベース

　　　　の自己資本比率」は記載しておりません。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。

（注５）平成19年９月期及び平成20年９月期については、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・

　　　　カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社の利益配分に関する基本方針は、事業拡大のための内部留保の充実を勘案しつつ、株主の皆様には業績拡大に

応じた安定的な配当を行うことを基本方針としております。当事業年度につきましては、前事業年度に比較して当期

純利益は減少するものの株主の皆様への安定的な配当を行うことを優先させていただくことといたします。以上の結

果、当事業年度の配当は、１株当たり1,000円を予定しております。

　次期の配当につきましては、引き続き今後の事業拡大に備えた内部留保を確保しつつ、安定的な配当の実施を目差

してまいります。
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(4）事業等のリスク

　以下において、当社の事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えら

れる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。

また、必ずしもそのようなリスクとは考えていない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる

事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。

当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、

当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要が

あると考えております。

なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、特段の記載がない限り、当事業年度末（平成20年９月30日）現在にお

いて当社が判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

 

①　市場の動向について

　  当社は、モバイルコンテンツ及びモバイル広告を主たる事業領域としているため、携帯電話のさらなる利用用途

及び機能の拡張が成長のための基本的な条件と考えております。社団法人 電気通信事業者協会発表の事業者別契約

数によれば、平成20年９月末現在の国内携帯電話加入者数は約1億483万人であり、この１年で550万人増加しました。

毎月の新規契約数から解約数を差引いた純増数は引き続き鈍化傾向にあるものの、携帯電話契約者数に占める第３

世代携帯電話の契約者の割合は89.7％に達しており、引き続き割合は高まるものと予想されます。したがって、第

３世代携帯電話の新規契約数が頭打ちになった場合には、今後の市場成長が阻害される可能性があります。

　また、モバイルコンテンツ及びモバイル広告市場の歴史はまだ浅く、携帯電話の将来性は不透明な部分がありま

す。携帯電話に関する何らかの弊害の発生や利用に関する新たな法的規制の導入、通信キャリアの経営方針の変更、

その他予期せぬ要因によって、今後の市場成長が阻害されるような状況が生じた場合には、当社の事業及び業績に

影響を与える可能性があります。

 

平成18年９月 平成19年９月 平成20年９月　

件数(千件) 増加率 件数(千件) 増加率 件数(千件) 増加率

 携帯電話契約数　 93,812　 5.3％　 99,333　 5.9％　 104,833　 5.5％　

 内、第３世代携帯電話契約数　 58,417　 48.2％　 79,825　 37.3％　 94,028　 17.8％　

　(出所：社団法人電気通信事業者協会)

②　コンテンツ・メディア事業について

ア．競合について

　　当社は、複数の有料コンテンツを配信しておりますが、当社が属するモバイルコンテンツ市場には、多数の競合

会社が存在しており、また、今後同様の有料コンテンツを配信する有力な競合他社が出てくる可能性があります。

当社は積極的に既存サイトの充実と新規サイトの立上げを行っていく所存でありますが、当社が魅力的且つ有益な

サービスを提供できない場合には、競合他社との競争激化による会員数の減少等により、当社の事業及び業績が影

響を受ける可能性があります。また、ユーザーニーズの多様化や変化に適切に対応出来なくなった場合には、当社

の提供するサービスの陳腐化を招き、当社の事業及び業績が影響を受ける可能性があります。

 

イ．通信キャリアへの依存について

　　当社は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、ＮＴＴドコモ）のｉモード、ＫＤＤＩ株式会社のEZweb、ソ

フトバンクモバイル株式会社のYahoo!ケータイを通じて、エンドユーザーにコンテンツを配信しておりますが、各

通信キャリアとの契約に基づき、コンテンツを配信し、各通信キャリアの情報料回収代行サービスを利用して、エ

ンドユーザーから情報料を回収しております。そのため、各通信キャリアのサーバーが作動しなくなったり、ハー

ドウェア、ソフトウェアの欠陥等が原因となり、正常なコンテンツの配信、情報料の回収代行が行われなかった場

合、及び各通信キャリアの経営方針の変更、事業環境の動向によっては、当社の事業及び業績が影響を受ける可能

性があります。また、何らかの理由により各通信キャリアとの契約における解約条項に抵触するような事態となっ

た場合等には、各通信キャリアよりコンテンツ提供に関する契約の解除がなされる可能性があります。

 

ウ．特定コンテンツへの依存について

　　当社のコンテンツ・メディア事業においては、各コンテンツの課金者数が業績動向に影響を与えます。当事業年

度の当社売上高に占めるコンテンツ・メディア事業の売上高は51.5％となっており、そのうち、着うた®、着うたフ

ル®を始めとした音楽系コンテンツの売上高が52.5％を占めております。しかしながら、競合他社との競争激化によ

り、音楽系コンテンツが競争力を失った場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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エ．債権回収不能額について

　　当社では、コンテンツ・メディア事業の情報料の回収を各通信キャリアに委託しております。このうち、株式会

社ＮＴＴドコモ及びＫＤＤＩ株式会社とは、料金の回収代行に関する契約により、情報料回収事業者の責任に拠ら

ず情報料を回収できない場合には、当社へ情報料の回収が不能であると通知し、その時点で回収事業者の当社に対

する情報料回収代行義務は免除されることとなっております。

　株式会社ＮＴＴドコモ及びＫＤＤＩ株式会社の回収代行が終了した場合には、料金未納者に対して情報料を直接

請求することができます。しかしながら、当該情報料の請求行為に関する金額を勘案した場合、未回収金額は微少

であり、費用対効果の面から、現状における未回収情報料については請求を行っておりません。また、今後このよ

うな未回収情報料が増加した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

オ．権利保有者との契約について

  　当社は、外部の権利保有者から権利許諾を受けてサイトの運営やコンテンツの配信を行っておりますが、現在、

権利許諾を受けている権利保有者から、今後、権利許諾を受けられない事態が生じた場合、又は、新規に権利保有

者からの権利許諾が得られない場合には、当該サイトの運営及びコンテンツの配信に支障をきたし、当社の事業及

び当社の業績が影響を受ける可能性があります。また、有力なコンテンツを獲得するために、権利保有者に対して

印税の前払いを行い権利許諾を得る場合があります。ただし、権利獲得をするために前払いしたものの想定された

ほどの印税相当分の収入がなかった場合、当社の事業及び当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

カ．広告戦略について

　　当社が運営するモバイルサイトにおいて提供している有料コンテンツは、第３世代携帯電話を対象としたサービ

スを中心に展開しており、当社のターゲットは主に第３世代携帯電話を所持しているユーザーであります。第３世

代携帯電話を所持しているユーザーに対して、当社が運営するモバイルサイトを効果的に告知する必要がありま

す。

　また、モバイルインターネット業界においては、メニューサービスを通じて運営するモバイルサイト以外の一般

サイトと呼ばれるモバイルサイトが台頭しており、ユーザーはメニューサービスからだけではなく、一般サイトを

通じて当社が運営するサイトへ訪問してまいります。また、これらの外部環境は変化を繰り返していくため、広告

の出稿形態を常に検証していかなければなりません。しかしながら、当期の広告戦略に対し、当社の想定通りに月

額会員の獲得が行われない場合、獲得した月額会員との契約が当社の想定通りに継続しない場合、及び成果報酬型

広告における獲得競争の激化等により、会員獲得コストの上昇が起こった場合等には、当社の業績に影響を与える

可能性があります。 

 

キ．「フィルタリングサービス」について

　　平成19年12月10日付で総務省から各通信キャリア等に対して、青少年が使用する携帯電話における「フィルタリ

ングサービス」の導入促進活動の強化及び効果的な普及・啓発に関する要請がありました。それを受け、各通信キャ

リア等が、「フィルタリングサービス」（注）の更なる普及啓発に向けた取り組みを発表しております。また、平

成20年９月12日付で各通信キャリアは、「フィルタリングサービス」普及に向けた取り組みの強化策を発表してお

ります。しかしながら、「フィルタリングサービス」は社会的に意義のある健全なサイト等も閲覧不可能になる可

能性があると指摘されておりますので、それに対して、第三者機関が健全なサイトを評価・認定する動きが出始め

ております。具体的には、平成20年４月30日に設立された有限責任中間法人モバイルコンテンツ・審査・運用監視

機構が、コミュニティサイト運用管理体制認定制度の認定サイトを発表しております。

　当社は着うたフル®を始めとした音楽系コンテンツを中心に配信しておりますので、「フィルタリングサービス」

の原則加入についての影響は軽微であると考えておりますが、今後の各通信キャリアや第三者機関等の動向次第で、

当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社は、当社が運営するモバイルサイトの会員獲得のために、様々なモバイルサイトへ成果報酬型広告を

出稿しております。広告を出稿するモバイルサイトはそのときの外部環境の変化により異なりますが、当社が広告

を出稿したモバイルサイトが「フィルタリングサービス」により制限を受け、当社の想定通りに会員獲得をするこ

とが、困難になった場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

　（注）「フィルタリングサービス」とは、青少年の教育や育成上、悪影響を与える情報または与える恐れのある

情報の掲載されているサイトの閲覧を防止することで、青少年の健全な育成を図ることを目的としております。具

体的には、出会い系サイトなどが閲覧制限の対象となります。 

 

③　広告事業について

ア．競合について
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　　当社が行っている広告事業は、複数の競合会社があり、新規参入も含め、今後はより競争が激化する可能性があ

ります。当社として、今後もより広告主や媒体運営者の利便性を重視し、競争力の維持向上に努めてまいりますが、

競合他社に対して当社が有力と考える媒体を取扱える等の優位性を確立できる保証はなく、競合の結果、当社の事

業及び業績が影響を受ける可能性があります。 

 

イ．既存広告媒体との関係について

　　近年、モバイル広告市場は拡大傾向にあり、今後も当該市場は拡大していくものと想定されます。しかしながら、

企業の広告活動は景気動向の影響を受けやすいものであり、今後もテレビ、新聞、雑誌等、既存広告媒体との競合

が継続していくと考えられ、常に当社が有力と考える広告媒体を取扱える保証はありません。また、当社が有力と

考える広告媒体を一定期間一定価格で買い取る場合もあり、その際、販売において見込み違いがあった場合には、

損失を被る可能性があります。

　また、現状の広告媒体の取扱に関しては、依存度の高い媒体があります。したがって、今後何らかの理由により

当該媒体の取引条件等に関して変更があった場合には、当社の事業及び業績が影響を受ける可能性があります。 

 

ウ．広告代理店等の活用について

　　当社は、モバイル広告の販売及びモバイル版成果報酬型広告の販売において広告代理店等を活用しております。

当社は、特定の広告代理店等への依存を避けるため複数社との取引を進めておりますが、現状は一部の広告代理店

等に対する販売比率が比較的高くなっております。このことから、今後においては、販売比率の高い広告代理店等

の営業戦略や営業力等に変化が生じた場合には、当社の事業及び業績が影響を受ける可能性があります。また、一

部の広告代理店の販売比率が高くなることから、それらの広告代理店が倒産その他の事情により、当社の債権の一

部又は全部の回収が滞る事態が発生した場合には、当社の事業及び業績が影響を受ける可能性があります。 

 

エ．広告の掲載基準について

　　モバイル広告及びモバイル版成果報酬型広告においては、広告代理店等が広告の内容を精査していることに加え

　て、当社においても独自の広告掲載基準による審査を実施し、法令や公序良俗に反する広告の排除に努めておりま

　す。しかしながら、何らかの要因により当社が掲載した広告に瑕疵があった場合には、各媒体及び広告主等からの

　クレームや損害賠償請求がなされる可能性は否定できず、当社の提供する媒体及びサービスに対する信頼低下等に

　より、当社の事業及び業績が影響を受ける可能性があります。 

 

④　技術革新について

　　当社が展開する事業は、技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が速く、それに基づくサービスの導入が相次い

でいる非常に変化の激しい業界に属しております。当社は、これらの変化に対応するため、優秀な技術者の確保、

新しい技術の探求や当社システムへのその採用等、必要な対応を行っております。しかしながら、何らかの要因に

より変化への適切な対応に支障が生じた場合には、当社の業界における競争力が低下し、当社の事業及び業績に影

響を与える可能性があります。 

 

⑤　システム障害について

　　当社は、パソコンやコンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークシステムに全面的に依存しており、自然災害

　や事故等、電力供給の停止等の予測不可能な様々な要因によって通信ネットワークの切断やコンピュータシステム

　のダウンが生じた場合には、当社の事業及び業績に影響を受ける可能性があります。また、当社のコンピュータシ

　ステムは、適切なセキュリティ手段を講じて外部からの不正アクセスを回避するよう努めておりますが、コンピュ

　ータウィルスやハッカーの攻撃等によりシステム障害が生じた場合には、当社の事業及び業績が影響を受ける可能

　性があります。 

 

⑥　法的規制等について

　　当社の事業展開にあたって特有の法的規制や業界の自主規制等はありませんが、今後の法改正次第では、当該分

　野において何らかの規制を受けたり、対応措置をとる必要性が生じたりする可能性があります。また、当社の事業

　活動に関連して、新たな法令施行により何らかの法的規制を受けることとなった場合には、当社の事業活動が制限

　され、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑦　知的財産について

　　当社が日常的な事業活動を行う過程において使用しているソフトウェア及びシステム並びにコンテンツは、第三

　者の知的財産権を侵害するものではないものと認識しておりますが、不測の事態あるいは何らかの不備により、当

　社が保有するまたは使用許諾を得ているもの以外の知的財産権を侵害する可能性があります。かかる場合には、当

アクセルマーク㈱（3624）平成 20 年９月期決算短信（非連結）

－ 8 －



　社が第三者の知的財産を侵害することによる損害賠償請求もしくは使用差し止め請求等の訴えを起こされる可能性

　または当該知的財産権に関する対価の支払い等が発生する可能性があります。また、当社のシステム開発において

　は、オープンソースソフトウェアを活用しておりますが、オープンソフトウェアに関するライセンスの有り方等に

　ついては、多様な議論があるところであり、予測できない理由等によりオープンソースソフトウェアの利用に制約

　が発生した場合には、当社の事業及及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧　個人情報の管理について

　　当社では、推進する事業の性質上、個人情報を取り扱っており、「個人情報の保護に関する法律」に規定される

　個人情報取扱事業者に該当いたします。個人情報の取り扱いにつきましては、コンプライアンスの一環として「個

　人情報の保護に関する法律」に沿った対応をとり、社内ルール化と共に社内体制を整備しております。しかしなが

　ら、当社が保有する個人情報等につき、何らかの要因で個人情報の漏洩があった場合には、適切な対応を行うため

　の相当なコスト負担、当社への損害賠償請求、当社の信用の低下等によって、当社の事業及び業績に悪影響を及ぼ

　す可能性があります。

　　　 

⑨　訴訟に関するリスクについて

　　当社は、これまでに事業に関連した訴訟は発生しておりません。しかしながら、訴訟を受ける原因は想定できな

　い様々な要素があります。したがって、将来において訴訟が発生させる可能性は否定できず、その場合には訴訟内

　容や賠償金額によって、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩　新株予約権（ストック・オプション）について

　　当社は、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストック・オプション制度を導入しておりま

　す。平成20年９月30日現在、新株予約権の目的となる株式数は1,524株であり、発行済株式総数28,877株の5.27％

　に相当しております。今後、これらの新株予約権が行使された場合には、当社の１株当たりの株式価値が希薄化す

　ることになり、株式市場での需給バランスに変動が発生し、株価への影響を及ぼす可能性があります。

　　当社は、今後もストック・オプションとして新株予約権を発行する可能性がありますが、ストック・オプション

　の費用計上を義務付ける「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27

　日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月

　31日）が適用されたことにより、今後の新株予約権の発行は、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社は、親会社である株式会社セプテーニ・ホールディングス（平成20年９月30日現在、当社発行済株式の54.50％を

所有）を中心としたセプテーニグループに属しております。当該グループは、平成20年９月30日現在、連結子会社12社

と持分法適用会社４社で構成されており、インターネット広告代理事業を行うネット広告事業、モバイルサービスやシ

ステム開発、ＡＳＰ事業を行うインターネット関連事業、ダイレクトマーケティング事業を行うＤＭ事業、新規事業開

発等を行うその他の事業によって構成されております。

　当社はインターネット関連事業に属しておりますが、当社はユーザー向けにモバイルを中心とした事業を展開してい

ることから、セプテーニグループにおいての棲み分けは明確になされております。なお、当社においても、広告事業を

営んでおりますが、ネット広告事業に属する他のグループ会社は広告主の広告目的に沿って広告枠を販売する広告代理

事業を行っており、当社は、媒体運営者に対して広告枠の開発提案と取次ぎ業務を代行するメディアレップを営んでい

るため、その事業区分を異としております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、ケータイというデバイスを通じ、「ユーザー視点に立った」ネットサービスを提供することにより、コン

テンツホルダー、広告主のビジネスを加速させることで、社会に貢献することを経営理念とし、ネットでビジネスを

加速していきます。

  また、シンプルで分かりやすいこと、創意工夫があり、発見があること、自らチャンスを創り出すこと、生活者へ

の感動を提供すること、継続的な成長のために、利益を追求すること、という５つの方針を基本として収益の最大化

を目指していきます。

(2）目標とする経営指標

　当社は、全ての事業において、成長スピードの追求・顧客満足の向上・効率的な事業運営という３つの観点を常に

強化することにより、事業生産性を最大化することを目標にしています。それに沿った重要な指標として、営業利益

やその増加率等を、目標とする経営指標として捉えております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社を取り巻く環境においては、第３世代携帯電話のさらなる普及及び高機能化、及び、パケット定額制の普及な

どにより、３Ｇコンテンツの需要は高まることが予想されます。さらに2010年以降には、光ファイバー並みの100Mbps

を実現する3.9Ｇ携帯電話の普及も想定されており、さらに大容量のリッチコンテンツ市場の拡大が期待されておりま

す。

　このような環境の下、コンテンツ・メディア事業においては、今後も成長が期待できる「音楽」「書籍」「動画」

などの３Ｇコンテンツを中心に、権利元からの権利許諾を積極的に行い、将来の長編動画配信を見据えた展開も行っ

ていきます。さらに、2011年のアナログ放送終了に向けて普及するであろう薄型大画面デジタルTVに、携帯電話から

映像を出力し、キャリア決済でコンテンツを購入していくセットトップボックスのような利用法への対応を見据えた

展開を行ってまいります。

　広告事業においては、既存の広告商品に加えて、第三世代携帯電話とパケット定額制の普及によって成長している

動画配信メディアなどのジャンルを成長ジャンルととらえて、取扱いの拡大やメディアの囲い込みにより成長をして

いきたいと考えております。

　2008年４月１日より、コンテンツ・メディア事業と広告事業を統括するモバイル事業統括本部を設置したことで、

両事業が相乗効果を生む体制の構築とそれによる収益の最大化を実現したいと考えております。

(4）会社の対処すべき課題

　当社の主な事業ドメインであるモバイルコンテンツ市場及びモバイル広告市場は今後も成長していくものと思われ

ますが、同時に競争も激化しております。このような環境の下、当社が今後も持続的な成長と企業価値向上を図って

いくために対処すべき課題は以下のとおりです。

①　人材の確保と育成

　　品質の高いサービスを提供し続けるために、当社では優秀な人材を積極的に採用しておりますが、一方で従業員

数の増加は人件費を押し上げ、経営を圧迫する要因になります。したがって、事業規模の拡大、成長スピードに合

わせた適正な人数で最大の効果をあげるべく、綿密な人員計画の策定、柔軟な雇用形態の実現及び人事制度の刷新

等に取り組んでおります。さらに、従業員の能力向上のため教育カリキュラムの充実を推進いたします。人材を育

成することによりコンテンツのクオリティ向上やサービス向上を目指してまいります。

②　競合への対応

　　当社は複数のジャンルでの有料コンテンツ配信をしておりますが、当社が所属するモバイルコンテンツ市場には

　多数の競合会社が存在しており、また、今後同様の有料コンテンツを配信する有力な競合会社が出てくる可能性が

　あります。当社では、競合会社との差別化の施策を検討・実施し、ユーザー満足度の高いコンテンツを提供してま

　いります。

③　コンテンツの拡充

　　当社のコンテンツ・メディア事業においては、音楽・電子書籍・動画を中心とした３Ｇコンテンツの拡充に取り

組んでおります。携帯電話の新機種に関しては、大容量のコンテンツが閲覧できるようになるなど機能が充実して

おり、さらにユーザーも、着信メロディや待ち受け画像などのコンテンツから、よりリッチなコンテンツを求める

ようになってきております。今後も、携帯電話のさらなる高機能化に合わせて、当社はユーザーが感動するコンテ

ンツの提供に努めてまいります。
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④　取り扱いサービスの充実

  　当社の広告事業においては、有力モバイルメディアの広告枠販売を推進しておりますが、さらなる成長を遂げて

いくために、今後成長が期待できるモバイルメディアの発掘及び新規開発を推進してまいります。また、単なる広

告枠の販売にとどまらず、広告主が求めるサイト開発や公式化など多様なニーズに応えるための事業体制も充実さ

せてまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はございません。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

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   240,946   546,289  

２．売掛金   405,387   793,823  

３．商品   240   1,422  

４．前払費用   89,084   95,018  

５．繰延税金資産   13,652   6,592  

６．未収入金   10,454   30,342  

７．前渡金   －   10,000  

８．その他   288   262  

貸倒引当金   △1,316   △4,317  

流動資産合計   758,737 81.9  1,479,436 71.6

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  34,421   42,878   

減価償却累計額  9,659 24,762  15,611 27,266  

２．工具器具及び備品  36,625   69,956   

減価償却累計額  12,932 23,693  30,682 39,273  

有形固定資産合計   48,455 5.2  66,540 3.2

(2）無形固定資産        

１．のれん   10,450   －  

２．ソフトウェア   34,932   60,829  

３．その他   50   50  

無形固定資産合計   45,432 4.9  60,879 2.9

(3）投資その他の資産        

１．長期前払費用   23,485   170,915  

２．敷金保証金   40,485   279,697  

３．繰延税金資産   6,949   5,474  

４．その他   3,424   4,318  

投資その他の資産合計   74,344 8.0  460,404 22.3

固定資産合計   168,233 18.1  587,825 28.4

資産合計   926,970 100.0  2,067,261 100.0
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前事業年度

（平成19年９月30日）
当事業年度

（平成20年９月30日）

区分
注記
番号

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   257,619   530,685  

２．短期借入金   65,000   105,000  

３．未払金   22,075   46,527  

４．未払費用   2,526   3,256  

５．未払法人税等   54,366   5,139  

６．未払消費税等   10,744   －  

７．前受金   6,019   976  

８．預り金   1,290   2,734  

９．その他   315   315  

流動負債合計   419,957 45.3  694,635 33.6

負債合計   419,957 45.3  694,635 33.6

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   140,000 15.1  563,900 27.3

２．資本剰余金        

資本準備金  184,921   608,821   

資本剰余金合計   184,921 20.0  608,821 29.4

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  396   396   

(2）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  181,695   199,507   

利益剰余金合計   182,091 19.6  199,903 9.7

株主資本合計   507,013 54.7  1,372,625 66.4

純資産合計   507,013 54.7  1,372,625 66.4

負債・純資産合計   926,970 100.0  2,067,261 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,024,482 100.0  3,586,206 100.0

Ⅱ　売上原価   1,348,507 66.6  2,668,031 74.4

売上総利益   675,974 33.4  918,174 25.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  488,026 24.1  816,665 22.8

営業利益   187,947 9.3  101,509 2.8

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  504   947   

２．有価証券売却益  －   112   

３．遅延損害金収入  －   1,129   

４．その他  49 553 0.0 34 2,223 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  412   992   

２．株式交付費  135   7,503   

３．株式上場関連費  －   8,609   

４．上場準備費用  4,850   10,628   

５．その他  306 5,703 0.3 － 27,733 0.8

経常利益   182,797 9.0  75,998 2.1

Ⅵ　特別利益        

１．事業譲渡益  4,300 4,300 0.2 － － －

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 563   －   

２．減損損失 ※３ 6,915 7,478 0.3 8,250 8,250 0.2

税引前当期純利益   179,618 8.9  67,748 1.9

法人税、住民税及び事業税  72,393   25,691   

法人税等調整額  2,476 74,869 3.7 8,535 34,226 1.0

当期純利益   104,748 5.2  33,521 0.9
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売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　制作原価  1,300,427 96.4 2,611,155 97.9

Ⅱ　労務費  47,176 3.5 51,995 1.9

Ⅲ　その他  903 0.1 4,880 0.2

当期売上原価  1,348,507 100.0 2,668,031 100.0

      

（注）原価計算の方法は個別原価計算によっております。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年９月30日残高（千円） 125,000 169,921 169,921 396 86,333 86,729 381,651 381,651

事業年度中の変動額         

新株の発行 15,000 15,000 15,000    30,000 30,000

剰余金の配当     △9,386 △9,386 △9,386 △9,386

当期純利益     104,748 104,748 104,748 104,748

事業年度中の変動額合計（千円） 15,000 15,000 15,000 － 95,361 95,361 125,361 125,361

平成19年９月30日残高（千円） 140,000 184,921 184,921 396 181,695 182,091 507,013 507,013

当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成19年９月30日残高（千円） 140,000 184,921 184,921 396 181,695 182,091 507,013 507,013

事業年度中の変動額         

新株の発行 423,900 423,900 423,900    847,800 847,800

剰余金の配当     △15,709 △15,709 △15,709 △15,709

当期純利益     33,521 33,521 33,521 33,521

事業年度中の変動額合計（千円） 423,900 423,900 423,900 － 17,811 17,811 865,611 865,611

平成20年９月30日残高（千円） 563,900 608,821 608,821 396 199,507 199,903 1,372,625 1,372,625
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  179,618 67,748

減価償却費  25,954 38,880

株式交付費  135 7,503

貸倒引当金の増加額  1,316 3,000

受取利息及び受取配当金  △504 △947

支払利息  412 992

有価証券売却益　  － △112

事業譲渡益  △4,300 －

固定資産除却損　  563 －

減損損失  6,915 8,250

売上債権の増加額  △157,785 △388,436

たな卸資産の増加額  △240 △1,182

前払費用の増加額  △89,587 △153,328

仕入債務の増加額  77,307 273,066

未払消費税等の増減額（△は減少）  7,063 △10,744

その他  △11,900 12,159

小計  34,966 △143,148

利息及び配当金の受取額  504 947

利息の支払額  △446 △1,028

法人税等の支払額  △48,243 △88,904

営業活動によるキャッシュ・フロー  △13,219 △232,134

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券の取得による支出  － △101,186

有価証券の売却による収入  － 101,299

有形固定資産の取得による支出  △23,137 △41,787

無形固定資産の取得による支出  △25,385 △35,327

事業譲受けによる収入  4,300 －

事業譲受けによる支出  － △10,000

保険積立金の払込による支出  △893 △893

敷金保証金の差入れによる支出  △5,483 △239,212

投資活動によるキャッシュ・フロー  △50,599 △327,108
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前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  60,000 40,000

長期借入金の返済による支出  △3,905 －

株式の発行による収入  29,865 840,296

配当金の支払額  △9,386 △15,709

財務活動によるキャッシュ・フロー  76,573 864,586

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  12,754 305,343

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  228,191 240,946

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 240,946 546,289
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　該当事項はありません。 　同左

アクセルマーク㈱（3624）平成 20 年９月期決算短信（非連結）

－ 20 －



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

有価証券

――――――

 

 

有価証券

　　 売買目的有価証券

　　 時価法（売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

　移動平均法による原価法によっておりま

す。

商品

同左

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

な耐用年数については下記のとおりであ

ります。

建　　　　　　物：６年～18年

工具器具及び備品：２年～15年

(1）有形固定資産

同左

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り平成19年４月１日以降取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。

　

――――――

 (2）無形固定資産

定額法

　ソフトウェアについては、当社の利用

可能期間（３～５年）に基づいておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用

　均等償却によっております。

(3）長期前払費用

　均等償却によっております。

　ただし、配信権については、販売数量

に基づく償却額と契約期間に基づく均等

額とを比較し、いずれか大きい額を償却

しております。

４．繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用計上しております。

株式交付費

同左

５．引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、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

収可能性を勘案し、回収不能見積額を計上

しております。

貸倒引当金

同左

６．リース取引の処理方法 　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

７．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、かつ、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。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

（貸借対照表）

　前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「未収入金」は、当事業年度において、資産の

総額の100分の１を超えたため区分掲記しております。

　なお、前事業年度の「その他」に含まれている「未収入

金」は435千円であります。

――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年９月30日）

当事業年度
（平成20年９月30日）

　１．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しております。これら契

約に基づく当事業年度末の借入未実行の残高は次のと

おりであります。

　１．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契

約に基づく当事業年度末の借入未実行の残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度額 400,000千円

借入実行残高 65,000千円

差引額 335,000千円

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 105,000千円

差引額 395,000千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は20.5％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は79.5％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は32.4％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は67.6％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 51,765千円

給料手当 107,188  

採用宣伝費 27,632  

広告宣伝費 77,887  

顧問料 25,608  

減価償却費 11,593  

地代家賃 42,352  

貸倒引当金繰入額 1,316  

役員報酬 59,837千円

給料手当 177,015  

広告宣伝費 254,521  

減価償却費 18,983  

地代家賃 71,496  

貸倒引当金繰入額 3,000  

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２．　　　　　　　――――――

工具器具及び備品 563千円

※３．減損損失

　当事業年度において当社は以下のとおり減損損失を

計上いたしました。

※３．減損損失

　当事業年度において当社は以下のとおり減損損失を

計上いたしました。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

本社
（東京都新宿区）

自社利用 ソフトウェア 6,915

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

本社
（東京都新宿区）

その他
事業

のれん 8,250　

　当社は、管理会計上の区分を考慮して資産グループ

を決定し、減損損失の認識を行っております。

　携帯サイトのシステム開発費をソフトウェアとして

計上し、当該ソフトウェア取得後の粗利益段階での黒

字化を目指して経営努力をしておりましたが、今後の

収益の獲得が困難と判断されるため、帳簿価額全額を

減額し、当該減少額を減損損失（6,915千円）として特

別損失に計上いたしました。

　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、使用価値については当該資産の全

額を減額したため、割引率の算定はしておりません。

　当社は、管理会計上の区分を考慮して資産グループ

を決定し、減損損失の認識を行っております。

　当社の一部事業において、今後の収益化が困難と判

断されるため、帳簿価額全額を減額し、当該減少額を

減損損失（8,250千円）として特別損失に計上いたしま

した。

　　　 当該資産の回収可能額は、営業活動から生じる将来

キャッシュ・フローがマイナスであるため零として評

価しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30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）

発行済株式     

普通株式（注） 22,618 150 － 22,768

合計 22,618 150 － 22,768

自己株式 － － － －

　（注）　普通株式の発行済株式の増加150株は、第三者割当増資に伴う新株発行による増加であります。

２．新株予約権及び自己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
ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

　（注）　新株予約権のうち、ストック・オプションについては、「（ストック・オプション等関係）」に記載しており

ます。

３．配当に関する事項

①　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月15日

定時株主総会
普通株式 9,386 415 平成18年９月30日 平成18年12月16日

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月18日

定時株主総会
普通株式 15,709 利益剰余金 690 平成19年９月30日 平成19年12月19日
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当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30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）

発行済株式     

普通株式（注） 22,768 6,109 － 28,877

合計 22,768 6,109 － 28,877

自己株式 － － － －

　（注）　普通株式の発行済株式の増加は、公募による5,000株の新株発行（払込期日：平成20年３月17日）及び新株予約

権の行使による増加1,109株であります。

２．新株予約権及び自己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
ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － －

合計 － － － － － －

　（注）　新株予約権のうち、ストック・オプションについては、「（ストック・オプション等関係）」に記載しており

ます。

３．配当に関する事項

①　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月18日

定時株主総会
普通株式 15,709 690 平成19年９月30日 平成19年12月19日

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年12月17日

定時株主総会
普通株式 28,877 利益剰余金 1,000 平成20年９月30日 平成20年12月18日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

※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

※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

現金及び預金 240,946千円

現金及び現金同等物 240,946千円

現金及び預金 546,289千円

現金及び現金同等物 546,289千円

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

　内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額な

リース取引のため、記載を省略しております。

同左

（有価証券関係）

前事業年度（平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

当事業年度（平成20年９月30日）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

　デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

　当社は退職給付制度がないため、該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

　当社は退職給付制度がないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30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17年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人

数

当社の取締役　２名

当社の従業員　23名
当社の監査役　１名 社外協力者　１名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数
普通株式1,220株 普通株式50株 普通株式30株

付与日 平成17年９月20日 平成17年９月20日 平成17年９月20日

権利確定条件

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

対象勤務期間
平成17年９月20日から

平成19年７月31日まで

平成17年９月20日から

平成19年７月31日まで

平成17年９月20日から

平成19年７月31日まで

権利行使期間
平成19年８月１日から

平成24年７月31日まで

平成19年８月１日から

平成24年７月31日まで

平成19年８月１日から

平成24年７月31日まで

 
平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人

数

当社の取締役　４名

当社の従業員　22名
当社の監査役　１名 社外協力者　１名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数
普通株式1,440株 普通株式50株 普通株式10株

付与日 平成18年４月17日 平成18年４月17日 平成18年４月17日

権利確定条件

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

対象勤務期間
平成18年４月17日から

平成20年３月31日まで

平成18年４月17日から

平成20年３月31日まで

平成18年４月17日から

平成20年３月31日まで

権利行使期間
平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで

平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで

平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで
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平成19年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人

数

当社の取締役　３名

当社の従業員　25名
当社の監査役　１名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数
普通株式490株 普通株式10株

付与日 平成19年１月16日 平成19年１月16日

権利確定条件

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

対象勤務期間
平成19年１月17日から

平成21年１月16日まで

平成19年１月17日から

平成21年１月16日まで

権利行使期間
平成21年１月17日から

平成25年12月31日まで

平成21年１月17日から

平成25年12月31日まで

　（注）　株式数に換算して記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度（平成19年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成17年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

期首  1,185 50 30

付与  － － －

失効  235 － －

権利確定  950 50 30

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

期首  － － －

権利確定  950 50 30

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  950 50 30
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平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

期首  1,425 50 10

付与  － － －

失効  300 － －

権利確定  － － －

未確定残  1,125 50 10

権利確定後 （株）    

期首  － － －

権利確定  － － －

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  － － －

  
平成19年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

権利確定前 （株）   

期首  － －

付与  490 10

失効  10 －

権利確定  － －

未確定残  480 10

権利確定後 （株）   

期首  － －

権利確定  － －

権利行使  － －

失効  － －

未行使残  － －

②　単価情報

  
平成17年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利行使価格（円）  50,000 50,000 50,000

行使時平均株価（円）  － － －

公正な評価単価（付与日）（円）  － － －
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平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格（円）  100,000 100,000 100,000

行使時平均株価（円）  － － －

公正な評価単価（付与日）（円）  － － －

  
平成19年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

権利行使価格（円）  200,000 200,000

行使時平均株価（円）  － －

公正な評価単価（付与日）（円）  － －

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当事業年度において付与された平成19年ストック・オプションの公正な評価単価は、未公開企業であるため、

単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。

　また、単価当たり本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、類似公開企業比較方式により算定し

ております。

　なお、当事業年度末における本源的価値の合計額は零であります。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。

当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30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17年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人

数

当社の取締役　２名

当社の従業員　23名
当社の監査役　１名 社外協力者　１名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数
普通株式1,220株 普通株式50株 普通株式30株

付与日 平成17年９月20日 平成17年９月20日 平成17年９月20日

権利確定条件

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

対象勤務期間
平成17年９月20日から

平成19年７月31日まで

平成17年９月20日から

平成19年７月31日まで

平成17年９月20日から

平成19年７月31日まで

権利行使期間
平成19年８月１日から

平成24年７月31日まで

平成19年８月１日から

平成24年７月31日まで

平成19年８月１日から

平成24年７月31日まで
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平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人

数

当社の取締役　４名

当社の従業員　22名
当社の監査役　１名 社外協力者　１名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数
普通株式1,440株 普通株式50株 普通株式10株

付与日 平成18年４月17日 平成18年４月17日 平成18年４月17日

権利確定条件

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

対象勤務期間
平成18年４月17日から

平成20年３月31日まで

平成18年４月17日から

平成20年３月31日まで

平成18年４月17日から

平成20年３月31日まで

権利行使期間
平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで

平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで

平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで

 
平成19年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション
平成20年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人

数

当社の取締役　３名

当社の従業員　25名
当社の監査役　１名 当社の従業員　17名

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数
普通株式490株 普通株式10株 普通株式77株

付与日 平成19年１月16日 平成19年１月16日 平成20年１月16日

権利確定条件

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

いずれかの証券取引所に上場

された場合に限る。

新株予約権者は、権利行使時

においても、当社、当社子会

社または関連会社の取締役、

監査役または従業員いずれか

の地位にあることを要する。

ただし、新株予約権者の退任

又は退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会

が認めた場合は、この限りで

はない。

対象勤務期間
平成19年１月17日から

平成21年１月16日まで

平成19年１月17日から

平成21年１月16日まで

平成20年１月16日から

平成22年１月16日まで

権利行使期間
平成21年１月17日から

平成25年12月31日まで

平成21年１月17日から

平成25年12月31日まで

平成22年１月17日から

平成27年１月31日まで

　（注）　株式数に換算して記載しております。
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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

　当事業年度（平成20年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成17年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

期首  － － －

付与  － － －

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

期首  950 50 30

権利確定  － － －

権利行使  842 30 30

失効  25 － －

未行使残  83 20 －

  
平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

期首  1,125 50 10

付与  － － －

失効  55 － －

権利確定  1,070 50 10

未確定残  － － －

権利確定後 （株）    

期首  － － －

権利確定  1,070 50 10

権利行使  207 － －

失効  － － －

未行使残  863 50 10
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平成19年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション
平成20年

ストック・オプション

権利確定前 （株）    

期首  480 10 －

付与  － － 77

失効  66 － 3

権利確定  － － －

未確定残  414 10 74

権利確定後 （株）    

期首  － － －

権利確定  － － －

権利行使  － － －

失効  － － －

未行使残  － － －

②　単価情報

  
平成17年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利行使価格（円）  50,000 50,000 50,000

行使時平均株価（円）  228,000 251,000 307,000

公正な評価単価（付与日）（円）  － － －

  
平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション

権利行使価格（円）  100,000 100,000 100,000

行使時平均株価（円）  205,000 － －

公正な評価単価（付与日）（円）  － － －

  
平成19年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション
平成20年

ストック・オプション

権利行使価格（円）  200,000 200,000 200,000

行使時平均株価（円）  － － －

公正な評価単価（付与日）（円）  － － －

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当事業年度において付与された平成20年ストック・オプションの公正な評価単価は、未公開企業であるため、

単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。

　また、単価当たり本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、類似公開企業比較方式により算定し

ております。

　なお、当事業年度末における本源的価値の合計額は零であります。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年９月30日）

当事業年度
（平成20年９月30日）

１　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金繰入超過額 535

減損損失 2,533

未払事業税 4,315

一括償却資産損金算入限度超過額 2,275

のれん償却損金算入限度超過額 10,697

その他 244

繰延税金資産計 20,602

繰延税金資産 （千円）

貸倒引当金繰入超過額 1,756

減損損失 3,356

ソフトウェア償却超過額 1,805

一括償却資産損金算入限度超過額 1,183

のれん償却損金算入限度超過額 4,584

その他 600

繰延税金資産小計 13,287

　評価性引当額 △1,221

繰延税金資産合計 12,066

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため

注記を省略しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率 40.7 ％

　（調整）

　交際費等永久に損金に算入され　

　ない項目　

1.9

　役員報酬損金不算入 2.9

　住民税均等割等　 3.4

　評価性引当額 1.8

　その他　 △0.2

　税効果会計適用後の法人税等の負

　担率　 50.5

（持分法損益等）

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

　当社は、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。

当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

　当社は、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

兄弟会社等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の関
係

親会社の子

会社

株式会社

セプテーニ

東京都

新宿区
300,000

ネット広

告事業
－

役員

２名

広告の販売

代理及び広

告制作の受

託等

広告の販売代

理及び広告制

作の受託等

165,061

売掛金 52,997

前受金 3,189

サイテック

株式会社

東京都

新宿区
50,000

インター

ネット関

連事業

－
役員

２名
サイト開発 サイト開発 15,743 売掛金 16,530

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

株式会社セプテーニ及びサイテック株式会社との各取引については、市場価格を参考に決定しております。

当事業年度（自平成19年10月１日　至平成20年９月30日）

　　    兄弟会社等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の関
係

親会社の

子会社

株式会社

セプテーニ

東京都

新宿区
300,000

ネット

広告事業
－

役員

２名

広告の販売

代理及び広

告制作の受

託等

広告の販売代

理及び広告制

作の受託等

896,955 売掛金 214,455

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

株式会社セプテーニとの各取引については、市場価格を参考に決定しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり純資産額 22,268.67円

１株当たり当期純利益金額 4,607.77円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。

１株当たり純資産額 47,533.51円

１株当たり当期純利益金額 1,291.44円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
1,275.37円

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前事業年度末

（平成19年９月30日）
当事業年度末

（平成20年９月30日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 507,013 1,372,625

普通株式に係る純資産額（千円） 507,013 1,372,625

普通株式の発行済株式数（株） 22,768 28,877

普通株式の自己株式数（株） － －

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株）
22,768 28,877

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

項目
前事業年度

（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円）　 104,748 33,521

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 104,748 33,521

期中平均株式数（株） 22,733 25,957

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円）　 － －

普通株式増加数（株） － 327

　（うち新株予約権）　 － 327

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株予約権（新株予約権の数2,705

個）。

新株予約権（新株予約権の数498　

　 個）。
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

当事業年度
（自　平成19年10月１日
至　平成20年９月30日）

１．ストック・オプションの発行

　平成19年12月18日開催の定時株主総会及び平成20年１

月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年１月16

日付で当社従業員に対して、会社法第236条、第238条及

び第239条の規定に基づき新株予約権の付与（ストック・

オプション）をいたしております。

　当該ストック・オプションにつきまして、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号）の適用による損

益の影響はありません。

(1）発行株式数　　普通株式　77株

(2）発行価格　　　１株につき200,000円

(3）発行総額　　　15,400千円

(4）付与対象者　　当社従業員17名

(5）権利行使期間　平成22年１月17日から平成27年１月

31日まで

１．営業の譲受

　平成20年４月14日開催の取締役会において、平成20年

10月１日をもって株式会社テレマーケティングジャパン

（以下、「ＴＭＪ」という。）より携帯コンテンツ事業

に関する営業を譲り受けることを決議し、平成20年10月

１日付けで携帯コンテンツ事業を譲り受けました。

(1）譲受の目的

　当社は、各移動体通信事業者（以下、「通信キャリア」

という。）が提供するメニューサービスにおいてモバイ

ルサイトを運営するコンテンツ・メディア事業を展開し

ておりますが、同事業の更なる業容拡大を図るため、Ｔ

ＭＪより携帯コンテンツ事業に関する営業を譲り受ける

ものであります。

(2）譲り受けた事業の内容

　ＴＭＪが通信キャリアの提供するメニューサービスに

おいて運営するモバイルサイトに関する営業

(3）譲受の内容

　　①譲受価額　120,000千円

　　②譲り受けた資産・負債の項目

　　　のれんの譲受のため、該当項目はありません。

(4）重要な特約等

　本事業譲渡の実行は、以下の条件を充足させることと、

もしくは、その条件の充足の見込みがあると双方が合意

していることを条件とします。

①ＴＭＪが契約するすべての通信キャリアについて、同

社から当社への契約上の地位の承継について承認を得

ていること。　

②当該事業譲渡に関連するモバイルサイトのユーザーに

対し、本件の利用契約の契約上の地位の承継に必要な

手続きがすべて完了していること。

(5）発生したのれんまたは負ののれんの金額、発生原因、

償却の方法及び償却期間

①のれんの金額  

　譲受価額 120,000千円

　譲受に伴う費用 10,000千円

　　　　　計 130,000千円

　　②発生原因

 　今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力

から発生したものであります。

　　③償却方法及び償却期間

　 のれんの償却については、５年で均等償却を行うこと

としております。
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５．その他
(1）役員の異動

　①　代表取締役の異動

　　　該当事項はありません。

 

　②　その他の役員の異動

　　　該当事項はありません。

(2）その他

　該当事項はありません。
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